


総勢12台のキッチンカーがOBP&大阪城港周辺にやってきます！
本格ピッツァから黒毛和牛のミンチカツまでバラエティ豊か！
あれこれ見ながら色んな味を楽しもう！

大阪生まれの「粉もん」いか焼！ 
玉子とソースの相性がバツグン
です。

［センベロ時間］17：00～22：00

06-6966-2068

玉子入りいか焼

TASTE OF OSAKA お好み焼・もんじゃ焼

ぼて茶屋
43

とんこつアッサリの極細麺のラー
メンと、キリッと冷えたビールの組
み合わせは最高です。

［センベロ時間］17：00～22：00

06-6966-0507

表慶次＋ドリンク

ラーメン

麺匠慶次
44

キューリの甘酢、チャーシュー、蒸
し鶏の冷菜三種。さっぱりした風
味でビールとの相性は抜群です。

［センベロ時間］17：00～21：30

06-6945-1828

冷菜三種盛り合せ＋生小2杯

本格中華料理

梅蘭 京橋店
45

［センベロ時間］15：00～19：00

06-4794-9205

JAPANESE DINING

和民 京橋OBPツイン21店
37

プロント名物の「イモリコ」と生
ビールのセットです。食べ歩きにも
最適です。

［センベロ時間］18：00～22：00

06-4794-2022

イモリコ＋プレミアムモルツのセット

ベーカリーカフェ＆ダイニングバー

PRONTO OBP店
38

ヘルシーな手羽唐にドリンク2杯
で1,000円ポッキリ！

［センベロ時間］17：00～21：30

06-6941-6666

手羽唐（Sサイズ）＋ドリンク2杯

糖質OFF食堂

医食同源研究所
39

今が旬の「はも」と一緒に、ビール
と焼酎をいかがですか？

［センベロ時間］17：00～21：15

06-6947-5070

はも天ぷら

海鮮居酒屋

芦刈
40

本日入荷した新鮮な魚とゆでたて
の枝豆にドリンク2杯がついたお
得なセットです！

［センベロ時間］17：00～21：30

06-6947-5559

さしみ4種盛と枝豆

寿司・海鮮 料理店酒屋

喜酔
41

料理の糖質を5g以下に抑えた健康・
痩身メニューです。蒸鶏・白麻婆・カニ
玉の3種類のセットメニューをご用意。

［センベロ時間］17：00～21：30

06-6945-2622

糖質OFF！ロカボなほろ酔いセット

ちゃいに～ず

香港食卓（ホンコンテーブル）
42

［センベロ時間］17：00～21：00

唐辛子を漬けた香辛料と
通常の約10倍の辛さの
ラー油を入れた激辛担々
麺！旨辛な味をぜひ！

彩雲オリジナル
旨辛坦々麺

彩雲オリジナル
季節の前菜盛合せ
お酒がすすむ厳選4種を
盛合せでお届けします！
ちょっとつまみたい方に
お薦め！

ホテル伝統の技で
丁寧に焼いたスペア
リブに、後ひく辛さ
の特製フレークをか
けました。泡に合う
総料理長考案の逸
品です！！

やみつきスペアリブ

京橋酒場の朝引き豚を是非ご賞
味ください！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6360-9191

焼きとんセット

焼きとん専門店

京橋酒場
9

全てのドリンクOK!

濃厚なウニのムースとお酒に合う
揚げパン♡リピート率の高い料理
を2品用意しました！

［センベロ時間］17：00～23：00
※日曜定休日
06-6351-3885

ウニのクレマと青のりの入った揚げパン

イタリアンバル

溺れる肴
23

2杯目はビール以外の
ドリンク全てOK

ホテルモントレ ラ・スール 大阪46

06-6944-7476
［センベロ時間］17：00～21：00

ホテルニューオータニ大阪47

06-6941-1111（代表）

特設販売ブースにてホテル2F中国料理「彩雲」 店内にて

外はパリ！ 中はジューシー！ な和
民のこだわり肉餃子です。

自慢の肉餃子

14種類のスパイス・野菜・フルー
ツで、一晩以上漬け込んだジャー
クチキンは最高です。

［センベロ時間］17：00～21：00

ジャークチキン＆ハーフポテト

ジャマイカ料理

Sungrill
33

ビールによく合う黒毛和牛のミン
チカツです。
※ビールは小サイズです

［センベロ時間］17：00～21：00

和牛ミンチカツ（ハーフサイズ）

和牛ミンチカツ

イル・レ・ラッツァ
34

パリッと揚げた肉汁たっぷり
ジューシーな餃子。ビールで決
まり！

［センベロ時間］17：00～21：00

山盛り揚げギョウザ

台湾ラーメン

椿食堂
35

一般的なやきそば用の麺と違って
食べたら必ずヤミツキになってし
まいます！（水上バスのりばでどうぞ！）

［センベロ時間］17：00～21：00

富士宮焼きそば

富士宮やきそば

MMP
36

薪窯で焼くピッツァはお酒との相
性がバッチリ！オリジナルドリンク
のイタリアンソーダとご一緒に。

［センベロ時間］17：00～21：00

マルゲリータ

ナポリピッツァ

T'S-STYLE
25

グリルしたソーセージに、ケチャッ
プとスパイシーなカレーソースを
トッピング！

［センベロ時間］17：00～21：00

ソーセージ盛（カリーブルスト）

ソーセージ&ポテト

PEACE cafe
28

国民的なごちそうの一品、とびき
りのからあげをどうぞ！

［センベロ時間］17：00～21：00

大分からあげ

大分からあげ

TOKIWA
26

アサヒ生ビールと一緒に3種類か
ら選んでいただくフランクフルトを
どうぞ。

［センベロ時間］17：00～21：00

フランクフルト

COFFEE & TACOS

OCEAN SIDE
27

鶴橋にオープンしたばかりのお
店。その日の新鮮なホルモンだけ
を調理しました。

［センベロ時間］17：00～21：00

とんちゃん焼き

豚ホルモン

とんちゃん
29

厳選された特選牛のサイコロス
テーキと、赤ワインのコラボレー
ションは最高ですよ。

［センベロ時間］17：00～21：00

サイコロステーキ

飛騨牛専門店

こいけ
30

女性だけのお客様でも入りやす
い、大箱のレストランです。

［センベロ時間］17：00～22：30

06-6242-8065

パルマ産生ハム&ハートランド2枚

イタリアン

GARB DRESSING
20

毎日入荷する、こだわりの天然鮮
魚と看板商品の本マグロ入り5種
盛り合わせです！

［センベロ時間］17：00～23：00
※日曜定休日
06-6351-1721

天然お造り5種盛り合わせ

海鮮料理

海鮮おどりや市場
21

熊本県よりこだわりのソーセージ
9種類を当店だけの特別サイズで
ご提供いたします。

［センベロ時間］17：00～23：00

06-4801-8228

お好きなソーセージ1本

地下酒場

ボンズカフェ
22

お酒によく合うフライドマッシュポ
テト。ペッパー風味でどうぞ☆

［センベロ時間］10：00～20：00

06-7164-5892

ポムポムズ

カフェ

13Diner
24

ソース、しょうゆ、ポンズのうちお
好きな味をお選びください。

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6357-0155

ふわとろたこ焼き

たこ焼き居酒屋

さすけ
19

ヘルシー&オシャレに旬の野菜を楽
しめる一品です。ぜひ特別にご用意
した、大吟醸か白ワインでどうぞ。

［センベロ時間］19：00～3：00

06-6940-0601

彩り野菜のオーブン焼

Island Bar & Caffe

Ciao
15

ビール以外のドリンクOK
カクテルも作ります！

全てのドリンクOK！

夏限定のダシの氷入りダシたこと
自慢のたこ焼をセットで！！ お酒
のお供にどうぞ。

［センベロ時間］17：00～22：30
24日は21：30まで
06-6353-3348

冷たいダシたことたこ焼きセット

たこ焼き

光丸屋 京橋店
18

キンキンに冷えた生ビールと当店
自慢のハラミをご堪能ください。

［センベロ時間］17：00～23：00
※日曜定休日
06-6355-2333

牛ハラミ焼

鳥取和牛

因幡の国守
16

自家製のケーキとこだわりのス
パークリングワイン。他のお店とは
違ったメニュー！！

［センベロ時間］17：00～22：00

06-6353-3336 090-6823-1086 090-9980-1971 090-2060-8401 090-4906-4799 090-2595-0300 090-6072-1015

090-7033-9988 090-2060-2611 090-8523-0675 090-8982-3816 090-6072-1015 090-5468-8669

自家製ケーキ&ロゼスパークリング

カフェ・スイーツ

CAFE THE PARK
17

当店の人気メニュー、鳥の皮ポン
酢とどこにも負けないカリ！ジュ
ワ！のからあげをどうぞ。

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6353-1818

鳥皮ポン酢と鳥のからあげ

焼鳥

TORICHI
10

ナンカレーポークと、人気メニュー
の自家製レバースモークの盛り合
わせです。

［センベロ時間］17：30～23：00
※日曜定休日
06-7503-9744

ナンカレーポーク

焼きとん 京橋

バビアン
11

プリプリの紋甲イカのゲソ串をス
パイスとタレで仕上げました。お酒
にピッタリ！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-4980-4869

プリプリ紋甲ゲソ串（2本）

鉄板居酒屋

OHANA
13

季節の天ぷらと日替わりメニュー
が自慢のお店です。60円～の天ぷ
ら追加もお気軽に！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6351-2877

季節の天ぷらとフォワグラ入りパテ

立ち呑み天ぷら

魚漁GYOGYO京橋店
14

やわらか～い大きなから揚げと
ビールの組み合わせは、絶品で
す！

［センベロ時間］17：30～23：00

06-6935-6556

満足から揚げ

鍋

鍋屋ひろじ
12

スモークチキンに炙ったチーズを
トッピングしております！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6354-3741

スモークチキン&ポテサラ

立ち呑みバー

パブリック
7

その日に仕入れた鮮魚と共に、キ
ンキンに冷えた生ビールをどう
ぞ！！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6353-8110

お造り3種盛り

立ち呑み専科

力雅
8

喰う道オリジナルの牛すじ煮込
み！！ トロトロの牛すじを甘辛く
仕上げました。ご賞味あれ。
［センベロ時間］17：00～23：00

06-6921-2800

牛すじ煮込み

タコ焼き居酒屋

第十二喰う道 京橋二号店
4

厳選した国産牛もつを湯通し、余
分な脂をおとした、だしの香が漂
う醤油味のお鍋です。
［センベロ時間］18：00～23：00
※木曜定休日
06-6354-7079

定番もつ鍋

もつ鍋

新世界もつ鍋屋直営 京橋店
5

とことんこだわった京橋名物トン
テキ！ とっても柔らかくて食べや
すくなっています。
［センベロ時間］18：00～23：00

06-6354-8838

トンテキハーフ

遊食空間

おかげさま
6

もも1個とむね2個。からあげグラ
ンプリ金賞受賞の大分中津からあ
げをどうぞ！

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6882-5393

からあげミックス100gと付き出し

居酒屋

鶏笑 大阪京橋店
1

チキンとビーフ、どちらかをお選び
いただけます。

［センベロ時間］17：00～23：00

06-6929-6669

カレーSET（ライスorパン）

カレーライス

HISAKARRY
2

希少なリップなど5種をMIXした
豚ホルモン！ ガーリックとレモン
がベストマッチ！

［センベロ時間］17：00～23：00
※日曜定休日
06-6167-7379

豚ホルモンのガーリックソテー

イタリア酒場

京橋 ORA
3

ビール、焼酎、チューハイ、
ハイボールから2杯

ビール、焼酎、チューハイ、
ハイボールから2杯全てのドリンクOK!

〈生ビール小〉 〈生ビール小〉 〈生ビール小〉

〈生ビール小〉 〈生ビール小〉 〈ビール小〉

鞆の浦の味醂で漬け込んだ秘伝の
たれと農家の手作りベーコンのコラ
ボレーション！ 最高のあてです！

［センベロ時間］17：00～21：00

農家のベーコン

洋食

チーム酔っしゃー
31

ワインにピッタリのイタリア風た
こ焼きと美味しいワインのセット
です。

［センベロ時間］17：00～21：00

伊たこ焼塩ガーリック（6ヶ入り）

伊たこ焼

たこ焼工房Sea&Sun
32

1フード2ドリンクが1,000円（税込）で楽しめる「センベロ企画」が
天神祭り前夜祭としてスタート！！
キッチンカーで色んな料理を楽しむのも良し。店舗でお酒を楽しむ
のも良し。みんなが楽しめること間違いなしの4日間です！

一般営業時間 ●キッチンカー   8：00～21：00　●京橋・OBPは各店舗にお問い合わせください

センベロ時間 ●キッチンカー 17：00～21：00　●京橋・OBPは下記の店舗情報をご確認ください

※センベロ企画メニューは、売り切れ次第終了となります。

※ドリンクの内容は、店舗によって
異なります。（生小、小グラスビー
ルなども含まれます）
※アルコールが飲めない方には全て
ソフトドリンク対応いたします。

ビール ワイン
日本酒／
焼酎 ソフトドリンク

チューハイ／
ハイボール

■ 各ドリンクマーク
詳しくは各店舗にてお問い合わせください。

■ ドリンクマークの見方

ハッシュタグ『＃ぐるなう京橋』を入れて
SNSでつながろう！

京橋でからあげ食べてます！うまい！
#ぐるなう京橋

GIF ツイート140

SNSを使ってイベントを盛り上げよう！

TwitterなどのSNSで
『#ぐるなう京橋』を入れ
てつぶやこう！
近くで仲間も楽しんで
いるかも？！

TWIN21やIMP内のお
店でメインディッシュを
探そう！
夏の食材を使った料理
も盛りだくさんです。

京橋の気になるお店に
行っちゃおう！
最後はワイン片手にしっ
とりオシャレに語り合う
なんていかが？

裏表紙の応募券にスタンプを3つ以上集めて、
素敵なプレゼントをゲットしよう！
キッチンカー、OBP、京橋の3エリアのお店で
スタンプをもらって応募すれば、ホテル宿泊
券などのプレゼントが当たる！

COFFEE & TACOS

ます！す
！

T
店
探
夏
も

お
を

理

まずはビールで乾杯！
屋外のキッチンカーで
気持ちいい風に吹か
れて大好きなビールを
楽しもう！

ホテルモントレ
ラ・スール大阪は
店内飲食のため
2,000円
ベロ！

ホテル
ニューオータニ
大阪は
1,000円
ベロ！

［センベロ時間］10：00～20：00

06-7164-5892

1杯目の
ドリンク

2杯目の
ドリンク
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