スルッとＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

２０１３年１０月１６日
スルッとＫＡＮＳＡＩ協議会
「スルッとKANSAI 沿線発掘！グルメラリー」の実施について
スルッと KANSAI では、2013 年秋のイベントとして、電車やバスに乗ってスルッと KANSAI
エリア内の参加店舗を巡る「沿線発掘！グルメラリー」を開催いたします。
このイベントは、スルッとKANSAIイベント実行委員会のおすすめする沿線飲食店舗をご
紹介し、お客様に対して、スルッとKANSAIエリアの魅力を改めて発信したいとの思いから
企画した回遊型イベントです。
詳細につきましては、駅ポスター、駅置きのチラシ、スルッとKANSAI 加盟社局の駅等で
配布の『Asobon! 11・12月号』、スルッとKANSAI 公式ホームページ
（http://www.surutto.com/）でご案内して参ります。
会社帰りに、休日に、皆様お誘いあわせのうえ、スルッとKANSAI 加盟の電車・バスをご
利用して是非、「沿線発掘！グルメラリー」参加店舗をお訪ねください。
また、本イベントの連動企画として、モバイル鉄道スタンプラリー「ekiSh（エキッシュ）」
によるデジタルスタンプラリーも同時開催されます。こちらも合わせてお楽しみください。

「スルッとKANSAI 沿線発掘！グルメラリー」（概要）
１．実施期間
２０１３年１０月２５日（金）～２０１３年１２月２５日（水）
（プレゼントの応募期間は１２月２７日（金）まで（消印有効））
２．内容
期間中、参加店舗にて対象の乗車券をご提示いただくと、特別メニューのご注文や、
割引などの特典が受けられます。駅・バス営業所等および参加店舗に設置されたチラシ
内応募はがきの押印欄に、店舗印を押していただき、アンケートに回答して応募いただ
くと、抽選で「グルメ」にちなんだ商品など素敵なプレゼントが当たります。（応募方
法は、店舗に設置された応募箱へのご投函または郵送となります。）
３．参加店舗
スルッとKANSAIイベント実行委員会おすすめの２４飲食店舗。 ※別紙参照
４．特典対象の乗車券
当日ご利用いただいたスルッと KANSAI 対応カード（「スルッと KANSAI」ロゴ入り磁気
カード、3day チケット、大阪周遊パス、神戸街めぐり 1day クーポンなど）
、PiTaPa カ
ード

５．プレゼント賞品
集めたスタンプの数によって、抽選で以下のプレゼントが当たります。
A 賞（スタンプ 5 個）…エスプレッソ＆コーヒーマシン、ザイグル（赤外線サーク
ルロースター）のどちらか 1 品 （計 5 名様）
B 賞（スタンプ 2 個）…グルメカタログ
(計 10 名様)
C 賞（スタンプ 1 個）…音波振動歯ブラシ ポケットドルツ、オーシャンプリンセス
ホワイトツナ（フレーク）9 缶セット のどちらか 1 品 (計
30 名様)
※さらに、W チャンス賞として、応募者全員の中から抽選で 30 名様にスルッと KANSAI
協議会または加盟交通機関のオリジナルグッズをプレゼントいたします。
※当選のお知らせは賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。（2014 年１
月中旬発送予定）
※賞品の内容は、変更となる場合があります。
※「グルメラリー」との連動企画となるモバイル鉄道スタンプラリー「ekiSh」とは、
参加・応募方法や特典・賞品等が異なりますので、ご注意ください。「ekiSh」詳
細については、下記をご参照ください。
６．お問い合わせ先
スルッとKANSAIイベント実行委員会
℡ 0120-968705（平日 10：00～17：00）※土日祝は除く
（グルメラリー実施期間中のみ）
以上

≪モバイル鉄道スタンプラリー「ekiSh（エキッシュ）」との連動企画≫
「沿線発掘！グルメラリー」実施期間中、対象店舗を訪れて「ekiSh」のホームページ
でチェックインすると、特製デジタルスタンプがもらえます！
また、制覇したスタンプの数によって、スルッとKANSAIマスターバッジもプレゼント
されます。
※「沿線発掘！グルメラリー」と参加・応募方法や特典・賞品等が異なりますので、
ご注意ください。
ekiSh に関するお問い合わせ先
株式会社オープンキューブ： support＠eki.sh
ekiSh ホームページ： http://eki.sh/

(別紙資料） 「スルッとKANSAI 沿線発掘！グルメラリー」店舗一覧
府県名

店舗名

所在地

最寄り駅
特典内容
近鉄・阪神：大阪難波駅、大阪市営地下鉄：なんば駅の各駅下車
すぐ
お食事ご注文のお客様におすすめの日本酒または焼酎一杯サービス (夜のみ）
南海：なんば駅の各駅下車徒歩約5分

大阪府

南地 とみ多

大阪府大阪市中央区難波2-1-9

大阪府

お好み焼き どんどん

大阪府堺市南区茶山台1-3-1 泉北パンジョ 4Fレストラン街

泉北高速：泉ケ丘駅下車すぐ

「まるとくセット」(ペア）2620円⇒2358円

大阪府

Dining-Kitchen宇久（うく）

大阪府高槻市城北町2-13-23

阪急：高槻市駅下車徒歩約2分

自家製鯖寿司（2貫）と本日の小鉢3種盛と潮汁のセット（合計1100円相当）を特別価格900円

大阪府

鯛将丸 守口本店

大阪府守口市寺内町2-1-6

京阪：守口市駅下車すぐ
大阪市営地下鉄：守口駅下車徒歩約5分

昼：特上にぎり定食（寿司10貫・天ぷら・小鉢2種・汁物）1,500円⇒1,300円、海鮮丼（あら汁付）790円⇒690円
夜：旬のお造り一品プレゼント
※入店時に対象カードを提示

大阪府

about a coffee

大阪府枚方市宮之阪1-9-32

京阪：宮之阪駅下車 徒歩約3分

ご飲食またはご購入の方にドリップバッグコーヒー1袋プレゼント

大阪府

お好み焼き・もんじゃ焼 古々路（こころ）

大阪府大阪市住吉区長峡町4-6-103

南海：住吉大社駅下車 徒歩約3分

当店オリジナル「ぷちもんじゃ」をサービス

大阪府

コンフォートダイニング ＠ease（アットイース） 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町18-24

近鉄：大阪上本町駅下車徒歩約3分、
大阪市営地下鉄：谷町九丁目駅下車徒歩約5分

お食事ご注文の方にドリンク1杯サービス
※他のサービス併用不可

大阪府

餃子 薫風（くんぷう）

大阪府堺市堺区中瓦町1-3-6

南海：堺東駅下車徒歩約5分

薫風餃子五味セット（５種類をお楽しみ下さい。） 725円⇒525円

大阪府

和風ダイニングバー Beering Bon

大阪市天王寺区生玉前町1-1

大阪市営地下鉄：谷町九丁目駅下車すぐ
近鉄：大阪上本町駅下車徒歩約5分

ドリンク（飲み放題メニューの中から）1杯プレゼント or ハッピーアワーのおつまみ1品プレゼント

兵庫県

中国酒家 同源

兵庫県神戸市灘区岩屋北町4-4-8

阪神：岩屋駅下車すぐ

お食事をご注文のお客様に、紹興酒をロックで一杯サービス
※夜のみ（昼不可） ※10月25日～11月24日まで

兵庫県

イタリア家庭料理 たかのつめ

兵庫県川西市多田桜木2-1-21 １B

能勢電鉄：多田駅下車すぐ

本日のプレートランチ1,200円⇒1,000円
本日のディナーメニュー/ペアセット(2名様用) 5,000円⇒4,600円
本日のディナーメニュー/お得なセット(4名様用) 6,500円～を4名様利用でおひとり様200円割引

兵庫県

とりかつめし 新在家

兵庫県神戸市灘区浜田町3-17 新在家高架下東館5号

阪神：新在家駅下車すぐ

選べるとりかつ丼（玉子とじ or ソース）並盛・ みそ汁（おかわり自由）・お漬物付 650円⇒500円

兵庫県

三田牛 飛苑

兵庫県神戸市兵庫区松原通1-1-69

神戸市営地下鉄：中央市場前駅下車徒歩約5分

おすすめメニューを１００円割引

兵庫県

てんしん

兵庫県明石市二見町東二見409-15

山陽：東二見駅下車すぐ

お1人様ご飲食1,000円につき、10％OFF（最大割引200円）

京都府

きっちんハウス つ村

京都府京都市伏見区三栖向町751-9

京阪：中書島駅下車徒歩約3分

もり合わせ料理（クリームコロッケ・唐揚・チキンカツ・魚の天ぷら・出し巻・魚フライ・ライス・みそ汁）
750円⇒650円

京都府

デマチヤナギバル RICORICO

京都府京都市左京区田中関田町22-75

京阪・叡山電車：出町柳駅下車徒歩約4分

これで貴方もスペイン人セット
エビとマッシュルームのアヒージョにパン、ドリンクがついて800円（1日20セット限定）

京都府

OGAWA COFFEE 京都駅店

京都市下京区東塩小路町
地下鉄京都駅コンコース中央1改札口北側

京都市営地下鉄：京都駅下車すぐ

フードメニューとドリンクまたはケーキとドリンクをご注文で合計金額から100円引き

京都府

夢二カフェ 五龍閣

京都府京都市東山区清水寺門前

京阪：清水五条駅下車徒歩約15分

800円以上のご飲食で、順正オリジナルきなこ入り京野彩カステラをプレゼント

京都府

炭焼ろばた ハヂメ

京都市中京区中之町565-23 ハレの日花遊小路 1F

阪急：河原町駅下車徒歩約3分、
京阪：祇園四条駅下車徒歩約5分、
京都市営地下鉄：四条駅下車徒歩約8分

ご飲食の方に、どて串盛り合わせをプレゼント

奈良県

TEN.TEN.CAFE

奈良県奈良市春日野町16夢風ひろば内

近鉄：近鉄奈良駅下車徒歩約13分

スウィーツ、フードメニューをご注文のお客様に１ドリンクサービス

奈良県

おしゃべりな亀

奈良県奈良市東向南町28-1

近鉄：近鉄奈良駅下車徒歩約2分

食事メニュー100円引き（レディースオムライスセットは除く）、パフェ各種50円引き

和歌山県

和 いたりあん からびな

和歌山県和歌山市和歌浦南1-4-10（和浦漁港内）

南海：和歌山市駅 より和歌山バス：新和歌浦停下車すぐ

ランチ時お食事のお客様に手作りわらびもち一皿サービス

和歌山県

三角亭

和歌山県橋本市古佐田1-6-8

南海：橋本駅下車すぐ

食事の後オレンジジュースまたはコーヒー（HOT)サービス

滋賀県

海鮮市場 摩季詩

滋賀県大津市長等2-1-19

京阪：浜大津駅下車徒歩約5分

海鮮丼をご注文のお客様に１品サービス（ブラックバスのフライ）

