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MATSURI BBQ
和のビアガーデン 祭 BBQ 天満橋 【北海道 / 九州・沖縄】

Press Release 報道関係者各位

株式会社カフェ ( 本社 : 大阪市西区 ) は、2018 年 5月 1日 ( 火 ) より
京阪シティモール屋上 ( 大阪市中央区 /運営：株式会社京阪流通システムズ ) に
和のビアガーデン 祭 BBQ天満橋【北海道 /九州・沖縄】をオープンします。

開放的なプライベート空間で楽しめるおしゃれな大人達のための BBQビアガーデン。
北海道 (5/1～7/31)、九州・沖縄 (8/1～9/31) をテーマにした料理、ドリンクをご用意し、
皆様のご来店をお待ちしております。
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CONCEPT

PREMIUM FREE DRINK
飲み放題のプレミアムビール、ハイボールをはじめ、
女性に人気のフルーツカクテルや梅酒、
さらに、第一弾 “北海道編” では夕張メロンサワー、
ハスカップサワーなどもご用意しております。
また第二弾 “九州・沖縄編” では、
豊富な焼酎や泡盛に加え、マンゴーサワー、
シークヮーサーサワーもお楽しみ頂けます。

NEARBY EVENTSACCESS
京阪シティモールは天満橋駅直結で、
アクセス抜群の好立地。
心地良い風が吹き抜ける空間で、
夜風を感じながら、手ぶらで BBQをお楽しみ頂けます。

平成OSAKA
天の川伝説
人･水･光･街が織りなす、一夜限りの奇跡の川。
 天満橋周辺の大川に LEDの光の球「いのり星」を
約 4万個放流し、天の川の再現するイベント。
京阪シティモール屋上 祭 BBQでは
“一夜限りの奇跡の川” を上からご覧頂けます。

オープンエアーの涼を感じるモダンな空間で料理とお酒を存分にご堪能頂ける、「祭 BBQ 天満橋」
2018 年は開催期間中に 2つのスタイルをご用意致しました。

第一弾は北海道、そして第二弾は九州・沖縄。
共に各地の食材や名物をテーマにした、料理とドリンクをお楽しみ頂けます。

天神祭
大阪の夏といえば天神祭。
京阪シティモールではフィナーレを飾る
5000 発の花火をご堪能頂けます。
一年に一度しかない特別な日に
祭 BBQでは特別コースをご用意 (7/25 のみ )
して、皆様のご来店をお待ちしております。

2018.7.24～7/25



税込

・牛肩ロースBBQ 
・豚バラBBQ 

・北海道ミルクソーセージ 
・野菜盛合せ

・北海道名物ザンギ
・北海道産きたあかりのじゃがバター

・カリカリチーズフライと
道産子ラーメンサラダ 

・塩ゆで枝豆
・フレンチフライ(ハーブソルト) 
+プレミアムフリードリンク 90分付

STANDARD PLAN
スタンダードプラン120分制

¥4,500

人気No.1の贅沢プラン

税込

・豚バラBBQ 
・北海道ミルクソーセージ

・鶏もも 
 ・野菜盛合せ

・北海道名物ザンギ
・北海道産きたあかりのじゃがバター

・カリカリチーズフライと
道産子ラーメンサラダ 

・塩ゆで枝豆
・フレンチフライ(ハーブソルト) 
+プレミアムフリードリンク 90分付

CASUAL PLAN
カジュアルプラン120分制

¥4,000

お気軽に楽しめるカジュアルなプラン

税込

PREMIUM PLAN
プレミアムプラン120分制

¥5,000

北海道編を堪能するならこれ！欲張りプラン

・牛肩ロースBBQ 
・豚バラBBQ 

・北海道ミルクソーセージ
・北海道玉ねぎソーセージ 

・野菜盛合せ
・北海道名物ザンギ
・甘海老の唐揚げ

・北海道産きたあかりのじゃがバター 
・カリカリチーズフライと
道産子ラーメンサラダ 

・塩ゆで枝豆
・フレンチフライ(ハーブソルト) 
+プレミアムフリードリンク 90分付
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MATSURI BBQ MENU“北海道編”
5/1( 火 )～7/31( 火 )

ジューシーな牛肉、豚肉に加え、北海道発祥の “ラーメンサラダ” や、
北海道産きたあかりのじゃがバターなどを取り揃えた 3つのプランをご用意致します。

また札幌発の新定番 “しめパフェ” をご注文頂くと、さらに北海道を満喫して頂くことができます。

第一弾

※メニューは予告なく変更になる場合がございます。
※7/25( 水 ) は天神祭特別コースのみのご提供でございます。

※全て税込

OPTION MENU
・札幌名物しめパフェ(夕張メロン/イチゴ)   ¥900
・北海道産きたあかりのじゃがバター    ¥700
・牛肩ロースBBQ(2人前)     ¥900
・豚バラBBQ(2人前)     ¥700
・鶏もも(2人前)      ¥500
・北海道ミルク・北海道玉ねぎソーセージ(各2本)  ¥800
・野菜盛合せ      ¥600
・北海道名物ザンギ(5個)     ¥600
・甘海老の唐揚げ(10尾)     ¥500
・カリカリチーズフライと道産子ラーメンサラダ  ¥800
・フレンチフライ(ハーブソルト)    ¥500
・塩ゆで枝豆      ¥500



税込

・沖縄あぐー豚のソーセージ
・豚バラBBQ
・鶏もも

・野菜盛合せ
・さつま揚げ
・冷やし手羽唐
・ゴーヤの天ぷら

・宮崎名物タルタルチキン南蛮
・塩ゆで枝豆

・フレンチフライ(柚子胡椒)
+プレミアムフリードリンク 90分付

CASUAL PLAN
カジュアルプラン120分制

¥4,000

お気軽に楽しめるカジュアルなプラン

税込

STANDARD PLAN
スタンダードプラン120分制

¥4,500

人気No.1の贅沢プラン

・牛肩ロースBBQ
・沖縄あぐー豚のソーセージ

・豚バラBBQ
・野菜盛合せ
・さつま揚げ
・冷やし手羽唐
・ゴーヤの天ぷら

・宮崎名物タルタルチキン南蛮
・塩ゆで枝豆

・フレンチフライ(柚子胡椒) 
+プレミアムフリードリンク 90分付

・牛肩ロースBBQ
・沖縄あぐー豚のソーセージ

・豚バラBBQ
・鶏もも

・野菜盛合せ
・さつま揚げ
・冷やし手羽唐
・ゴーヤの天ぷら

・宮崎名物タルタルチキン南蛮
・鹿児島黒豚生ハムのグリーンサラダ

・塩ゆで枝豆
・フレンチフライ(柚子胡椒) 

+プレミアムフリードリンク 90分付

税込

PREMIUM PLAN
プレミアムプラン120分制

¥5,000

九州・沖縄編を堪能するならこれ！欲張りプラン

MATSURI BBQ MENU“九州・沖縄編”
8/1( 水 )～9/30( 日 )

宮崎名物タルタルチキン南蛮をはじめ、九州・沖縄各地の料理、食材をお楽しみ頂けます。
さらに本場薩摩の焼酎や、沖縄の泡盛、マンゴーサワー、シークヮーサーサワーを取り揃えました。
そして〆には、鹿児島名物 “白クマかき氷” をご用意して、皆様のご来店をお待ちしております。

第二弾

※メニューは予告なく変更になる場合がございます。

・牛肩ロースBBQ(2人前)     ¥900
・豚バラBBQ(2人前)     ¥700
・沖縄あぐー豚のソーセージ(3本)    ¥500
・鶏もも(2人前)      ¥500
・野菜盛合せ      ¥600
・ゴーヤの天ぷら      ¥400
・さつま揚げ      ¥400
・冷やし手羽唐      ¥400
・鹿児島黒豚生ハムのグリーンサラダ   ¥800
・フレンチフライ(柚子胡椒)     ¥500
・塩ゆで枝豆      ¥500

OPTION MENU
・しめかき氷　白くま(練乳)   ¥900
・しめかき氷　黄ぐま(マンゴー)  ¥900
・宮崎名物タルタルチキン南蛮  ¥700

※全て税込
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■店舗情報

店舗名   和のビアガーデン 祭 BBQ 天満橋 北海道 /九州・沖縄
   ( ワノビアガーデン マツリバーベキュー テンマバシ ホッカイドウ /キュウシュウ・オキナワ )

開催期間  北海道編：2018 年 5月 1日 ( 火 )～2018 年 7月 31日 ( 火 ) 

   九州・沖縄編：2018 年 8月 1日 ( 水 )～2018 年 9月 30日 ( 日 ) 予定

   ※大雨や天災の場合は、中断・中止となることがございます 

   ※屋根有りのお席 ( 約 120 席 ) は、雨天時でも開催可能です  

住所   〒540-0032　大阪府大阪市中央区天満橋京町 1-1 京阪シティモール 屋上

アクセス  京阪電車・地下鉄谷町線・市バス、天満橋下車すぐ

電話番号  06-6450-6640(12:00-22:00 受付 )

営業時間  16:00-22:30( 最終入店 20:30)

客席数   320 席 ( うち屋根有 120 席 )

■会社概要

会社名   cafe co. 株式会社カフェ

代表者名  森井良幸

設立年月  1996 年 5月

住所   〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 2-11-13 SIX BLDG

電話番号  06-6533-8616

FAX 番号  06-6538-1766

事業内容  店舗内装デザイン・設計・監理 /建築物デザイン・設計・監理

   商業施設環境デザイン・設計・監理 /看板・ロゴ製作

   飲食店舗運営 ( 直営店舗 17店舗 )

〈本件に関するお問い合わせ先〉
-cafe co. 株式会社カフェ -

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 2-11-13 SIX BLDG
TEL:06-6533-8616　　FAX:06-6533-8608

-PR 担当　寺村 武史 -
メール：teramura@ca-fe.co.jp
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