
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、大阪観光局、ほか民間企業/共
催（一社）セレッソ大阪スポーツクラブ）が長居公園で開催する「オオサカオクトーバーフェスト2017」
（5月19日（金）～6月4日（日））では、開催初日の5月19日（金）17時30分より会場内特設ステージに
てオープニングセレモニーを実施します。セレモニーでは、本場ドイツミュンヘンのオクトーバーフェス
トでの演奏経験がある鈴木啓之氏が率いる人気の楽団「エーデルワイスカペレwithマリア」の演奏による
乾杯の歌「Ein Prosit（アイン プロージット）」にのせて、ご来場の皆様と一緒にドイツ式の乾杯を行い
「オオサカオクトーバーフェスト2017」の開催を盛大にお祝いします。会場には当イベントにゆかりのあ
るキャラクターたちも登場し、ご来場のお客様と握手や記念撮影などを行います。
また、同日19時頃には先着500名様限定で参加できるハズレなし大抽選会の結果を発表！豪華賞品には

セレッソ大阪観戦ペアチケットやサイン入りグッズ、ドイツビール、オオサカオクトーバーフェストオリ
ジナルマフラータオルなどを予定。ビールが美味しい季節！緑あふれる長居公園で青空の下、みんなで乾
杯しよう！！Prost！！

■期間
平成29年5月19日（金）～6月4日（日）の17日間
平日15時～21時、土日11時～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：地下鉄御堂筋線「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

■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～

5月19日（金）17：30～
オープニングセレモニー開催！！

【オオサカオクトーバーフェスト2017開催概要】

※オオサカオクトーバーフェスト初登場！！『エーデルワイスカペレwithマリア』

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29年5月17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(株)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（高橋・松山）
ＴＥＬ：06-6944-6493

記者配布資料



★イベント情報

出店ブランドのご紹介

今年は8つのビールブースが登場！20種類以上の銘柄、全60種類以上のビールが勢揃いします。

本場ミュンヘンのオクトーバーフェストでも飲まれているビールをはじめ、女性に人気のビアカクテル、

ワインなどバラエティ豊かなので、どのお客様にもお好みのひとつを見つけていただけるはずです！

ミュンヘン６大ブルワリー

の一つ。麦芽１００％の

芳醇な香りとまろやかな

コクが味わえる。

《レーベンブロイ》 《ケーニッヒ・

ルードヴィッヒ》

蔵で直接、樽から味わう

ような無濾過ビール。

芳醇な酵母と刺激的な

ホップの香りが特徴。

「ケーニッヒ・ルードヴィッヒ ツヴィッケル」「レーベンブロイ」

《ラングブロイ》

「ラングブロイ

ブルクグラーフドゥンケルビア」

ビターな口当たりとロースト

モルトの洗練された味わい。

唯一無二のジャーマンドゥン

ケルビア。

口当たりはまさにリンゴ風味

でフルーティー。飲み応えの

あるヴァイスビアで苦味が少

なく女性からも人気！

《アルコブロイ》

「アルコブロイ ヴァイスビア」

チェリーをベースに18ヶ月

熟成させた後、フレッシュ

ジュースをブレンド。甘く

はじける新鮮さときめ細やか

な泡立ちが特徴。

《リーフマンス》

「リーフマンス・オン・ザ・ロック」

コクありキレあり！心地よいア

ロマと細やかな泡が自慢の逸品。

苦みが少なくあまりビールを飲

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」

濃厚でクリーミーな泡立ち。

シルクの光沢の様に輝きく

ヴァイスビア。柑橘系の風味の

中に、繊細な泡とわずかな酸味

を感じ、バナナやはちみつの様

な軽い甘味が舌の上でとろけます。

《ハッカープショール》

「ハッカープショール ヘフェヴァイス」

昨年大人気だったヴァルシュタイナーオリジナルの

ブーツ型ジョッキが今年も登場。容量は驚きの２リッ

トル。ドイツ人気分で飲み干して下さい。（ヴァル

シュタイナー各タイプのビールに対応）※数量限定

《ヴァルシュタイナー》

「ヴァルシュタイナー ブーツグラス」

ビールブランド紹介（※一部のみ掲載）

その他、詳細は公式ホームページ http://www.gnavi.co.jp/prt/osaka/oktoberfest/ をご覧下さいませ。

http://www.gnavi.co.jp/prt/osaka/oktoberfest/


オープニングセレモニー

■日時 平成29年5月19日（金）17時30分～18時00分

■スケジュール（予定）

◇17時15分 プレスご関係者様/受付開始

◇17時30分 キャラクターステージ

◇17時40分 オープニングセレモニー

・登壇者紹介

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会委員長 小嶋 淳司

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会副委員長 亀岡 育男

一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ 長居公園施設事業本部長 堤 道明

セレッソ大阪 元日本代表 現セレッソ大阪スクールマスター 勝矢 寿延

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 経済担当上級専門官 ヨハネス･シュヴァイツァー

・挨拶 収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会委員長 小嶋 淳司

◇17時50分 ご来場のお客様との乾杯 演奏：楽団「エーデルワイス with マリア」

◇18時00分 オープニングセレモニー終了、楽団ステージ演奏開始

★イベント情報

セレッソ大阪
「マダム・ロビーナ」

長居植物園
「しょくぽん」

大阪市交通局
「にゃんばろう」

東住吉区
「なっぴー」

住吉区
「すみちゃん」

新企画① オープニング大抽選会

開催初日の5/19（金）先着500名様限定で参加できるハズレなしの

大抽選会を実施！豪華賞品にはセレッソ大阪観戦ペアチケットやサイン入り

グッズ、ドイツビール、オオサカオクトーバーフェストオリジナルマフラー

タオルなどを予定。抽選結果は同日19時頃、最終ステージ開始前に発表！

＜イベントカレンダー＞
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★イベント情報

新企画② ビールでつながるさわやか街コン！

オオサカオクトーバーフェスト初の街コン企画 を開催！

大好評につき、応募期間を延長！たくさんのご応募をいただいてるため、

定員枠を増加して皆様のご参加をお待ちしております！

恋のアルコール度100％！『ビール大好き！』『楽しい事大好き！』な20歳以上の男女を大募集！！

<開催日>5月21日（日）12：00～

※申込、その他詳細はコチラ→ http://www.will-gocon.net/machicon/okcon/

新企画③ セレッソデー

「オオサカオクトーバーフェスト2017」開催期間中にセレッソ大阪の試合がある日はセレッソデー！

＜対象日＞5/20（土） vs 大宮アルディージャ @ NACK５スタジアム大宮 5/24（水）vs ヴィッセル神戸@ キンチョウスタジアム

5/28（日）vs ヴィッセル神戸@ ノエビアスタジアム 6/3（土） vs FC琉球@ キンチョウスタジアム

6/4（日）vs アルビレックス新潟@ キンチョウスタジアム

●セレッソ大阪のユニフォームを着て来場すると入場料が無料！

●セレッソ大阪の応援グッズ持参で各日先着100名様にセレッソ大阪コラボ

オリジナル缶バッチをプレゼント！（デザインは各試合日により異なります）

●5/24（水）は22時まで営業延長！！

ホームゲーム観戦後はオオサカオクトーバーフェストで盛り上がろう！！

●5/20（土）、28（日）はＤＡＺＮ（スポーツ専用のインターネット動画配信サービス）の配信で試合が

見られるモニターを設置！オオサカオクトーバーフェストの会場でセレッソ大阪を応援しよう！

新企画④ プレミアムフライデー

5/26（金）は15：00～18：00まで全員入場無料！少し早めに仕事を切り上げて、

普段味わえないプレミアムなビールで週末を楽しもう！

＜イメージ＞

新企画⑤ 土・日・月はOSAKA PiTaPa DAY！

入場時にOSAKA PiTaPaを提示すると100円クーポン券をプレゼント！

土日は2枚、月曜日はなんと3枚プレゼント！

クーポンを使ってお得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、1日1回限りとさせていただきます）

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


★イベント情報

新企画⑦ ドイツ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、入場無料！

ドイツの民族衣装を着て、お得にオクトーバーフェスト気分を満喫しよう！

新企画⑥ 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！女性限定エリア席が設けられる

ので気兼ねなく楽しめる他、各日先着希望者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！スッキリ爽快で果実由来の爽やかな

香りと心地よい酸味が女性に人気の『ハードシードル』、ぜひご賞味ください！

（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。）

新企画⑧ てぶらBBQコーナー

気持ち良い初夏の空の下、みんなでワイワイBBQ ！

食材もコンロもご用意、後片付けもスタッフが行うので手軽に気軽にBBQが楽しめます。

自分たちで焼いたお肉は格別！ドイツビールとの相性も抜群です！

※「特製BBQセット」1人前3,000円（税込）

※要予約（4名様～）※2時間制

※オオサカオクトーバーフェスト会場内で購入された以外の食材、

ドリンクのお持込は一切お断りしております。

※詳しくは06-6615-5680までご連絡ください。（平日10：00-17：00）

新企画⑨ キッズコーナー

アイスクリームやポップコーン、光る綿菓子などお子様に

人気のデザート・お菓子の販売やすべり台や輪投げなどで

遊べるコーナーが初登場！今年のオオサカオクトーバーフェストは

大人からお子様までお楽しみいただけます。ぜひご家族そろってご来場ください！

＜写真は3人前＞



新企画⑩ スタンプラリー

全員参加できるスタンプラリー！会場内インフォメーションにてスタンプカードをＧＥＴしよう！

1. 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）

2. スタンプ3つでオリジナルコースターセットをプレゼント

--- さらに ---

3. スタンプ8つでオオサカオクトーバーフェストオリジナルマフラータオル

（￥1,500相当）を1枚プレゼント！

★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♪

★イベント情報

地元ブランドを発信！住吉区・東住吉区ブース

散策や観光に便利な街歩きMAPの配布など、今まで知らなかった地元地域の魅力を発見できるブースが

登場！土日には地元で人気のスイーツなどの販売も予定。

「食の都・大阪グランプリ」受賞作品販売ブース

毎年大人気の「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））ブースが今年も登場！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）

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、セレッソ大阪ブースには

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

から大人の方まで楽しんでいただける企画を実施。

新企画⑪ アフターマップ

オオサカオクトーバーフェストの入場リストバンドを持参すると、

お得な特典がもらえるアフターマップ企画が登場！

オオサカオクトーバーフェストが閉場した後は、長居公園近くの

飲食店でまだまだ楽しく盛り上がろう！

詳しくはコチラ→http://pr.gnavi.co.jp/mb/osaka-oktoberfest/

×


