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1周年限定メニューも盛りだくさん！LINKS UMEDA 1周年大還元SALE

期間中は、各店自慢の限定おすすめメニューや選りすぐりの商品、サービスを特別価格でご用意。
さらにGoToキャンペーン対象店舗も勢揃いしています！詳細はこちらをご覧ください。
ユニクロ(1F)

https://links-umeda.jp/wp-content/uploads/201020_goto_campaign_list.pdf

anello® (2F)

アインズ&トルペ(2F)

Francfranc BAZAR (3F)

人気商品が1周年特別限
定価格でご提供！！

3,000円以上で300円オフ
直営店限定モデル50％オフ 人気商品を20％オフ！
クーポンをプレゼント(アプリ会員) （4,620円〜6,490円(税込)の商品）★※数量限定

期間中、当店限定で人気商品を特
別価格でご提供いたします。
この機会にお買い物をお楽しみく
ださい！

11/13(金)〜16(月)福袋3種･セール
商品ポイント2倍！
11/20(金)〜23(月･祝)セール商品
3,000円お買上げでリップクリーム
プレゼント※先着240名

5,500円(税込)以上お買上げでそ
の場で使える500ポイント(500円相当)
プレゼント ※anello®メンバーズ登
録要 ※セール商品対象外

期間中LINKS UMEDA店限定で特別
価格にてご提供します。
予定商品：フレグランスディフュー
ザー、インテリアラグ、電気ブラン
ケットなど

貴和製作所(3F)

ABC-MART GRANDSTAGE(4F)

グローバルワーク(4F)

モーリーファンタジー(5F)

3,000円以上ご購入でノベ
ルティプレゼント（数量限定）

アプリポイント3倍&人気ス
ポーツブランド最大30%オフ

対象商品が最大50%オフ

周年祭特別価格で遊べま
す！

11/13(金)～19(木)WポイントCP
11/ 20(金)～30(月)ポイントアップ
CP・1,000円（税抜）以上ご購入で
+50P/初めてさん応援CPやポイント
カード発行手数料無料

期間中ABC-MARTのアプリが期間
限定でポイント3倍に。
また、アディダス、ニューバランス、
プーマなど人気スポーツブランドが
最大30%オフ！

会員様限定ピックアップアイテム
20%オフ（当日入会も割引対象）

11/13(金)～19(木)メダル100枚+ス
キッズガーデン30分無料券+ソフトク
リーム100円オフ券を10円でご提供

ライトオン(6F)

スーパースポーツゼビオ(6F)

(会員限定)

11/21,22,23,28,29限定でタダで遊べ
るゲーム機やスキッズガーデン無料
開放（時間限定）・ソフトクリーム試食会
開催
洋服の青山(7F)

つり具のブンブン(7F)

有名ブランドが最大50%オフ シューズ、ウェア最大40%
オフ

スーツ･ジャケット･コート
最大70％オフ

冬のボーナスどっかんセー
ル開催！

ボトム（リーバイス/エドウィン） M
2,990円（税抜）
コンバース M～XL 1,990円(税抜)
スウェット(ルーニー・テューンズ/シ
ンプソンズ/トゥイーティー)各最大
50％オフ

最大70％オフの特別セールを開
催！セール対象アイテム：メンズ
スーツ･ジャケット･コート･礼服･
シャツ･タイ･カジュアル･ジレ

11/15(日)まで、大漁まつりセール
開催中！
11/14(土)･15(日)の2日間はブンブ
ンガラガラ抽選会実施！
11/19(木)〜12/20(日)の期間中は
冬のボーナスどっかんセール開
催！※詳細はチラシ参照

THE SUIT COMPANY(7F)

11/13(金)～30(月)会員割引特典
5〜10%オフ（当日新規入会OK）
シューズ、ウェアのOUTLETコーナー
では最大40％オフ～
更にお買い上げ特典有り（先着500名様
限定）

食品專門館Harves(B1F)

店内全品10％オフ
取扱アイテム増量中！

ポイントUPキャンペーン
お楽しみ袋特別販売！

11/13(金)〜30(月)店内全品10%オ
フ！！※オーダー除く
姉妹ブランド、UNIVERSAL
LANGUAGEアイテムも多数ご用意
しております。

11/16(月)KIPSカード会員様10倍ポイント
11/17(火)～30(月)KIPSカード会員様5倍
ポイント
11/16(火)～21(土)お楽しみ袋5,000円相
当を3,900円(税抜)でご提供。
11/20(日)、23(月)2,000円(税込)以上ご購
入で記念品プレゼント(各日500名様)
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※掲載内容は一例です
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オイシイもの横丁１周年特別企画「平日は最初の１杯全員100円！THANKS HOUR」対象店舗

飲食店が集結した地下1階のオイシイもの横丁では、期間中の平日限定で最初の1杯全員100円のTHANKS HOURを開催
します。また、8Fリンクスダイニングでも、1周年を記念した特別メニューを特別価格でご用意しています。
さらにGoToキャンペーン対象店舗も！詳細はこちらをご覧ください。 https://links-umeda.jp/wp-content/uploads/201020_goto_campaign_list.pdf

利用
条件

・「平日19:30まで」にご来店頂いたお客様が対象です。
・対象ドリンクは店舗により異なります。

酒と魚とオトコマエ食堂

席数:40席

全国の漁港で目利きした鮮魚と板前
集団の創作技術との融合で、京都が
誇る和食を気軽に立ち飲み感覚で。
関西では珍しい四季折々の魚も。

スタンド フルーツと私
Craft Sour & Tacos

席数:30席

ふく流らーめん轍

・お1人様フード1品以上の注文が必要です。
・対象店舗は23店舗です。
席数:14席

ミシュランガイド2017でビブグルマンを
取得、食べログBEST100でも常連店
に。コラーゲンたっぷりの鶏白湯と合
わせた「ふく流らーめん」をご提供。

肉屋の餃子バル Yamato

席数:22席

海鮮と串焼きのお店 鈴音

席数:33席

新鮮な海鮮料理と創作串焼きのお店。
和気藹々としたおもてなしと大衆価格。
国産ウイスキー、日本酒を多数取り揃
えております。

ODD

席数:20席

予約可

スタンドスタイルのフルーツチューハイ
専門店。ドリンクだけでなく、甘すぎな
いフルーツ大福など、旬のフルーツを
様々なスタイルでご提供。

天ぷらと地酒海老勝

席数:39席

今まで見たことのない、斬新な餃子専
門店。ビール・ワイン・日本酒・カクテ
ルなどを呑みながら手作り餃子を食べ
る、食の幸せ空間を。

焼きはまぐりSTAND

席数:32席

上品な出汁が染み込んだ「ODEN」を、
“アヒージョ”スタイルに仕上げる『新感
覚ODEN』。さらにオリーブオイルをま
とわせて、日本酒やワインとともに。

かきカツオ

予約可

天然の地赤海老をはじめ、愛媛県八
幡浜より直送された魚介はどれも鮮度
抜群。伝統の技に新たな感性を取り
入れた「江戸前天ぷら」で贅沢に。

福岡鮮魚卸直営店 ビストロ
酒場 ウオスケ
席数:45席

立ち飲みスタイルのはまぐり専門店。
三重県桑名産直送の活はまぐりのな
かでも「10年物（100ｇ）はまぐり」は食
べごたえ抜群の売れ筋人気メニュー。

蕎麦 石寅

席数:15席

席数:26席

予約可

焼きがきとカツオのたたきがメインの
スタンディングバー。カツオは高知を
中心に、全国から旬のカツオを追いか
けてご用意。土佐酒もおススメ。

タヴェルナすぱじろう

席数:60席

予約可

長浜鮮魚卸市場で毎朝仕入れた、旬
の魚介をその日のうちにご提供。フー
ドメニューは全て500円程度。仕事帰り
だけでなく、昼呑みとしても。

名物肉そばは、ボリュームたっぷりの
お肉とシャキシャキの香味野菜が食
べ応え十分。辣油の効いたピリ辛出
汁と肉の旨味が、そばと絶妙に絡む。
(補足資料-2)

人気の「すぱじろう唐揚げ」のほか、多
彩なおつまみでお酒を楽しんだ後、す
ぱじろう自慢のスパゲッティで〆るの
がおススメ.。
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オイシイもの横丁１周年特別企画「平日は最初の１杯全員100円！THANKS HOUR」対象店舗

函館 立喰い寿司 函太郎

席数:14席

BAR ESPAÑOL PEQUEÑO 席数:28席

たこ酒場くれおーる

席数:31席

予約可

北海道直送の新鮮なネタ、職人の粋、
明朗なやりとり。伝統と現代、そして北
海道を融合させた、日本が誇る立喰い
寿司を目指しています。

HUB

席数:76席

本場の味にこだわり、日本ならではの
四季を大切にしたスペインバル。スペ
イン現地で自社用に生産しているカ
ヴァ、専売輸入ワインがおすすめ。

小皿中華 桃天

予約可

ビール片手に、つまみはフィッシュ＆
チップス。2杯目はギネスもおすすめ。
仕事を終えたビジネスマンたちが集う
英国風PUBです。

もつ焼 もつ福

席数:46席

席数:35席

兵庫県明石産を始めとする、各地の
おいしい真蛸をセレクトしてご提供。絶
品たこやきや厳選されたお酒とこだわ
りの肴を取り揃えます。

難波千日前
釜たけうどん 明石焼

席数:36席

予約可

手作りの辣油で作る自慢の本格中華
をご提供。お酒を片手に小皿で中華を
つまみながら、中華バルとしてもご利
用いただけます。

焼鳥 ボトルバード

席数:43席

元祖「大阪讃岐うどん」を確立した釜た
けうどんはミシュランのビブグルマンに
も掲載されるほど。もっちもちで独特の
コシのある太麺をぜひご賞味ください。

大阪焼小籠包 浪曼路

席数:20席

予約可

関西初出店のもつ鍋屋が考えたもつ
焼専門店。呑ん兵衛好みの酒のあて
が豊富です。国産の果物だけを使った
果実サワーも目玉のひとつ。

焼肉ジャパン

席数:28席

お洒落な内装で、ボトル（瓶）×バード
（焼鳥）を楽しむ、新しいタイプのバル
本格炭火焼鳥や「炙り焼き」が、より
リーズナブルに、より手軽に。
席数:35席

金の粉

予約可

国産牛肉やホルモンを、2切れからご
注文できます。食べたら感動の名物角
切りハートや、品切れご免の10秒ミス
ジは絶品。

「串カツ」「どて焼」専門店。薄つきの衣
で、サクッ！カラッ！が自慢の「串カ
ツ」や秘伝の「どて焼」など、本場大阪
の味を多彩なドリンクとともにお楽しみ
ください。

(補足資料-3)

上海の点心師が手掛ける小籠包専門
店。熱々の肉汁がたっぷり入った「焼
き小籠包」や、味のバリエーションが豊
富な「小籠包」を夜市の雰囲気で。
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■オイシイもの横丁フロアマップ

(補足資料-4)

