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クリスマス・忘年会・お正月・新年会とイベント盛りだくさんなこの季節。
今年最後の Stepp21では、駅前ビルで楽しめる年末年始の気になる情報をピックアップ！
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梅田スノーマンフェスティバル2012梅田スノーマンフェスティバル2012
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駅前ビルにスノーマンがやってきた！
◎お気に入りのスノーマンに
　投票しよう♪
◎スタンプを集めて
　プレゼントを
　ゲットしよう♪

ミキドラムセンター
第2ビル1F
TEL 06-6343-1455
FAX 06-6456-3882
e-mail drumcenter@miki.co.jp
営業時間 11:00～20:00
定休日 毎週水曜日
※年末年始の営業
　12月中は5日(水)以外、水曜日も営業
　12/31(月)～1/3(木)定休
　1/9(水)以降は毎週水曜日定休※写真は第1ビルB2（西梅田駅連絡口）の様子

居酒屋 百番　梅田店
第1ビル B2　TEL：06-6341-7839
HP:http://www.gnavi.co.jp/k140405/
営業時間：平日15:30～23：00
　　　　 （ランチ11：30～13：30）
　　　　  土曜15:00～23：00
定休日：日曜日
（営業時間外・休日もご宴会承ります）
大小個室6～90名　全席200席街中がスノーマン！

忘年会＆新年会！忘年会＆新年会！

MIKI DRUM CENTERMIKI DRUM CENTER
駅前第 1 ビル・第 2 ビルをはじめ、梅田のあちらこちらで、
色とりどりのイルミネーションとともにスノーマン（雪だるま）
が登場します！開催地区はなんと全 55 施設！※
　お気に入りのスノーマンに投票するとプレゼントが当たる
「町中がスノーマン！総選挙」（下記WEB サイト参照）やワー
クショップ、スタンプラリーにフォトコンテストなどなど同時
開催イベントも盛りだくさん！
ぜひぜひ第 1 ビルと第 2 ビルに来て、スノーマンを見て、撮って、冬の駅前ビル
を満喫してください♪

開催期間：2012 年 11/23( 金・祝 )～12/25( 火 )
開催場所：大阪駅前第 1ビル・第 2ビルほか梅田地区各所
　　　　　※開催場所等について詳細は
　　　　　→http://umeda-connect.jp

日時：2013 年 1月11日 ( 金 ) 午後より
場所：第 1ビル B2特設スペース

年末年始のお楽しみといえば“おもち”！
1月11日(金)には第1ビルB2の特設スペースでもちつき大会が開催されます！
しかも！もち米は佐賀県大阪事務所様提供の佐賀県産！おいしいもち米で作った
おもちをぜひご堪能ください！
※12月21日（金）には第4ビルでももちつき大会が開催！

MIKI DRUM CENTER（ミキ ドラムセンター）は全てのドラマー・打楽器奏者対
象の完全打楽器専門店。一般的な国内ブランド・海外ブランド・中古ドラムか
ら、ビンテージドラムやビンテージシンバルまで多数取り揃えています。また、
吹奏楽系パーカッションも充実！店内に防音室を設置しておりますので試し
打ちも可能！じっくりとお選びいただけます。さまざまな
イベントやドラムクリニック、セール、フェア等も随時行
なっておりますので、スタッフまでお気軽にお問い合わ
せください。

2ヶ月に1回メニュー変更。昭和の雰囲気が残る開放感ある店内！
大小個室も完備！若い方の飲み会からご年配向けの同窓会にも！

店長からのひとこと…。
西梅田はお客さんの減りが激
しく、店に来られるお客様の途
切れが心配。
駅ビルは団塊世代の方が多
かったので、今後は若い方（特
に女性！）に来ていただき、次
世代に残していっていただき
たいですね。（店長 土田さん）

・マレット30%OFF！
・ブラシ、ロッズ30%OFF！

・REMOヘッド全品30%OFF！
 （114BA・114SA除く）etc...
詳しくは店頭まで！！！

Stepp21持参で特別割引!
お一人様4,280円が3,980円
（税込）ポッキリ！
飲み放題付！！

もちつき大会開催！もちつき大会開催！

忘年会＆新年会
予約受付中！

前菜、造り、焼物、揚物、炒物、食事

大皿宴会コース

Stepp21
持参で特別割引 !
お一人様5,000円が4,500
円（税込）全60種類以上
飲み放題付！！

和風ちゃんこ鍋or鳥づくし塩ダレちゃんこ鍋、
造り、揚物、焼物、一品、鉄板焼、食事　
※うどんor雑炊付

B級グルメ！ホルモンうどん
薄焼きマルゲリータピザ！

クジラベーコン、自家製イカ飯、
ほうれん草とベーコンの
ペペロンチーノ風etc…

出し巻き定食、日替わり定食ほか多数！

冬限定！自慢の『鍋物』コース

年末年始セール開催！

百番おすすめメニュー！ 12月のおすすめ！

ランチ
「梅田スノーマンフェスティバル」が今年は駅前ビルでも開催！

いよいよシーズン到来！数多くの居酒屋さんが立ち並ぶ駅前ビルの中から、
少人数から大人数まで“ほっこり”楽しめる「百番」さんをご紹介！

12/8(土)～1/14(月)の期間限定！
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●広告募集
　お店の宣伝しませんか。ただいま掲載料無料で広告募集中です。デザインが必要な場合も超格安で制作いたします。
　詳しくは下記お問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

Colum21

知ってる？駅前ビルの振興会

「駅前ビルは喫茶店くらいしかないかと思っていたけど、
飲み屋や隠れ家的なお店が多くてご飯も美味しかった！」
「お酒も交えての交流だったので気の合う飲み仲間ができて嬉しかった！」
などの感想が寄せられました♪　

「びるコン」の次は「バル」を計画中！？続報乞うご期待！

駅前ビルのWork Woman！駅前ビルのWork Woman！

新人社員“コウちゃん”の

突撃ルポ！
新人社員“コウちゃん”の

突撃ルポ！

第5段
・駅近だから通いやすい！
・夜10時までの開講なので仕事帰りでもOK!
・生徒ならスタジオの空き時間に練習もできる！
・ レンタルスタジオとしても解放！
  （レッスン空き時間があれば有料で貸出し）
・講師陣は現役のプロ！

各ビルに「振興会」があるのをご存知ですか？「ビルがもっ
と賑わうためにはどうすればいいのか？」と、振興会加盟店
舗のみなさんでビル内でのイベントやキャンペーンなどを
日々考え、話し合ってらっしゃいます。横の繋がりを深めて駅
前ビルを盛り上げる、そんな振興会さんを私たちも誌面を
通じて全力でサポートさせて頂きます！

♪ココがポイント！

・12/16（日）15:00～
　弾きおさめピアノパーティー@ジー・クレフ音楽教室
・1/6（日）13:00～
弾き始めピアノパーティー@ジー・クレフ音楽教室
・毎週水曜日『開場12：30/開演12：35』
15分間ランチタイムコンサート@ジー・クレフ音楽教室
入場無料/コーヒー（100円）

♪イベント

・アフター5の御稽古として
  音楽を始めたい
・しばらくやらないうちに忘れて
  しまった音楽をもう一度習いたい
・ソロリサイタルなど昔からの
  憧れを実現したい
・本気でプロを目指したい…etc
・初心者の方向けの
  「トライアルレッスン」もあります。

♪こんな方へ

大阪駅前第2ビルに、夜10時まで
の音楽教室がOPEN!!
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第2ビル2F
TEL・FAX：06-7650-2423
HP：www.gclefpiano.com
営業時間：平日 12:00～22:00
定休日：ビル休館日（年末年始等）
　　　  以外は無休

Stepp21持参で無料体験レッスン！
※お一人様一回、ピアノコース30分のみ。

年代別参加者割合（男性） 

20代
40%

30代
33%

40代
24%

50代
3%

年代別参加者割合（女性） 駅前ビル利用頻度 

初めて
37% 

年に数回
33% 

月に1回
15% 

週に1回
7% 

2～3日に1回
3% 

ほぼ毎日
5% 
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駅前
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50代
2%

20代
16%

30代
70%

40代
12%

※Stepp21編集部調べ

びるコンDATA
開催日時：2012年10月20日（土）14:00～17:00
参加人数：男女合計約250名

アンケート結果

「居酒屋 百番　梅田店」友田千春さん
「接客が好きなので、飲食店のホールス
タッフを選びました☆」とキュートな笑
顔で話してくれたのは「百番」の看板娘、
友田さん。
お客さんからは「ともちゃん」の愛称で
可愛がられているそうです♪駅前ビル
のサラリーマンのみなさん、今夜は「と
もちゃん」に会いに行きましょ～！

＊心斎橋にあるアンテナショップ

「きた東北発見プラザjengo」も要チェック！
青森県・岩手県・秋田県の名産品をお買い求めいただけます。
場所：中央区南船場3丁目4番26号 出光ナガホリビル1F
電話:  06-6241-7144　　営業時間：10:30～19:30（1/1～1/3のみ休み）
URL:http://www.jengo.jp

八戸せんべい汁
ご存知、2012年B-1グランプリ
の覇者！ちなみにB-1グランプリ
発祥の地は八戸市なんです！
これぞB級グルメのルーツ！

十和田湖冬物語2013 雪と光のファンタビスタ
冬の十和田湖は雪と氷に覆われ
てとても幻想的。イベントで
は、ライトアップのほか冬場で
は珍しい花火の打ち上げも！か
まくらの中で郷土料理を味わう
こともできますよ♪
（2013年2月1日～24日まで開催）

八甲田山
山スキーはもちろん、
ロープウェーで田茂萢岳
（たもやちだけ）山頂か
ら絶景の樹氷群を体感
できます。

決め手くん
相撲の行司がモチーフ！
ユニークでかわいい
キャラクター。
青森県産品をPRするた
めに誕生しました。

約300年前に生まれ、約50もの
行程を経て完成する漆塗り。

のっけ丼

津軽塗

どんぶりご飯に旬の
刺身を好きずきで
「のっけ」て作るなん
とも贅沢な逸品！
青森駅近くの市場「青
森魚菜センター」でい
ただけます！

志志～新人社員ミウラのふるさと便り～～新人社員ミウラのふるさと便り～
連載第5回目は「青森県大阪情報センター」さん。
青森といえば、りんご？
あとは、ねぶた？いえいえ！最近話題のあのグルメに
青森の冬を楽しめるイベントやスポットなどなど
目白押しですよ！

今回の突撃ルポは、前号でも告知した「びるコン」！
最近はやりの「街コン」がついに第1ビルにやって来た！果たしてその実態は・・・？

第 1ビル 9F（北東北三県大阪合同事務所内）
　※青森県・岩手県・秋田県の三県合同事務所です。
TEL：06-6341-2184
開所時間：9:00～17:30（土日祝・年末年始は休み）

有 名人
松山ケンイチ（俳優）
新山千春（タレント）
淡谷のり子（歌手）
吉幾三（演歌歌手）
太宰治（小説家）
奈良美智（画家・彫刻家）

青
森
県

ジー・クレフ音楽教室第2ビル

駅前

No.2bild.

●当日の参加者は
　男女計約 250 名！
　当初 200 名の定員を
　オーバーするほどの盛況ぶり！

●参加者には「リストバンド」と「店舗マップ」が
　配られました。最初のお店は予め決められていますが、
　開始 30 分で自由移動に。どこのお店に行こうかなー？

●参加店舗は 10 店舗。
　当日は各店自慢の
　オリジナルメニューが
　食べ飲み放題！
　どこのお店も
　盛り上がってました！


