記者配布資料
平成 23 年 9 月 9 日
大阪経済記者クラブ会員各位
（同時資料提供：国土交通記者会、国土交通省交通運輸記者会、青灯クラブ、近畿電鉄記
者クラブ、大阪市政記者クラブ、京都市政記者クラブ、神戸市政記者クラブ、堺市政記
者クラブ、大阪経済記者クラブ、関西国際空港記者会、関西レジャー記者クラブ）

関西４政令市で官民連携し、第 1 回「関西メガセール」を実施します
～震災後激減した外国人観光客の回復をめざします～
大阪商工会議所、大阪市商店会総連盟は、観光庁・近畿運輸局、大阪市、京都市、神戸
市、堺市、財団法人大阪観光コンベンション協会、関西国際空港株式会社と連携し、中国の
大型連休である国慶節（平成 23 年 10 月 1 日）や春節（平成 24 年 1 月 23 日）など、海外から
の観光客の増加が見込まれる時期にあわせ、地域を挙げて外国人観光客を歓迎し、ショッピ
ングや食事などをより一層楽しんでもらうために「関西メガセール」を実施します。
今回のメガセールは、平成 23 年 2 月に大阪市（船場～ミナミ）と関西国際空港で実施した「春節
メガセール in 大阪」の期間・エリアを大幅に拡大して実施するもので、参加する観光・商業施設、
飲食店などでは、パスポート提示等で様々な特典を受けることができます。

実施期間：平成 23 年 10 月 1 日（土）～10 月 7 日（金）（7 日間）
平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 1 月 31 日（火）（62 日間）
参加施設：59 施設 3,300 店舗以上（百貨店、商店街、観光施設など。9 月 5 日現在の数字）

期間中は、国・関西の自治体・経済界・事業者が一体となり、観光庁の「ビジット・ジャパン・プラ
ス活動」や「VISIT JAPAN おもてなしキャンペーン」とも連携した効果的なプロモーションを行い、
震災後激減した訪日外国人の回復、観光・商業施設等への外国人観光客の誘致を図ります。
大阪商工会議所、大阪市、大阪観光コンベンション協会等では、震災後、「がんばろう！日本～
大阪・関西から元気を！～」を共通スローガンに掲げ、オール関西による復興支援に取り組んで
おります。今後も京都市・神戸市・堺市と連携し、関西が中心となって訪日観光の回復を担うべく、
積極的な取り組みを進めてまいります。
以 上
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問合せ先
・大阪商工会議所 流通・サービス産業部 流通担当（担当：長谷川・堤） TEL.06-6944-6440
・大阪市商店会総連盟 事務局 （担当：平井） ＴＥＬ．06-6268-5167

資料１

第１回「関西メガセール」の開催概要
１．趣旨
震災後激減した訪日外国人観光客の回復をめざし、国慶節、春節など中国人をはじめとする訪
日外国人観光客の増加が見込まれる機会を捉え、「関西メガセール」として、関西広域の行政・民
間事業者が連携して効果的なプロモーションを行い、外国人観光客誘致及び商業施設・観光施設
への受入促進をめざします。
２．主催
大阪商工会議所、大阪市商店会総連盟、観光庁・近畿運輸局、大阪市、京都市、神戸市、堺市、
財団法人大阪観光コンベンション協会、関西国際空港株式会社
３．後援（予定）
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、関西経済連合会、関西広域機構
４．実施エリア
大阪市、京都市、神戸市、堺市、関西国際空港を中心とする関西地域
５．実施期間
平成 23 年 10 月 1 日（土）～10 月 7 日（金）（7 日間）
平成 23 年 12 月 1 日（木）～平成 24 年 1 月 31 日（火）（62 日間）
６．参加施設（9 月 5 日現在）
59 施設、3,300 店舗以上（百貨店、商店街、観光施設など）
７．実施内容
外国人観光客に対しパスポートや VISIT JAPAN カードの提示により各施設でのお買い物特典
（割引やスモールプレゼント）の提供等
（参加施設、特典等については「資料２」参照）

８．主な取り組み
今後、個人旅行者の増大が予想される中国を中心として、日本・関西への訪問数の多いアジア
市場（韓国・中国・台湾・香港）をメインに告知広報プロモーションを実施します。
・ 観光庁主催の「Visit Japan おもてなしキャンペーン」での情報提供。
・ 日本政府観光局（ＪＮＴO）などにご協力頂き、情報発信を行う予定です。
・ 中国からブロガーやメディアを招へいし、ファムトリップを実施します。（平成 23 年 9 月 30
日（金）～10 月 4 日（火））
・ PR イベントを開催します。 （関西国際空港でのキックオフイベントのほか大阪市内など
で実施予定）
・ 中国を中心にした海外の旅行会社へ情報発信します。（中国の個人旅行ビザ発給エリア
の旅行会社約 300 社へのメール送付、アジア市場における関西方面ツアーの取扱い旅
行会社へのリーフレット送付 など）
・ ホームページによる情報発信（4 言語（英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語））
ホームページ「http://www.kansai-megasale.com」を立ち上げ（平成 23 年 9 月 22 日（木）
頃から平成 24 年 1 月 31 日（火）まで開設予定）、関西メガセールの概要、参加施設の特
典内容・概要・位置図、外国人観光客との簡単なコミュニケーションを助ける指差し会話
集 などの情報を掲載予定。
関西メガセール ポスターイメージ

９．関西国際空港でのキックオフイベント実施
関西メガセールの実施にあわせて、関西の玄関口である関西国際空港において次の内容に
よりキックオフイベントを実施します。
・ 日時 平成 23 年 10 月 1 日（土）～10 月 2 日（日） 11:00～15:00（予定）
・ 場所 関西国際空港
（時間・場所等の詳細は決まり次第ホームペ－ジ http://www.kansai-megasale.com
でお知らせします）
・ 内容
東日本大震災による被災地への復興支援として「被災地へ“花と笑顔のエール”を送
ろう！」をテーマに行われている「インフィオラータ Flower’s Yell」を実施します。関西へ
訪れた外国人の方の参加型ワークショップとして実施し、外国人の方々より頂いた被災
地復興へのメッセージとともに、花と元気を被災地に届けます。関西に来ていただくこと
が、被災地の復興、ひいては日本の復興につながることもお伝えし、訪日への感謝の気
持ちもお伝えします。
【参考：インフィオラータ Flower’s Yell について】
被災地へ“花と笑顔のエール”を送るために、バラの花びらを使用し、2 日程度かけて、地域や
会場に来場された方々の参加により、路上に大きな花の応援旗を創作するイベントです。
１０．大阪市内でのその他の取り組み
・春節の時期を中心に大阪市内の商店街において、留学生にご協力をいただき、買物・観光
案内ブースを設置します。また、訪日への感謝の気持ちをこめて、おもてなしイベントを実施
する予定です。（各 10 箇所程度）
・地域独自の取り組みの一例として、ミナミエリアの 8 商店街では、70 店舗の店頭で iPad を活
用した店舗や周辺情報の案内サービスが行われる予定です。（10 月中を目途に準備中）
・中国の日本情報サイト「日本在線（リーベン・ザイシェン）」でのショッピング特集ページを掲載
（9 月 16 日予定）
ホームページアドレス：http://www.ribenzaixian.cn/
・大阪市ビジターズインフォメーションセンターにおいて、大型ビジョンによる情報提供（難波）や
iPad での情報提供（梅田及び難波）を実施（9 月下旬予定）。
以 上

資料２
第1回「関西メガセール」参加施設の一覧
（平成23年9月5日時点）

50音順（エリア別）

エリア

1 大阪市

参加施設
アジア太平洋トレード
センター

2 大阪市 戎橋筋商店街

3 大阪市 大阪市交通局

特典内容など
商業ゾーン「O’s」、アウトレットモール｢MARE｣の店舗で銀聯カードでのお支払いがで
きます。（一部店舗を除く）

パスポート提示で割引や粗品進呈（メガセール参加店は店頭に特典内容を掲示）

パスポート提示により記念品（携帯クリーナー 先着100個）
を進呈。３種類のなかから、いずれか１つ。絵柄は選べません。
特典付与場所：市営交通アクセスガイド(なんば)

4 大阪市 大阪ステーションシティ

大阪ステーションシティの見どころ音声ガイドツアー（英語・中国語・韓国語）実施。
料金：2時間500円、機器レンタルのデポジット3,000円
受付場所：大阪ステーションシティ3階 北インフォメーション。

5 大阪市 大阪タカシマヤ

パスポート提示と、関西メガセールのチラシやパンフレット、または、ホームページ画
面のプリントアウトの提示により、「5％OFFご優待券」を進呈。
国際線でご出発のお客様を対象に、出国エリア店舗において下記のいずれかの特典
となります。

大阪府

関
関西国際空港
際空港

6 泉佐野市
（国際線出国エリア）

①キャンペーンチラシを持参いただくと、割引価格でご提供。
もしくは
②キャンペーンチラシ持参でお買い物いただいたお客様にオリジナルのノベルティを
プレゼント。
※特典のご提供条件等は参加各店により異なります。詳細は店頭または空港内の
キャンペーン告知をご覧ください。

7 大阪市 近鉄百貨店 阿倍野店

パスポート呈示で、お買い物優待券（5％引）を配布
※一部除外品あり

8 大阪市 京阪シティモール

10月1日（土）～7日（金）に、１階インフォメーションにて、パスポート提示の外国人観
光客の方に「エコバッグ」プレゼント（おひとり様１回・１個限り）

大阪府

9 守口市 京阪百貨店 守口店

10月1日（土）～7日（金）外国人観光客様パスポート提示
にて、粗品（ハンカチタオル）プレゼント（先着300人限り）

10 大阪市 心斎橋筋商店街

10/1より パスポートをご提示いただくと5％ＯＦＦ。
（61店舗参加）

11 大阪市 JR大阪三越伊勢丹

5,000円以上お買い上げのお客様に、オリジナル保冷バックをプレゼント

12 大阪市

jolliejoker
(ジョリージョーカー）

①お買い上げ2,000円以上で景品
②限定特価40～70％OFF

13 大阪市 船場センタービル連盟

①大感謝市ビル内（7～9日）
②船場大阪生花展ビル内（7～9日10：00～17：00）
③船場まつり釜茶会6号館（8・9日11：00～16：00）
④船場書画展10号館（4～9日10：00～17：00）
普段は小売をしない店舗もまつり期間中は、特別販売(一部小売りをお断りする店舗
があります）します。

14 大阪市 大丸 梅田店

地下2階サービスセンターにて、パスポートをご提示いただいた方に、5％OFFクーポン
を差し上げます。（一部除外品あり）

15 大阪市 大丸 大阪・心斎橋店

本館１階案内所もしくは、北館１階案内所にてパスポートをご提示で５％OFFクーポン
券をプレゼント
※一部除外品があります

16 大阪市 ディアモール大阪

ディアモールカフェにてパスポートご提示でドリンクサービス（期間：10月1日～7日）

17 大阪市

南海インフォメーション
センター

国慶節期間中、パスポートをご提示いただくとスモールプレゼントを進呈します。

18 大阪市 なんばウォーク

関西・九州地区に来訪する中国人向け観光及びショッピング情報誌
『今こそ日本』(国土交通省・観光庁及び中国銀聯㈱発行)に、
銀聯カード１０,０００円以上のご利用で１,０００円OFFになる割引券がついています。
（期間は９月１日～１２月３１日）

19 大阪市 なんばCITY

「なんばCITYインフォメーション」になんばCITYでのお買い上げレシートとパスポートを
提示いただきますとスモールプレゼントを進呈します。

20 大阪市 ＮＡＭＢＡなんなん

「グルメな秋」（9/16～10/10）開催。
ＮＡＭＢＡなんなんのグルメ店で利用可能なグルメチケット
1,300円分を1,000円にて先着1,500組に限定販売。
また、グルメ店では「この秋イチオシメニュー」をご用意して
ご来店をお待ちしております。

21 大阪市 なんばパークス

「なんばパークスインフォメーション」になんばパークスでのお買い上げレシートとパス
ポートをご提示いただきますとスモールプレゼントを進呈します。

22 大阪市 なんばマルイ

銀聯カードご提示で店内商品が5％割引。
※一部対象外ショップ、商品がございます。

23 大阪市 日本殺陣道協会

本校における殺陣（たて）体験 通常2,000円を1,000円に。

24 大阪市 阪神百貨店 梅田本店

特典はございませんが、8階催場で
9/28→10/4はダイヤモンド＆パールのバザール
10/5→10/11は婦人・紳士のファッションバーゲンを開催

25 泉佐野市
関西エアポート

①オリジナルグッズプレゼント
②売店利用10％OFF
③特別価格にてご宿泊いただけます（要問合せ）

26 大阪市 MAKEDO238

①オリジナルグッズプレゼント（パスポート提示の方）
②1万円以上ご購入の旅行者の方へオリジナルグッズプレゼント

27 大阪市 Miki宝石店

①限定特価 40～70％OFF
②お買い上げ2,000円以上で景品

28 大阪市 無印良品なんばCITY店

お買い上げでパスポートをご提示のお客様にプレゼントを進呈します。
（先着100名様限定）

大阪府

29 大阪市

ベストウェスタンホテル

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®

期間中来場の海外ゲストに物販商品10％割引
【対象】 日本以外のパスポート所持者
【実施店舗】パーク内のワゴン販売を除く全てのショップでご利用いただけます。
※ただし、一部割引除外商品についてはご利用できません。詳しくはショップクルーに
お尋ねください。
【割引条件】必ずレジ精算前にクルーにパスポートの顔写真ページもしくは、パスポー
トの顔写真ページのコピーを提示ください。（レジ精算後の提示は無効とさせていただ
きます）

30 京都市 粟田口順正

順正特製割り箸プレゼント

31 京都市 庵

オリジナル表札プレゼント
予約申し込み時に備考欄に「表札希望」と記載。

32 京都市 ウェスティン都ホテル京都 未定

MKタクシー

期間中、当施設での観光貸切タクシーご予約のお客様にMKオリジナルミニカープレ

33 京都市 京都駅八条西口前乗り場 ゼント

（MK貴賓室）

34 京都市 清水順正 おかべ家

食事ご利用のお客様に、京野彩カステラ（京きなこ入り）をプレゼント

35 京都市 京ごころ

着物をレンタルされた方に和装小物プレゼント（要予約）

36 京都市

京都市宇多野ユース
ホステル

37 京都市 祇園円山かがり火

オリジナルエコバックプレゼント

パスポートをご提示のお客さまにオリジナル「竹久夢二あぶらとり紙」プレゼント

38 京都市 南禅寺 順正

お1人3000円以上ご利用頂いた方に、京小物をプレゼント

39 京都市 よーじや

あぶらとり紙10冊以上お買い上げの上、パスポートご提示で、
「おしぼりこっとん（2枚入り）＆ローションティッシュ」プレゼント！

40 京都市 旅館 元奈古

オリジナルグッズプレゼント
※関西メガセールホームページの「元奈古」ページプリントアウト持参者に限ります。

41 神戸市

ANAクラウンプラザホテル
神戸

カジュアルレストラン「ザ・テラス」 飲食すべて10％OFF

42 神戸市 角の坊

炭酸せんべい土産付き

43 神戸市 欽山

①ご夕食時に、グラスシャンパンを１杯ご用意。
②１ドリンクチケットをお一人様につき１枚ご用意。
※関西メガセール上記特典の告知をご覧になられた旨、チェックインの際にお知らせく
ださい。

44 神戸市

神戸三田プレミアム
アウトレット

インフォメーションセンターでパスポート提示により「クーポンシート」（最大20％OFFに
なる割引等の特典を受けれます）をプレゼント。

45 神戸市

神戸三ノ宮ユニオン
ホテル

パスポートの提示で、入浴剤をお一人様1泊につき1袋プレゼント

46 神戸市 神戸市立王子動物園

オリジナル「パンダポストカード」2枚1組プレゼント

47 神戸市 神戸シーバス

乗船料30％OFF（大人（中学生以上）\840、小人\420）

48 神戸市 神戸プラザホテル

オリジナルグッズプレゼント（1滞在1室につき1点）

49 神戸市

神戸ベイシェラトンホテル
＆タワーズ

50 神戸市 そごう神戸店

期間中レストラン＆バーご利用の場合、合計金額から10％割引
（他の特典、優待等との併用は不可）

＜バーバリー＞ハンカチプレゼント ※先着200名様

51 神戸市

阪神・淡路大震災記念
人と防災未来センター

オリジナルグッズ「クリアファイル」プレゼント

52 神戸市 兵衛向陽閣

期間中、有馬温泉名物「炭酸せんべい」兵衛向陽閣オリジナルパッケージ入りを、1部
屋につき1箱（5枚入り）プレゼント。
※ご宿泊の方、及び、「関西メガセール」チラシなどのツールやホームページのプリン
トアウトを提示された方に限ります。

53 神戸市 兵庫県立美術館

特別展 コレクション展に団体料金を適用
※「ビエンナーレ2011」は適用しません。

54 神戸市 ホテルプラザ神戸

ホテル最上(18)階レストラン鉄板焼各メニューを 期間中通常料金から10%OFF

55 神戸市

ホテル ラ・スイート神戸
ハーバーランド

56 神戸市 ポートピアホテル

①スパ＆エステティック ラ・シェール期間中20％OFF
②レストラン「ル・クール神戸」・鉄板焼「心」 ご昼食・ご夕食のお食事のみ期間中
15％OFF(飲料は対象外）

期間中 各レストラン10％OFF
※パスポート提示のお客様に限ります。（会計時に限る）
※アラメゾン 18:00～タイムセールス40％OFF （併用不可）

57 神戸市

六甲山ジンギスカン
パレス

期間中、飲食料金20％OFF

58

堺市

堺市立文化館
（与謝野晶子文芸館、
アルフォンス・ミュシャ館）

期間中、観覧料を２割引。

59

堺市

自転車博物館
サイクルセンター

期間中パスポート提示で入館料20％OFF

