
本場ドイツビールの祭典！

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会（主催：大阪商工会議所ほか民間企業/共催（一
社）セレッソ大阪スポーツクラブ）が平成30年5月18日（金）から6月3日（日）の17日間にわた
り開催する「オオサカオクトーバーフェスト2018」のイベント詳細が決定いたしました。

8年目を迎える今年は、『初登場』ブランドをはじめ、開催以来最大数となる11店舗が登場し、
ドイツ直輸入のビールは総数70種類以上、フードメニューも100種類とさらに充実！

今年初の新企画もあり、さらに『おトク』で『楽しい』が盛りだくさんの
「オオサカオクトーバーフェスト2018」にぜひご来場ください。

ビールが美味しいこの季節！青空の下で仲間を誘って思いっきり楽しもう！！Prost！！

エーデルワイスカペレ

Vo. ハイディ
(5/18-5/24)

Vo.マリア
(5/24-6/3)

イベント詳細情報決定！！

【オオサカオクトーバーフェスト2018開催概要】

大阪経済記者クラブ 会員各位
（同時資料提供 南大阪記者クラブ、関西レジャー記者クラブ）

平成30年4月25日

＜お問合せ先＞
収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会事務局（アクティオ㈱内）担当：沢田

ＴＥＬ：06-6308-5710（平日10時から17時30分）※開催期間中は毎日
大阪商工会議所 流通・サービス産業部 経営支援担当（吉村・中野）

ＴＥＬ：06-6944-6493

記者配布資料

■期間
平成30年5月18日（金）から6月3日（日）の17日間
平日15時から21時、土日11時から21時（雨天決行）
※最終入場20時30分

■会場
長居公園自由広場
・所在地：大阪市東住吉区長居公園1
・最寄駅：Osaka Metro 御堂筋線「長居駅」3号出口徒歩すぐ

JR阪和線「長居駅」東出口より東へ徒歩約5分
JR阪和線「鶴ヶ丘駅」東出口より東南へ徒歩約10分

■入場料
200円（小学生以下無料。未成年のみの入場不可）※飲食代金は別途要

■ステージスケジュール（予定）［平日3回、土日4回公演］
≪平日≫①16：00～ ②18：00～ ③19：30～
≪土日≫①13：30～ ②15：30～ ③17：30～ ④19：30～



★イベント情報

ビールブランド紹介（※一部のみ掲載）

フード紹介（※一部のみ掲載）

めったに市場に出回らない遠州灘産地エビ

を丸ごとグリル！

ムール貝のミニサイズにソーセージ9本盛り

合わせ、定番おつまみフライドポテトにト

リュフコロッケ、おトクなプレート。

ドイツ田舎風ポテトのオムレツ！角切りポテ

トやベーコンにトロトロ卵を添えて。素朴な

味はビールを引き立てます。

小麦麦芽とフレッシュな酵母に

よりフルーティーで華やかな味

わい。これまでにない大変飲み

やすい大人気の次世代ヴァイス

ビア。

《リーゲレ》

「リーゲレ ヴァイスビア」

50％以上の小麦を使用し、良質

な酵母で醸造した白濁系ビール。

クリーミーな泡立ち、フルー

ティーでまろやかな喉越しの良

いビール。

《パウラーナー》

「パウラーナー ヘフェバイス」

ビール純粋令を忠実に受け継い

だ伝統製法で醸造した、豊かな

泡立ち・軽やかでフルーティ、

クリーミーな味わい。

《ヴァイエンステファン》

「ヴァイエンステファン ヘフェ

バイスビア」

小麦麦芽ならではの軽やかな味

わい。バナナやお花を想像させ

るアロマが特徴。会場限定の貴

重な一杯。

《アインガー》

「アインガーブロイヴァイス」

バナナやピーチを思わせる甘

い香りと全体をまとめ上げる

ややスパイシーな風味と少し

ドライな味わいが特徴。

《レーベンブロイ》

「マイゼルス ヴァイスオリジナル」

《ヴァルシュタイナー》

ヴァルシュタインで森林の湧き

水を使用してつくられるビール。

透明感の黄金色と爽やかな口あ

当たりが特徴。

「ヴァルシュタイナー プレミ

アムヴェラム」

《ヴェルテンブルガー》

淡く明るい黄金色ビール。ホッ

プの苦みが控えめで、モルト風

味を生かした喉越しがよく、さ

らりとグイグイ楽しめるビール。

「ヴェルテンブルガー ウル

ティプヘル」

《ケーニッヒ・ルードヴィッヒ》

最高級のロイヤルビールの一つ。

味わいはほどよい苦みとしっか

り感じる麦芽感、自然由来のに

ごりが特徴。

「ケーニッヒ・ルードヴィッヒ

ナチュアトルーブ」

《リーフマンス》

まろやかで甘酸っぱく、サイ

ダーやすっきりしたレモネード

を思い出させる、トロピカルフ

ルーツとリンゴの爽やかなブレ

ンド。

「リーフマンスイエロー オン

ザロック」

心地よいアロマと木目細やかな

泡が自慢の逸品。フルーティー

で苦みが少ないため、普段あま

りビールを飲まない方にもおす

すめ。

《エルディンガー》

「エルディンガー ヴァイスビア」

口当たりはまさにリンゴ風味で

フルーティ、後味にピーナッツ

の様な味わい。飲み応えがあり、

苦みが少なく女性から一番人気。

《アルコブロイ》

「アルコブロイ ヴァイスビア」

初登場

初登場

初登場



セレッソデー

セレッソ大阪の試合がある日はセレッソデー！ みんなでセレッソ大阪を応援しよう！

5/19（土）セレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜 ＠ニッパツ三ツ沢球技場

5/20（日）セレッソ大阪 vs サンフレッチェ広島 ＠エディオンスタジアム広島

6/2（土）セレッソ大阪U-23 vs ガンバ大阪U-23 ＠ヤンマースタジアム

①セレッソ大阪または対戦チームのユニフォームを着て来場すると入場料が無料！

②セレッソ大阪の応援グッズ持参で各日先着100名様にオリジナル缶バッチをプレゼント！

③5/19（土）20（日）は試合のインターネット中継が見られるモニターを設置。会場で一緒に

セレッソ大阪を応援しよう！「映像提供：DAZN」（スポーツ専用のインターネット動画配信サービス）

オープニング大抽選会

5/18（金）先着500名様に参加券を配布、素敵な賞品があたる大抽選会を

実施します。抽選結果は、同日19時頃に発表。惜しくもはずれてしまった方

にも会場で使えるクーポン券をプレゼント！

★イベント情報

※イメージ写真

※イメージ写真

土・日・月はOSAKA PiTaPa DAY！

入場時にOSAKA PiTaPaの提示で100円クーポン券をプレゼント！

土曜・日曜日は2枚、月曜日はなんと3枚プレゼント！

OSAKA PiTaPa でおトクにオオサカオクトーバーフェストを楽しもう！

（クーポン券のプレゼントはOSAKA PiTaPaカードをお持ちのご本人様のみとさせていただきます）

レディースデー

毎週火曜日は女性に嬉しい特典が盛りだくさん！

女性限定エリア席で気兼ねなく楽しめる他、各日先着200名様にリンゴ果実

100%を発酵させたお酒『ハードシードル』をグラス1杯プレゼント！

※限定エリア席数には限りがあります。

※ハードシードルのプレゼントは20歳以上の方に限ります。



★イベント情報

ハッピーアワー（新企画）

今年初登場！ 各店舗でオススメのビール3種類をおトクに飲み比べ！

「少量ずつ色々な種類のビールを飲んでみたい」

というお客様の声にお応えした新企画。

また、平日（※初日を除く） 1回目のステージ終了後、

MCとのじゃんけん大会で優勝した方には

セレッソ大阪観戦ペアチケットをプレゼント！

オクコン～ビールでつながるさわやか街コン～

昨年好評の「オクコン」を今年は平日夜と休日お昼の2日開催。

恋のアルコール度100％！『ビール大好き！』『楽しい事大好き！』な

20代～40代の男女を大募集します！

＜開催日＞

①5月19日（土）12：00～ ※20代～30代の独身男女、各20名（予定）

②5月24日（木）19：00～ ※30代～40代の独身男女、各10名（予定）

※申込、その他詳細はコチラ→ https://www.will-gocon.net/machicon/okcon/
※4月4日（水）から募集開始

雨の日キャンペーン（新企画）

各店舗にて雨の日限定フードメニューが登場！

通常では買うことができないおトクなメニューです。

当日午前11時の気象庁発表天気予報で雨マークが出ていれば、来場時が晴でもOK！

SNS投稿で投稿キャンペーン（新企画）

＃オオサカオクトーバーフェスト で写真を投稿してくれた方に100円クーポン券をプレゼント！

みんなでオオサカオクトーバーフェストを盛り上げよう！

※クーポン券の引換は投稿⽇当⽇限り。

※イメージ写真

※イメージ写真

https://www.will-gocon.net/machicon/okcon/


★イベント情報

Otomo!サービス配信記念！（新企画）

Otomo!サービスの配信を記念したOsaka Metroとのコラボ企画！

さぁ今すぐOtomo! をダウンロードして、おトクにオオサカオクトーバーフェストを

楽しもう！

①当日券売所にて、アプリ内クーポンを利用すると入場料が無料に！

②セレッソ大阪コラボのオリジナルフェイスフェイスタオルが20％OFF！

③会場内チェックインで10マイルプレゼント！

希望者全員が参加できるスタンプラリー！ スタンプを集めてオリジナルグッズをGETしよう。

＜参加方法＞

1. 会場内インフォメーションにてスタンプカードをGET

2. 各店舗でビールを1杯購入するごとにスタンプを1つ押印（1店舗でのスタンプ押印は1回のみ）

3. ビール5杯（スタンプ5個）でオリジナルコースターセットをプレゼント。

--- さらに ---

4. 全店舗制覇（スタンプ11個）でセレッソ大阪コラボのオリジナル

フェイスタオルをプレゼント。

★OSAKA PiTaPa 特典！

インフォメーションにてOSAKA PiTaPa を提示すると、その場でスタンプを1つプレゼント♪

スタンプラリー

アフターMAP

オオサカオクトーバーフェストへ参加した後は、近くの飲食店で盛り上がろう！

入場リストバンドを持参すると、会場周辺の飲食店で特典が受けられるアフターMAP企画。

今年は協力店舗のエリアを広げ、ご来場者の皆さまにおトクに

お楽しみいただきます。

地元地域の賑わいと活性化を目的とする当イベントの目玉企画です！

×

※イメージ写真
（昨年実施分）



民族衣装着用で入場無料！

ディアンドル、レーダーホーゼンを着て来場すると、入場料が無料に！

ドイツの民族衣装を着て、おトクにオクトーバーフェスト気分を満喫しよう！

★イベント情報

住吉区・東住吉区ブース

地元住吉区と東住吉区が街歩きマップなどで地元の魅力をPR。

週末には地元で人気の「地域ブランド認定」スイーツなどを販売予定。 東住吉区
「なっぴー」

住吉区
「すみちゃん」

セレッソ大阪ブース

土日限定でキックターゲットなどを開催予定。また、選手の等身大パネル

を設置するなどセレッソ大阪のファンの方をはじめお子様から大人の方

までお楽しみいただけます。

「食の都・大阪グランプリ」受賞作品販売ブース

「食の都・大阪グランプリ」（主催：「食の都・大阪」推進会議（事務局：大阪商工会議所、

大阪府））ブースが登場！シェフ、パティシエたちがこだわった伝統的かつ独創性あふれる大

阪の新しい味を週末限定でお楽しみいただけます。

※「食の都・大阪」の詳細は、ホームページでご確認ください（http://www.osaka.cci.or.jp/syoku_osaka/index.html）

てぶらBBQコーナー

気持ち良い青空の下、みんなでワイワイBBQ！

食材も器材も準備しなくていいので、手軽に気軽にBBQが楽しめます。

自分たちで焼いたお肉は格別！ビールとの相性も抜群です！

＜要予約＞「特製BBQセット」 4名様～（1名様：2,300円）

※2時間制

※BBQ専用エリア内にお席をご用意！

※詳しくは06-6698-3408までご連絡ください。（平日10：00-17：00） ※写真は2人前



★イベント情報

グッズ/ご飲食券の販売

セレッソ大阪コラボのオリジナルフェイスタオルを会場内インフォメーションにて販売。

ここでしか手に入らない限定販売です！

数に限りがありますので、お買い求めはお早めに！

会場内インフォメーションにて、ドリンクや食事の購入時に利用できるご飲食券を販売します。

クレジットカードでの購入もでき、領収証の発行もできるのでとても便利！ぜひご利用下さい！

※1枚500円からご購入いただけます。

※一部店舗では使用できません。

キッズコーナー

昨年ファミリー層に人気の高かったコーナーをバージョンアップ！

アイスクリームやポップコーン、ソフトドリンクなどの販売、

みんなで遊べる遊具コーナーが登場！

周りに飲⾷スペースがあるので、ご家族でゆっくり楽しめます。

※イメージ写真
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