
本場ドイツビールの祭典！

おかげさまで１０回目開催！！ 
１００万人目のお客様をお迎えいたします！ 

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会（構成：大阪商工会議所ほか）が開催する「本
場ドイツビールの祭典！オオサカオクトーバーフェスト」（共催：（一社）セレッソ大阪スポー
ツクラブ）は、おかげさまで今回で10回目を迎えます。

2011年の初開催以来、これまで多くのお客様にご来場いただき、来る5月19日（日）には累計
来場者数100万人突破を見込んでいます。記念すべき100万人目のお客様にはささやかながら同
実行委員会よりプレゼントをお贈りさせていただきます。また、ご来場いただく皆さまに感謝の
気持ちを込めまして、10th Anniversaryを彩るたくさんのイベント企画をご用意しております。

ビール、フードは『初登場』ブランドをはじめとするドイツ直輸入のスペシャリティビールを
50種類以上、またビールにぴったりな郷土料理などを多数ご用意。その他にもカクテルやワイン、
ノンアルコールドリンクやデザートなどビール好き以外のお客様にも十分お楽しみいただける充
実したラインナップです。

ステージ演奏には、今年も「エーデルワイスカペレ with マリア」の出演が決定。昨年、会場
のボルテージを最高まで上げてくれた、あの生演奏が今年も「オオサカオクトーバーフェスト」
に帰ってきます。

会場はOsaka Metro御堂筋線「長居駅」上がってすぐでアクセスも抜群。かわいいお花が会場
に彩りを添えてくれる、長居公園 噴水広場（南西口）でご来場の皆さまに非日常の時間・空間を
ご提供し、大阪・長居を盛り上げます！
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（乾杯）！

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）

令和元年5月14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 地域振興部（登坂・中村）
ＴＥＬ：06-6944-6323

記者配布資料



★イベント情報

【オオサカオクトーバーフェスト2019】

■期間 2019年5月17日（金）～6月2日（日）17日間
平日15：00～21：00、土日11：00～21：00（雨天決行）※最終入場20：30

■会場 長居公園 噴水広場（南西口）※昨年までの会場「自由広場」の手前です。
・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号出口上がってすぐ

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

★イベント概要
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★イベント情報

エーデルワイスカペレ with マリア

◇スケジュール（予定）平日3回、土日4回公演。
≪平日≫① 16：00～ ② 18：00～ ③ 19：30～
≪土日≫① 13：30～ ② 15：30～ ③ 17：30～ ④19：30～

◇楽団プロフィール
200年の歴史上外国人楽団の出演が許可されていないミュンヘンのオクトーバーフェストに、史上初めて日本人が
率いる楽団が公式に出演。エーデルワイスカペレはその楽団のリーダーを務めた鈴木啓之を中心に再結成された
日本で最もオクトーバーフェストに精通した楽団である。
ドイツではTVや新聞・雑誌などでたびたび取り上げられ、現地での知名度はますます高まっている。

歌あり、ヨーデルあり、珍しい民族楽器の演奏もありだが、
単に会場を盛り上げることに終始せず、その質の高い
アンサンブルは多くの音楽ファンの心も魅了している。

※都合により、スケジュールおよび出演者が変更する場合があります。

■ステージ展開

開催日時：全日

5/27、5/28
Vo.ハイディ

■日時 2019年5月17日（金）17時30分～18時00分

■スケジュール（予定）

◇17時00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 実行委員長 小嶋 淳司

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会 実行副委員長 亀岡 育男

大阪商工会議所 常務理事・事務局長 近藤 博宣

株式会社セレッソ大阪 代表取締役社長 森島 寛晃

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 実行委員長 小嶋 淳司

収穫祭・大阪オクトーバーフェスト実行委員会 実行副委員長 亀岡 育男

株式会社セレッソ大阪 代表取締役社長 森島 寛晃

◇17時50分 ご来場のお客様との乾杯（演奏：楽団「エーデルワイスカペレ 」）、写真撮影

◇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

セレッソ大阪
「マダム・ロビーナ」

長居植物園
「しょくぽん」

住吉区
「すみちゃん」

東住吉区
「なっぴー」



★イベント情報

■ハッピーアワー

開催日時：平日限定

◆各店舗でオススメのビール3種飲み比べセットを数量限定で販売。（平日15：00～18：00）

それぞれ違う製法で作られた3種類のビールがセットになっているお得なメニュー。

◆みんなでじゃんけん大会。優勝者には「セレッソ大阪観戦ペアチケット」などをプレゼント。

1stステージ、2ndステージの終了後、MCとのじゃんけん大会で最後まで勝ち抜いた強運の持ち主には
「セレッソ大阪観戦ペアチケット」などをプレゼント！

■レディースデー

開催日時：5月21日（火）、5月28日（火）

◆先着200名様にハードシードルをグラス1杯プレゼント。

毎週火曜日は「レディースデー」。20歳以上の女性、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。

■SNS投稿キャンペーン

◆「＃オオサカオクトーバーフェスト」で写真を投稿するとクーポン券をプレゼント。

各種SNS上で『＃オオサカオクトーバーフェスト』のタグ付けで投稿した会場の写真をインフォメーションで
提示すると会場内のビール・フード販売ブースで利用できる100円クーポンをプレゼント！

開催日時：全日

◆セレッソ大阪または対戦チームのユニフォーム着用で入場料無料。

セレッソ大阪の試合日は「セレッソデー」。
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通常200円の入場料が無料に！

◆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。

「セレッソデー」の各日、ユニフォーム着用や応援グッズを
お持ちの来場者先着100名様にオオサカオクトーバーフェストと
セレッソ大阪がコラボしたオリジナル缶バッチをプレゼント！
今年限定のデザイン全6種類。

開催日時：5/18（土）、5/19（日）、5/22（水）、5/25（土）、5/30（木）、6/1（土）

■セレッソデー

◆先着150名様にスペシャリティビールを1本プレゼント。

オープン15：00から入場ゲートでプレゼント！
※20歳以上の方、1人につき1本 ※種類は選べません。

◆じゃんけん大会の上位5名様に豪華賞品をプレゼント。

最終ステージが始まる前の19時頃、MCとのじゃんけん大会で勝利した5名様限定、
『セレッソ大阪』豪華賞品をプレゼント！普段なかなか手に入らない賞品をGETするチャンスです。

開催日時：5/17（金）初日

■オープニングプレゼント



★イベント情報

開催日時：全日

◆ クーポン利用で入場料が無料。

Otomo!アプリ内で「オオサカオクトーバーフェスト」の記事にあるクーポンを提示すると通常200円の入場料が
無料に！
※「今すぐ使う」ボタンを押した発行済みのクーポンは使用できません。
※クーポン1枚につき、1名様まで、1回のみ利用が可能です。

◆OSAKA PiTaPaを提示してスタンプを集めると入場無料券をプレゼント。

インフォメーションでOSAKA PiTaPa各種をご提示いただくとスタンプを押印。
スタンプを3つ集めると「オオサカオクトーバーフェストご招待券（200円相当）」をプレゼント！
※スタンプの押印は1日1回限りとします。※複数のスタンプカードの合算はできません。
※スタンプカードの台紙は会場で配布しているガイドマップに記載しています。

◆ OSAKA PiTaPaの提示で「ビールで乾杯！キャンペーン！！」のスタンプをプレゼント。

インフォメーションでOSAKA PiTaPa各種をご提示いただくと、「ビールで乾杯！（プロスト）キャンペーン！！」
のスタンプをその場で1つプレゼント！
スタンプを５つ集めるとオリジナルコースターセット、10個集めると10th Anniversary記念オリジナルラバーバン
ドがもらえる。今年しか手に入れることのできないグッズをGETしよう。

◆OSAKA PiTaPa JCBクレジットでご飲食券を購入すると、JCBポイントを通常の10倍プレゼント。

会場内のビール・フード販売ブースで利用できるご飲食券をOSAKA PiTaPa JCBカードでクレジットで決済された
お客様には、通常の10倍のJCBポイントをプレゼント！グループ来場や接待利用などに便利なご飲食券をOSAKA
PiTaPa決済限定でさらにお得にご利用いただけます。

◆土・日・月曜は「OSAKA PiTaPa DAY！」 OSAKA PiTaPaの提示でクーポン券をプレゼント。

土・日・月曜日は「OSAKA PiTaPa DAY！」。リストバンド購入時にOSAKA PiTaPaカード各種をご提示いただく
と会場内のビール・フード販売ブースで利用できる100円クーポンをプレゼント！
※カードをお持ちの本人に限り、土・日は2枚、月曜日は3枚プレゼント。

■Osaka Metroコラボ企画

開催日時：5/18（土）、19（日）、20（月）、25（土）、26（日）、27（月）、6/1（土）、2（日）

◆ドイツ民族衣装の「レーダーホーゼン」「ディアンドル」着用で通常200円の入場料が無料に！

開催日時：全日

■ドイツ民族衣装着用で入場料無料

◆オオサカオクトーバーフェスト街コン企画を実施。

オオサカオクトーバーフェストで恒例になりつつある街コン企画「オクコン」。
週末昼と平日夜でそれぞれ募集年齢を変えて開催。

◇5月19日（日）12：00～14：00 20代～30代の独身男女
◇5月29日（水）19：00～21：00 30代～40代の独身男女
◇「オクコンミニ」(オクコン開催日を除く、全日程。4～8名。）
※最小催行人数4名に満たない場合は開催なし。日によって募集年齢枠を変動。

開催日時：5月19日（日）12：00～14：00、5月29日（水）19：00～21：00

■オクコン



★イベント情報

■スタンプラリー

開催日時：全日

◆「ビールで乾杯！キャンペーン！！」でスタンプを集めるとオリジナルグッズをプレゼント。

ビールを1杯購入するとスタンプを1つ押印。スタンプを5個集めるとオリジナルコースターセットをプレゼント、
スタンプを10個集めるとオオサカオクトーバーフェスト10th Anniversary記念オリジナルラバーバンドをプレゼ
ント！
※同じ店での購入不可。
※インフォメーションでOSAKA PiTaPaを提示するとその場でスタンプを1個プレゼント。
※スタンプカードの台紙は会場で配布しているガイドマップに記載しています。
※複数のスタンプカードの合算はできません。

■アフターマップ

開催日時：全日

◆オオサカオクトーバーフェストで盛り上がった後もさらにお得に楽しもう。

×オオサカオクトーバーフェスト。
オオサカオクトーバーフェストの会場にある「アフターマップ」チラシを持参すると、会場周辺の飲食店で
「オオサカオクトーバーフェスト限定特典」が受けられる！
オオサカオクトーバーフェストが閉場した後もまだまだみんなで盛り上がろう。

■「食の都・大阪グランプリ」受賞作品販売ブース

開催日時：土日

◆週末限定でグランプリ受賞した美味しいグルメが登場！

「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）

◆各ビールブースのオリジナルレアグッズやドイツ関連グッズなどを豪華賞品GETしよう。

会場内にガチャガチャを背負った「がちゃぽんまん」が突如として登場！1回 300円でガチャガチャを回すと、
ビールハットやプレッツェルのほか、オオサカオクトーバーフェストオリジナルグッズなどがもれなく当たる！
会場で「がちゃぽんまん」を見つけてステキな景品をGETしよう！

開催日時：不定期

■ガチャポンマン



★イベント情報

■キッズコーナー

開催日時：全日

◆お子さまと一緒でも安心。ご家族連れでのご来場も大歓迎です。

みんなで遊べる遊具があるのでお子さまも飽きずに楽しめる！お父さんお母さんの目が届く会場内に設置されて
いるので安心して楽しめます。

■10th Anniversary記念グッズの販売

開催日時：全日

◆入場フリーパスにもなるオリジナルラバーバンドを限定販売。

インフォメーションで数量限定でオリジナルラバーバンドを販売。
各￥1,000（税込）
※着用中のリストバンドと引換で購入の場合は￥800（税込）
※ブルー：成人用
※グレー：未成年用

■ご飲食券の販売

開催日時：全日

◆ビジネスシーンやグループ利用にも便利！

会場内のビール・フード販売ブースで利用できるご飲食券を販売。
PiTaPa決済やクレジットでの購入も可能です。

※領収証の発行も可能。
※1枚（¥500）からご購入いただけます。
※現金との引換および釣銭はお返しできません。
※デポジットには使用できません。

sample

◆地元ブランドや観光スポットを発信！

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！
金土日には地元で人気のスイーツなどの販売も予定。

開催日時：全日

■住吉区・東住吉区ブース


