ユニバーサル・シティウォーク大阪

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン トワイライト・パスご優待特典
2020年10月1日

当日日付トワイライト・パスに限らせていただきます。

ユニバーサル・シティウォーク大阪内の以下の店舗で、お食事・お買い物をされますと素敵な特典が受けられます！下記ご利用方法をよくお読み頂き、是非ご利用ください！

3F

さっと食べられるクイックフードやバラエティに富んだショップがぎっしり！

ROCK SHOP

ご購入代金より

電話番号 06-4804-3870

10％OFF

テーブル

AEN TABLE

電話番号 06-6467-1270
食と健康をテーマに、健
康素材を使用した創作和
食のバイキングレストラ
ンです。※ご来店時に
カードをご提示下さい。

10％OFF

営業時間 10：00～23：00
電話番号 06-6468-6887

ごはんおかわり無料
+京玉サービス
FUNFUN

（その他割引、パーティプランとの併用不可）

BISTRO309

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-4804-3090
香ばしく焼き上げたハン
バーグや、12種類以上の
自家製焼き立てパンが食
べ放題のおしゃれな洋食
レストランです。

ご飲食代1,000円以上で

10％OFF
本家 会津屋

営業時間 11：00～22：00
電話番号 06-6467-1622

たこ焼き3球プラス or
ソフトドリンク1杯サービス

「たこ焼き」発祥のお店
変わらぬ美味しさを是非
味わって♪

電話番号 06-6467-5253

おいしい手作りおにぎり
が、嬉しい全品20円引き
です。

全商品20％ＯＦＦ！
(受け渡し口での注文お願いします。
現金のみ対応)

中に入っているタコの大
きさにびっくりっ！「も
ちチーズ」は女性にオス
スメ！

営業時間 9：00～22：00

大阪 アメリカ村

営業時間 11：00～22：00

電話番号 06-4804-3808

甲賀流

電話番号 06-6467-5102

32種類もあるポップコー
ンはどれもおススメ！

たこ焼きご購入のお客様につき

ソフトドリンク
１杯サービス！！

アメリカ村三角公園の横
に本店を構える網掛けマ
ヨネーズの元祖！

営業時間 10：00～22：00

あべの たこやき

営業時間 11：00～22：00

電話番号 0570-20-0606

やまちゃん

電話番号 06-6467-5225

営業時間 10：00～22：00
電話番号 06-6462-8775

（カスタード、生クリーム、
ジェラートアイスより１つ）

驚きの食感から、“とろ
けるクレープ”とも呼ば
れる新食感クレープに注
目です♪

営業時間 10：00～22：00
電話番号 06-6465-0005
カジュアルレストラン
『Roma-Roma』イタリ
アングリルホールです。
様々な料理を御準備して
おり、お子様から御年配
の方まで家族で楽しめま
す。

トワイライト・パスご提示で

ドリンクバー無料

営業時間 7：00～22：30
電話番号 06-6463-3095

ドリンクサイズUP

クレアーズ

\1,100～限定提供

世界中で人気のアメリカ
ンレストラン。ロックと
ボリューム満点の料理が
楽しめます。

くくる

トッピングサービス！

サンマルクカフェ＆バー

①ご飲食代10％OFF
②15:00まで特別ランチメニュー

電話番号 06-4804-3330

10％ＯＦＦ

Roma-Roma

電話番号 06-4804-3870

営業時間 11：00～22：00

西海岸テイスト×ピンク
全アイテムがトワイライト・パス提示に とホワイトのカラーが
フォトジェニックな店内
て
に、見たことのないルッ
クス＆おいしさのシェイ
クがいろいろ！

MOMI&TOY'S

営業時間 11：00～23：00

たこ家道頓堀

ステッカー１枚プレゼン
ト
Pink Cloud

「京割烹」がメインコン
セプト。
60秒で揚がるミディアム
レアで食べる牛カツの専
門店。

ハードロックカフェ

営業時間 9：00～22：00

おにぎり全品20円引き
とん汁 200円

ポップコーンパパ

全世界で人気のハード
ロックカフェのショッ
プ。ロゴグッズから最新
アパレルまで、注目で
す！

営業時間 11：00～23：00

ご飲食代合計より

牛カツ京都勝牛

おしゃれなショップや、TAKOPAもお得に楽しめます！

営業時間 10：00～23：00

（限定品・チャリティ商品除く）

アエン

4F

サクサクのクロワッサン
生地でチョコを包んだ
「チョコクロ」や、注文
を受けてから1杯ずつ淹
れるコーヒーでごゆっく
りおくつろぎ下さい♪

営業時間 10：00～22：00
電話番号 06-6467-5625

トワイライト・パスご提示で

10％OFF！

世界に3000店舗を展開
する世界最大のアクセサ
リーチェーンです。季節
にちなんだ商品が続々と
入荷しています。ぜひご
来店下さい。

【優待サービスのご利用について】
●特典内容に関するお問い合わせは各店舗までお願いします。
●他特典、割引サービスとの併用はできません。
●営業時間は季節・店舗により異なります。
●電話予約の際には、当特典利用についてお申し出ください。
●各店にてご利用時にトワイライト・パスをご提示下さい。
※お会計時または、メニューご注文時に、トワイライト・パスをご提示下さい。

※お会計終了後のトワイライト・パスご提示は、割引対象外とさせて頂きます。

たこ焼き2球プラス！
（事前予約可！※20分前まで）
ポイントカード配布中！

十八番

営業時間 11：00～22：00
電話番号 06-6467-5918

たこ焼き10個以上お買い上げで

ソフトドリンク
1杯サービス
玉屋

本店を西中島に構えるサ
クサクたこ焼き。天かす
たっぷりなのに、アッサ
リクリーミー

営業時間 11：00～22：00
電話番号 06-6465-1650

たこ焼きご購入のお客様につき

ソフトドリンク１杯
（M）
サービス！！

天王寺（阿倍野）で有名
なたこ焼き出来立てのア
ツアツを味わって

オマール海老と20種類の
食材を煮込んだ出汁でつ
くるたこ焼き。フレンチ
出身のオーナーが創る革
新的なお味です。

5F

楽しさいっぱいワールドグルメがずらり。

レッドロブスター

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-6940-6351

ディナータイム（17時～）
リフィルドリンク・グラスワイン・
生ビール1杯サービス （併用不可）

ノルブ

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-6460-2147
韓国で人気の家庭料理レ
ストラン「ノルブ」が日
本初上陸。ヘルシーで本
格的な味をスタイリッ
シュな店内でお楽しみ頂
けます。

ご飲食代10％OFF

しのぶ庵

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-4804-3848

本格蕎麦をぜひご賞味く
ださい！

ご飲食代10％OFF

いなば和幸

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-4804-3898

ソフトドリンクサービス
会計時10％割引

揚げたてジューシーな
とんかつが味わえます！

（店内飲食に限る）

風月 USA

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-6463-0030
創業60余年！あの風月の
味をゆっくり味わえます
♪

終日
ご飲食代10％OFF

ゴッチーズビーフ

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-6468-2000

・ソフトドリンク１杯サービス！
（オレンジ・ウーロン・グレープフルーツ・
コーラ・ジンジャーエール）

・スープサラダセット

ポムの樹

電話番号 06-4804-7105

ドリンク一杯サービ
ス！！

電話番号 06-4804-3855
コラーゲンたっぷりの人
気ラーメンが、なんと
10%OFFで味わえちゃい
ます！

GK STATION
営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-6940-7517
ハワイのローカルフード
をメインにサラダやスー
プ・小皿料理などを1プ
レートに盛りつけたバラ
エティ豊かなハワイアン
プレートをお楽しみいた
だけます。

ご飲食代10％OFF

ババ･ガンプ･シュリンプ

定番から創作まで、選ぶ
のも楽しいオムライス専
門店オムライスのサイズ
も選べます！

営業時間 11：00～23：00

ご飲食代10％OFF

モアナキッチン

約40日間寝かせた熟成牛
のステーキとプレミアム
ハンバーグのお店。定食
スタイルで食べるもよ
し、ワインを飲みながら
ゆっくりステーキを楽し
むもよし。

営業時間 11：00～23：00

ドリンクセットの中から

風神雷神 RA-MEN

1968年創業のシーフー
ドスペシャリティレスト
ラン。世界各地から「オ
イスター」「シュリン
プ」「クラブ（蟹）」を
厳選して提供。

営業時間 11：00～23：00
電話番号 06-4804-3880

名物料理「シュリンパーズ
ネットキャッチ」1.5倍に増
量！

エビを中心としたボ
リュームたっぷりのアメ
リカンシーフードレスト
ラン。西日本で楽しめる
のはココだけ！

