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 グランフロント大阪は、２月２４日（金）よりスタートする『プレミアムフライデー』に賛同し、“仕事を普段より

早く切り上げて、プレミアムな街でプレミアムな時間を満喫する”をテーマに“コト・モノ消費”を促進し“豊か

な時間”を創出するイベント「ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＲＩＤＡＹ ｉｎ GRAND FRONT OSAKA ～プレフラはグラフロ

で～」を実施します。 
 
 本イベントは、官民連携のプレミアムフライデー推進協議会による“月末の金曜日は早めに仕事を終えて

豊かに過ごそう”という取り組み『プレミアムフライデー』に連動しており、普段より早い時間から“プレミアム

な街”グランフロント大阪でゆったりと豊かな時間を過ごしてもらうことによって街の新しい魅力を発見・体験

してもらうことを目的としています。 
 

『プレミアムフライデー』初回２月２４日（金）は、 グランフロント大阪の飲食店・食物販店にて「ハッピープ

レミアムサービス（ハッピーアワー・限定メニュー・限定価格等）」をご用意、また、３,000 円以上ご飲食・お

買い上げの方にノベルティをプレゼントします。 

また、インターコンチネンタルホテル大阪でも 20F のバー「adee」にてハッピーアワー「HAPPY HOUR 

2FOR1」を普段より１時間前倒し（16:00～）で実施します。 
 

 初めてのプレミアムな金曜日、手に入れたプレミアムな時間をプレミアムな街「グランフロント大阪」で是非

ともお過ごしくださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミアムな空間「グランフロント大阪」で過ごすプレミアムな金曜日 

２月２４日（金）１５時～ハッピーアワー・ノベルティプレゼント 

ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＲＩＤＡＹ ｉｎ GRAND FRONT OSAKA   

～プレフラはグラフロで～ 

開催日時：２月２４日（金）    開催場所：グランフロント大阪 



 

 

 
■SHOP＆RESTAURANT 

「グランフロント大阪で、明るいうちから至福のひととき。 

 ちょっぴりいいものも買って帰ろう。」 

 

-レストラン・カフェ・食物販店にて「ハッピープレミアムサービス」を実施 

内容 

参加店舗（※下表参照）にて、プレミアムフライデーに 

オススメ・特別なサービスや特典をご用意致します。 

レストランでのハッピーアワーや限定メニュー、限定価格など、 

グランフロント大阪各店舗ならではのサービスで 

お客様をお迎え致します。 

 

＜実施内容一覧   ※2 月 9 日時点情報。最新情報はお問合せください。＞ 

 

館・ﾌﾛｱ 店舗名 実施時間 実施内容 

うめきた広場 B1F 
ワインショップ・エノテカ/カフ

ェ＆バー エノテカ・ミレ 右記参照 

■ワインショップ・エノテカ（15 時～） 

【※先着 25 名】シャンパーニュ 3 種（ルイ・ロデレー

ル クリスタル他 2 種）飲み比べテイスティング

1,800 円（税抜） 

さらにテイスティング参加者は当日店舗での飲食

及び物販が 10％OFF（セール品、一部商品は除く） 

※2/25,26 も実施（終日） 

■カフェ＆バー エノテカ・ミレ（終日） 

平日限定のフリーフロープラン（飲放付）2,500 円

（税抜） 

※フリーフロープランは 2/20～22 も実施 

うめきた広場 B1F DEAN＆DELUCA 15～17 時 
試食イベント「Taste」開催（その他毎週金曜実施） 

※その他、2/20～26 はスコーン祭りを開催し、限定スコーンも販売 

うめきた広場 B1F BAR & GELATERIA 
RAFFINATO 15 時～ ジェラート全品 100 円割引 

うめきた広場 1F GARB MONAQUE 15～18 時 店舗全面貸切を初解禁 

南館 1F bib baR 
15～ 

18 時 30 分 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

「肉よくバルプラン（飲放付）」3,800 円 

※実施予定で変更の場合あり 

南館 1F 
SOSH THE MARKET 
BAR 16～18 時 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

ワインボトル（赤・白）2,500 円→1,000 円 

グラスワイン（赤・白）520 円→300 円 

南館 7F 浅草 キッチン大宮 17～20 時 
左記時間にご来店のお客様に限り、 

プリフィックスコース 2,980 円～（税込） 

南館 7F 味の牛たん 喜助 17～19 時 
左記時間にご来店のお客様に限り、 

晩酌セットの生ビール 1 杯おかわりサービス 

「ＰＲＥＭＩＵＭ ＦＲＩＤＡＹ ｉｎ GRAND FRONT OSAKA」 開催概要 



南館 7F 韓国厨房 水剌間 17～19 時 
左記時間にご来店のお客様に限り、 

ドリンク 1 杯無料 

南館 7F 心斎橋 にし家 未定 
ほろ酔いセット（生中+前菜セット） 

※実施予定で変更の場合あり 

南館 7F 和食 たちばな 
OPEN 

～18 時 

左記時間にご注文のお客様に限り、 

生ビール（中）（スーパードライ）、ハイボール、その

他一部ドリンクが 300 円（税込） 

南館 7F 
BISTRO & CREPERIE 
Pan de mère 15～19 時 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

特別プランとして、通常 1,980 円（税込）セット・2,500

円（税込）セットについて、1 ドリンクサービス 

南館 8F DANCING CRAB 17～18 時 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

プレミアムフライデー特別コース 3,500 円（税抜） 

【コース内容】クラブバッグ、フライドポテトケイジャ

ンスパイス、ワンドリンク（一部商品除く） 

※2 名様以上の利用に限る。 

南館 8F 
JOE'S  SHANGHAI, 
New York 

17 時半 

～19 時 

早割プラン 4,500 円 

【プラン内容】前菜、小龍包 2 種（各 1 個）、自家製

釜焼き北京ダック、大エビのチリソース煮込み、フ

カヒレのあんかけご飯、杏仁豆腐 

さらに 3 名様以上ご利用の場合は、スパークリング

ワインのボトルを 1 本サービス。 

※2 名様の場合は、ミニボトル 1 本サービス。 

※上記コースは要予約で、19 時まで退店の場合に限る。 

南館 8F 
鉄板焼ステーキレスト
ラン 碧 17～18 時 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

ソフトドリンク、泡盛グラス、グラスワイン（赤・白）の

いずれか 1 杯をサービス 

南館 8F 日本料理 大坂ばさら 17～18 時 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

トマトすき焼き会席（和牛100g）通常5,800円→ワン

ドリンク付きで 5,500 円 

※但し、別途サービス料 10%要 

南館 8F 魚匠 銀平 
17～ 

17 時半 

左記時間にご来店のお客様に限り、 

通常8,500円（飲放付）コースが6,000円（2時間制） 

北館 B1F 世界のビール博物館 15～17 時 

左記時間にご注文のお客様に限り、 

月替わり Happy Friday 第 1 弾として、自社輸入樽

生ビール 1 コイン（500 円（税別））で提供 

北館 B1F 世界のワイン博物館 17～20 時 

左記時間にご注文のお客様に限り、 

自由に選べるお得なコース(全 5 品）2,980 円 

※実施予定で変更の場合あり 

北館 6F テムジン 17～19 時 
左記時間にご注文のお客様に限り、 

生ビールセット 200 円割引 

北館 6F azzurro verdura 17～19 時 
左記時間にご来店のお客様に限り、 

ワインフルボトル（赤・白・泡）1,000 円※1 組様 1 本限り 



-嬉しい気持ちと一緒にお持ち帰りいただくノベルティプレゼント 

 内容 

当日、グランフロント大阪ショップ＆レストランをご利用いただいたお客様へ 

上質なガーゼハンカチをプレゼント致します。 

 ノベルティ 

     グランフロント大阪 南館 6 階「PG GAUZE」の“ゆるガーゼハンカチ” 

 引換日時 

    2017 年 2 月 24 日（金）17:00～21：00 

無くなり次第終了※先着 200 名様 

引換条件 

    2 月 24 日にグランフロント大阪ショップ＆レストランにて 

    3,000 円以上（税込・合算可）ご利用のレシートを提示 

引換場所 

    北館 2F イベントスペース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
■インターコンチネンタルホテル大阪 
「20 階のバー『adee』にてプレミアムな夕暮れを。」 

-淀川に沈みゆく夕陽をグラス片手に眺めつつ、プレミアムな時間をお過ごしいただくハッピーアワー 

内容 

インターコンチネンタルホテル大阪 20 階バーadee にて、通常平日 17 時～ 

実施している「ハッピーアワー」を 2 月 24 日限定で 1 時間早い 16 時～実施します。 

各種ドリンクを 1 杯ご注文いただくと 2 杯目無料。 

※無料提供ドリンクは 1 杯目の価格以下のドリンクが対象 

※一部アイテムは対象外 

※他特典や割引との併用は不可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★北館 6 階 UMEKITA FLOOR プレミアムフライデー「FLOOR MUZIK SPECIAL」★ 

 毎週木・金曜 19:30～23:30 は 
ガールズミュージックセレクターによるフロア BGM をお届け。 

 様々なジャンルの GOOD MUSIC を、 
16 店舗の美味しいご飯＆お酒と共にお楽しみ下さい｡ 
 

 2/24（金）プレミアムフライデーは 
いつもより早めの 17：00～スタート！（23：30 まで） 
 

 深夜 4 時まで営業しているので 2 次会・3 次会の“はしご酒”にも最適です。 
 http://umekita-floor.jp/event_detail/event_detail_37.html 

 

http://umekita-floor.jp/event_detail/event_detail_37.html


■追加特典 
「プレミアムフライデー限定フォトフレームで写真を撮って SNS へ投稿しよう！」 

★館内各所のタッチパネル式デジタルサイネージ「コンパスタッチ」（館内 36 機中 5 機が対応）に 

プレミアムフライデー限定フォトフレームが登場！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


