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                                                 スルッと KANSAI協議会 

 

 

スルッと KANSAI 大阪周遊パス（2018年度版）の発売について 

 

 

 

スルッと KANSAI 協議会では、大阪観光局と共同で、大阪市高速電気軌道（Osaka 

Metro）（現「大阪市交通局」）、京阪電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、南海電気鉄道、

近畿日本鉄道、大阪シティバス（現「大阪市交通局」）の大阪市内周辺のエリアの電車・

バスが 1 日乗り放題になり、かつ大阪城天守閣や梅田スカイビル 空中庭園展望台などの

人気施設に入場できる「スルッと KANSAI 大阪周遊パス」を、今年も 2018 年 4 月 1 日

（日）から発売いたします。 

大阪周遊パスは、大阪へ来られる方々に市内の観光や食事などを楽しみながら自由に周

遊していただくことを主な目的にしたもので、大阪市内周辺のエリアを中心とした上記交

通機関が 1日乗り放題になるほか、乗車券の表面にあるバーコードをバーコードリーダー

で読み取ることで、大阪市内やその周辺の 35 以上の施設にそのまま入場できる、大阪の

観光に大変便利でお得なチケットです。また、上記の施設以外にも 70 以上の飲食店や施

設等で様々な特典が受けられます。 

 

大阪周遊パスには、市内を中心としたエリアでご利用できる上記の「大阪エリア版」

（2,500 円）と、大阪市周辺からのご利用に便利な「拡大エリア版」（阪急、阪神、南海

関空、万博記念公園の各版 4 種類 2,900 円～3,200 円）をご用意しております。今年度

より、新たに北大阪急行電鉄、大阪モノレール（大阪高速鉄道）をエリアに加えた「万博

記念公園版」（2,950 円）を発売し、万博記念公園エリアの観光やショッピングもお楽し

みいただけます。 

さらに、外国人ビジターの方々にも、わかりやすくご利用いただけるよう、英語・中

国語［繁体字・簡体字］・韓国語のガイドブックも作成し、海外に向けても販売いたしま

す。 

 

 

 

※資料提供先：青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ 

 

 

 

 



■大阪周遊パス（大阪エリア版）2018年度版　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（大阪エリア版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，５００円（大人のみ）  

有効区間 Osaka Metro 全線

大阪シティバス 全路線（IKEA鶴浜行バス及びﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ®行バスを除く）

阪急電鉄 梅田～神崎川・三国・相川、下新庄～天神橋筋六丁目

近畿日本鉄道 大阪難波～今里、大阪阿部野橋～矢田

京阪電気鉄道 淀屋橋～千林、中之島～天満橋

阪神電気鉄道 梅田～尼崎、大阪難波～尼崎

南海電気鉄道 難波～堺、汐見橋～中百舌鳥

発売場所 Osaka Metro

阪急電鉄

近畿日本鉄道

京阪電気鉄道 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋の各駅

阪神電気鉄道

南海電気鉄道

施設

入場対象施設 別紙①ご参照

特典対象施設 別紙②ご参照

見本：大阪周遊パス（大阪エリア版）

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）

全駅長室、駅構内定期券発売所、Subway　Information　Counter

大阪観光案内所、難波観光案内所、その他施設、ホテル等

梅田、十三、淡路駅の各ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田

大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、今里、大阪阿部野橋、河堀口、北田辺、今川、矢田の各駅

難波～堺及び汐見橋～中百舌鳥の各駅（係員無配置駅等一部の駅を除く）

２０１８年４月１日（日）～２０１９年４月３０日（火）までのお好きな１日

梅田～尼崎及び桜川～出来島の各駅（係員不在時を除く）



■大阪周遊パス（阪急拡大版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（阪急拡大版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，９００円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

■大阪周遊パス（阪神拡大版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（阪神拡大版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，９００円（大人のみ）　

有効区間 大阪エリア＋全線（神戸高速線を除く）

発売場所

入場対象施設

特典対象施設 別紙②ご参照

■大阪周遊パス（南海関空版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（南海関空版）

発売期間

有効期間

発売額 ３，２００円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

■大阪周遊パス（万博記念公園版）　概要

名称 スルッとＫＡＮＳＡＩ　大阪周遊パス（万博記念公園版）

発売期間

有効期間

発売額 ２，９５０円（大人のみ）　

有効区間

発売場所

入場対象施設

特典対象施設

大阪エリア＋堺～孝子、中百舌鳥～天見、高師浜線、空港線、多奈川線

別紙②ご参照

梅田・尼崎の各駅長室、出屋敷～元町の各駅（係員不在時を除く）、阪神電車サービスセンター（神戸三宮）

関西空港駅

別紙①ご参照

２０１８年４月１日（日）～２０１９年４月３０日（火）までのお好きな１日

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）

２０１８年４月１日（日）～２０１９年４月３０日（火）までのお好きな１日

別紙②ご参照

大阪エリア＋神戸線（神戸高速線を除く）、伊丹線、今津線、甲陽線、宝塚線、箕面線、
京都線の梅田～水無瀬、千里線

別紙①ご参照

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）

別紙①ご参照

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）

２０１８年４月１日（日）～２０１９年４月３０日（火）までのお好きな１日

梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、神戸三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、
北千里の各ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）

２０１８年４月１日（日）～２０１９年４月３０日（火）までのお好きな１日

大阪エリア＋江坂～千里中央（北大阪急行）、千里中央～万博記念公園（大阪モノレール）

大阪モノレール：万博記念公園
北大阪急行：千里中央
大阪観光案内所、難波観光案内所、関西ツーリストインフォメーションセンター（関西空港）

別紙①ご参照

別紙②ご参照



別紙①

1 継続
道頓堀ZAZA
(お笑いライブのみ)

23 継続 レゴランド®・ディスカバリー・センター大阪

2 継続 上方浮世絵館 24 継続 帆船型観光船サンタマリア デイクルーズ

3 継続 JAPAN NIGHT WALK TOUR 25 継続
帆船型観光船サンタマリア トワイライトクルーズ
(2018年4月下旬～10月28日の土･日･祝)

4 継続
とんぼりRiver JAZZ Boat
(各便 先着5名)

26 継続 さきしまコスモタワー展望台

5 継続 とんぼりリバークルーズ 27 継続
キャプテンライン
(往復利用可)

6 継続 中之島リバークルーズ 28 継続 天然露天温泉スパスミノエ

7 継続
梅田スカイビル空中庭園展望台
(2018年7月2日以降は18:00まで)

29 継続
通天閣
(無料入場は平日のみ)

8 継続 HEP FIVE観覧車 30 継続
四天王寺
(中心伽藍・本坊庭園)

9 継続
大阪市立科学館
(プラネタリウムは別料金)

31 継続 天王寺動物園

10 継続
大阪くらしの今昔館
(住まいのミュージアム)

32 継続 慶沢園

11 継続 天然温泉 なにわの湯 33 継続 大阪市立長居植物園

12 継続
大川さくらクルーズ
(2018年4月1日～4月15日)

34 継続
大阪市立自然史博物館
(常設展のみ)

13 継続
大阪水上バス天満橋ベストビュークルーズ
(2018年5月1日～11月30日)

35 新規
PIRATES OF OSAKA
(片道のみ利用可)

14 継続 大阪城天守閣 36 新規 絹谷幸二天空美術館

15 継続 大阪城御座船 37 新規
アクアmini大阪城クルーズ
(2018年5月1日～11月30日)

16 継続 大阪城西の丸庭園 38 新規
お祭クルーズ
(2018年7月4日～8月31日)

17 継続
重要文化財 大阪城の櫓
(2018年4月1日～11月25日の土･日･祝)

39 新規 OSAKA WONDER CRUISE

18 継続 大阪企業家ミュージアム 40 新規 GLION MUSEUM

19 継続
大阪歴史博物館
(常設展のみ)

41 新規
堺市立町家歴史館 清学院
※2日券では別途交通費が必要

20 継続
ピースおおさか
(大阪国際平和ｾﾝﾀｰ)

42 新規
堺市立町家歴史館 山口家住宅
※2日券では別途交通費が必要

21 継続 咲くやこの花館 43 新規
さかい利晶の杜
※2日券では別途交通費が必要

22 継続 天保山大観覧車 44 新規
堺市博物館
※2日券では別途交通費が必要

45 新規 万博記念公園（自然文化園・日本庭園） 46 新規
レッドホース オオサカホイール
（大観覧車）

大阪周遊パス2018　参画施設

無料利用できる施設（タイプＡ施設）

万博記念公園版のみで利用できる施設（タイプＡ）



1 継続 大阪市立東洋陶磁美術館

2 継続 大阪水上バスアクアライナー

3 継続 大阪市立美術館

4 新規 国立国際美術館

1 継続 大阪市立東洋陶磁美術館

2 継続 国立国際美術館

3 継続 大阪水上バスアクアライナー

4 継続 通天閣 特別展望台天望パラダイス

5 継続 大阪市立美術館

6 継続 大阪市立自然史博物館

7 新規 さかい利晶の杜

8 継続 なんばグランド花月

9 継続 落語家と行くなにわ探検クルーズ

10 継続
大阪市内定期観光バス
OSAKA SKY VISTA

11 継続
ラウンドワン
梅田店・北心斎橋店・千日前店

12 継続 大衆演劇羅い舞座 京橋劇場

13 継続 山本能楽堂

14 継続 海遊館

15 継続 スパワールド 世界の大温泉

16 継続 あべのハルカス美術館

17 継続 ハルカス300（展望台）

18 新規 堺伝統産業会館

19 新規
堺市立文化館
堺アルフォンス・ミュシャ館

20 新規 よしもと西梅田劇場

21 新規 道頓堀ZAZA Gotta

22 新規
ドン・キホーテ道頓堀店
観覧車「えびすタワー」

23 新規 キッズプラザ大阪

24 新規 マグスミノエ

25 新規
セガ あべのキューズモール
SEGA VR AREA ABENO

26 新規 NIFREL（ニフレル）

27 新規 オービィ大阪

期間限定で利用できる施設（タイプＡ＆Ｂ施設）

無料入場(7月28日～8月19日平常展、12月8日～2月11日企画展)

12～2月限定 大阪城･中之島めぐり周遊ｺｰｽまたは区間ｺｰｽのみ

無料入場はコレクション展のみ

無料入場はコレクション展のみ

割引・特典が受けられる施設（タイプＢ施設）

特別展開催時(2018年4月7日～7月16日、9月1日～11月25日)は入場料金を1人
から団体料金に割引

特別展・企画展の入場料金を1人から団体割引に割引

2018年4月16日～11月30日、2019年3月1日～27日の間、周遊コースを1,000
円、区間ｺｰｽを600円に

入場料金 300円OFF (別途通天閣入場料必要)

特別展(2018年4月17日～6月10日、7月6日～18日ほか)の入場料金を1人から団
体料金に割引

特別展「きのこ！キノコ！木の子！(仮称)」(2018年7月21日～10月21日(予
定)　当日の入場料金を100円OFF)

茶の湯体験(立礼呈茶)を2割引き

本公演の当日券500円OFF
※土日祝の午後公演、特別興行期間不可

2018年4月9日～2019年3月22日 大人500円OFF

大人200円OFF、小人100円OFF (当日大阪駅JR高速バスターミナルチケットセ
ンター販売窓口での現金支払時のみ)

各施設の受付時に最新ラウンドワンオリジナルプリクラ機Rism専用コイン1枚
プレゼント

観劇料300円OFF 別途、貸し座布団代100円要

主催公演入場で「山本能楽堂×graf」オリジナル手ぬぐい(1,000円)プレゼン
ト

大人1人に限り入館料100円OFF
(チケット販売窓口での現金支払時のみ)

通常期間大人200円OFF,小人100円OFF、1,000円キャンペーン期間大人・小人
100円OFF　特別期間大人3,000円→2,000円、小人1,700円→1,000円

特別展を1人から団体料金に割引

入場料金を1人から団体料金に割引

カード乗車券提示と2,000円以上お買い上げで粗品贈呈

入館料2割引

本公演の当日券300円OFF
※特別興行期間不可

10％OFF

入館料20％OFF

100円OFF(平日のみ)

入館料10％OFF(カード1枚につき本人含む5名まで)

ボウリングを1ゲーム料金で2ゲーム利用、カラオケ・ビリヤード・卓球・
ダーツは利用料金20％OFF(ご利用1時間以上に限る)

VR 1PLAY 200円OFF

万博記念公園版のみで割引・特典が受けられる施設（タイプＢ施設）

大人1人に限り入館料100円OFF



別紙②

1 ミナミ 継続 ハードロックカフェ大阪 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町3-6-14イトウビル1F

2 ミナミ 継続 和爽美 541-0055 大阪府大阪市中央区船場中央4-1-10

3 ミナミ 継続 Kimono Tea Ceremony MAIKOYA 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町5-11MDビル

4 ミナミ 継続 心斎橋 法善寺あられ 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-6-16

5 ミナミ 継続 なにわ味贔屓屋 心斎橋店 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-3-29ミヤプラザ心斎橋2F

6 ミナミ 継続 黒毛和牛焼肉 一 心斎橋店 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-31

7 ミナミ 継続 ｴｸﾁｭｱ からほり｢蔵｣本店 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6-17-43「錬」内

8 ミナミ 継続 うまいもん酒場えこひいき 難波店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-7-7近畿建物なんばビル1F

9 ミナミ 継続 なにわ味贔屓屋 難波本店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-7-14

10 ミナミ 継続 お好み焼き 鶴橋風月 なんば御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-2-3御堂筋ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙB1F

11 ミナミ 継続 黒毛和牛焼肉 一 東心斎橋店 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-11

12 ミナミ 継続 心斎橋ミツヤ 心斎橋本店 542-0071 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-21

13 ミナミ 継続 焼きたてﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ専門店 PABLO(ﾊﾟﾌﾞﾛ)道頓堀店 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-15

14 ミナミ 継続 お好み焼き 鶴橋風月 道頓堀戎橋店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-9-1ベルスードビル3F

15 ミナミ 継続 なにわ名物 いちびり庵 本店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-7-2

16 ミナミ 継続 日本一の串かつ 横綱 法善寺店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-6-22

17 ミナミ 継続 なにわ名物 いちびり庵 道頓堀店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-21中座くいだおれビル1F

18 ミナミ 継続 がんこ法善寺店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-2-2

19 ミナミ 継続 大起水産回転寿司 道頓堀店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-24四海樓道頓堀ビル1F

20 ミナミ 継続 廻転寿司CHOJIRO 法善寺店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1-2-10

21 ミナミ 継続 心斎橋ミツヤ なんばウォーク店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波1丁目なんばウォーク3-3

22 ミナミ 継続 大阪ぼてぢゅう本店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3丁目7-20 

23 ミナミ 継続 おみやげ処 いちびり庵 なんば店 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前2-11-10

24 ミナミ 継続 なんばウォーク 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前2-1-15

25 ミナミ 継続 とんかつKYK なんなんタウン店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1なんなんタウン7号

26 ミナミ 継続 とんかつKYK なんばCITY店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60なんばCITY B1F

27 ミナミ 継続 深廣 542-0076 大阪府大阪市中央区日本橋1-22-23黒門市場中央

28 キタ 継続 鶴橋焼肉 白雲台 グランフロント大阪店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪南館7F

29 キタ 継続 梅仙堂 530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-1-3

30 キタ 継続 とんかつKYK 阪急三番街店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3阪急三番街B2F  

31 キタ 継続 焼きたてﾁｰｽﾞﾀﾙﾄ専門店 PABLO(ﾊﾟﾌﾞﾛ)梅田HEP FIVE店 530-0017 大阪市北区角田町5-15

32 キタ 継続 とんかつKYK 阪急グランドビル店 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47阪急グランドビル28F

33 キタ 継続 粋花 KYK 大阪ステーションシティ店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大阪ステーションシティサウスゲートビル16F

34 キタ 継続 ホワイティうめだ 542-0074 大阪府大阪市北区小松原梅田地下街

35 キタ 継続 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-7

36 キタ 継続 日本食レストラン 祭 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野3-27-17

37 キタ 継続 M・K JOYFUL ROOM 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町14-33OMビル206号
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38 大阪城 継続 とんかつKYK 京阪京橋店 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38京阪モール新館5F

39 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 お好み焼き 鶴橋風月 天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10天保山マーケットプレイス3Ｆ

40 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 がんこ天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10天保山マーケットプレイス3F

41 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 ハードロックカフェ ユニバーサルシティウォーク大阪 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61ユニバーサル・シティ・ウォーク大阪3・4F

42 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 とんかつ ながた園 コスモタワー店 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎(コスモタワー)1F

43 ﾍﾞｲｴﾘｱ 継続 レストランワールドビュッフェ 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16WTCｺｽﾓﾀﾜｰ48F

44 天王寺 継続 通天閣記念写真サービス 556-0022 大阪府大阪市浪速区恵美須東1-18-6

45 天王寺 継続 日本一の串かつ 横綱 本店 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-4-11

46 天王寺 継続 串かつ・お好み焼き専門店 初代ヱビス 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-5-2

47 天王寺 継続 お好み焼き 鶴橋風月 新世界店 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-1-17

48 天王寺 継続 串かつ・たこやき 味の大丸 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東3-1-15

49 天王寺 継続 心斎橋ミツヤ アベノ店 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街6号

50 天王寺 継続 とんかつKYK アベノ地下街店 543-0056 大阪府大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街3号

51 天王寺 継続 粋花 KYK てんのうじミオ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10－48天王寺ミオプラザ館4F

52 天王寺 継続 お好み焼き 鶴橋風月 阿倍野ごちそうビル店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-61あべの新宿ごちそうビル3F

53 天王寺 継続 とんかつKYK あべのキューズモール店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿部野橋筋1-6-1キューズモール4F

54 天王寺 継続 お好み焼き 鶴橋風月 阿倍野橋店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37東陽ビル1F

55 天王寺 継続 粋花 KYK あべのハルカスダイニング店 545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿部野橋筋1-1-43あべのハルカス近鉄本館あべのハルカスダイニング
12F

56 ミナミ 新規 焼きたてチーズタルト専門店 PABLO COFFEE心斎橋オーパきれい館店 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-9-2心斎橋オーパきれい館1F

57 ミナミ 新規 DOTON PLAZA大阪 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-15-10DOTON PLAZA大阪

58 ミナミ 新規 DOTON PLAZA大阪 YOUTOUR 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-15-10DOTON PLAZA大阪1F

59 ミナミ 新規 DOTON PLAZA大阪 レンタル着物マイン 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-15-10DOTON PLAZA大阪2F

60 ミナミ 新規 江戸川 なんばウォーク店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-1-14なんばウォーク

61 キタ 新規 江戸川 阪急三番街店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3阪急三番街南館B2

62 キタ 新規 日本一の串かつ 横綱 東通り店 530-0018 大阪府大阪市北区小松原町1-16新秀貸ビル

63 キタ 新規 中国料理ロドス 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大阪ステーションシティサウスゲートビル16F

64 キタ 新規 日本一の串かつ 横綱 お初天神店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-14-13

65 キタ 新規 のぶちゃん お初天神店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-10-14

66 キタ 新規 亀多寿司本店/海仙亀多 530-0057 大阪府大阪市北区曾根崎2-5−25

67 キタ 新規 鉄板居酒屋 居心伝 天六店 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋7-6-18天六カナエビル2号館1Ｆ

68 大阪城 新規 JO-TERRACE OSAKAオフィシャルショップ 540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-1大阪城公園内

69 ﾍﾞｲｴﾘｱ 新規 串かつ食べ放題 串まる 天保山店 552-0022 大阪府大阪市港区海岸通1-1-10天保山マーケットプレース3F

70 西九条 新規 HOSTEL JIN 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2-4-19

71 天王寺 新規 ジャンボ釣船 つり吉 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-3-14

72 天王寺 新規 串かつ バイキング 大統領 556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-1-20

73 万博 新規 EXPOCITY 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1

74 万博 新規 Blu SPAZIO 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3番3号市立吹田サッカースタジアム2階

万博記念公園版のみで利用できる店舗


