
リノアス内参加店舗にて
税込1,000円お買い上げ毎に
けずってすぐに当たりがわかる

参加店舗など、
詳しくはLINOASホームページにて！
http://www.linoas.jp

スクラッチくじ
「やおっちチャンスカード」を
1枚プレゼント！

I N F O R M A T I O N

うれしい情報をLINEでお届け

LINE@
「検索」で登録してね！

@LINOASID検索で友だち登録

QRコードから友だち登録▶

[電車] 近鉄大阪線 ／ 近鉄八尾駅 徒歩4分（300m）
[お車] 近畿自動車道名古屋・大阪線 八尾IC 車で6分（2.3km）
[路線バス] 近鉄バス 八尾線 近鉄八尾駅前 徒歩4分（310m）

10:00～20：00 （8F レストランフロアは11:00～22：00）

駐車料金サービス

駐車料金 駐輪料金

アクセス

営業時間

〒581-0803 大阪府八尾市光町2-60
[お問い合わせ] TEL.072-990-0511

http://www.linoas.jp

検索リノアス

第❶駐輪場

（自転車126台）

（自転車99台）

（バイク69台）

（自転車372台）

自転車180台（　　　）バイク13台

自転車40台（　　　）バイク32台

最初の3時間無料 以降12時間毎100円

以降12時間毎100円
以降12時間毎200円

自転車：以降12時間毎100円
バイク：以降12時間毎200円

自転車：以降12時間毎100円
バイク：以降12時間毎200円

以降3時間毎100円

最初の3時間無料
最初の3時間無料

最初の3時間無料

最初の2時間無料

最初の1時間無料第❷駐輪場

第❸駐輪場

第❹駐輪場

第❺バイク駐車場

第❻駐輪場

提携駐輪場

8:00～20:00

20分100円
20:00～8:00

60分100円
24時間最大

600円

最初の30分 無料
LINOASまたはアリオ八尾の
お買上げ金額1円以上で

合計1時間 無料

LINOASまたはアリオ八尾の
お買上げ金額2,000円以上で

（合算可能）

合計3時間 無料

提携駐輪場のご案内
駐輪場についてのお問い合わせは：［ピットデザイン］TEL.0570-011-500まで

提携駐車場のご案内
駐車場についてのお問い合わせは：［ピットデザイン］TEL.0570-011-500まで

<駐車場サービス付与時間> LINOAS インフォメーション 10：00～20：00
　　　　　　　　　　　　アリオ八尾 モールインフォメーション 10：00～21：00
　　　　　　　　　　　　アリオ八尾 イトーヨーカドーサービスカウンター 10：00～22：00

当日お買上げレシートと駐車券をLINOAS 2Fインフォメーションカウンター
またはアリオ八尾インフォメーション、サービスカウンターでご提示ください。

アリオ八尾駐車場でも、
LINOASでのお買上げによる
無料サービスを同様に実施しております。
[ 詳しくはアリオ八尾までお問い合わせください ]

※LINOASではMOVIX八尾(映画館)利用でプラス3時間無料のサービスは受けられません。 
※駐車券は必ず館内にお持ちになり、ご利用時は駐車券サービスをお受けください。
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詳しくはLINOASホームページをチェック！
http://www.linoas.jp 検索リノアス
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※掲載の内容につきましては、表記の各店舗に直接お問い合せください。広告の品は多数ご用意しておりますが、品切れの節はご容赦ください。印刷の特性上、現物と色が異なる場合がございます。

11.1wed. 2nd Open!

Gourmet & Food
もっとおいしい毎日、はじまる。

大阪･心斎橋にて慶應2年創業の老舗昆布舗
「おきな昆布」。
北海道産の良質な昆布を使い、伝統の技で炊き
あげる塩昆布は大阪府知事賞･農林大臣賞など
数々の栄誉に輝いております。

オープン特典

B1F 寿司丸忠お持ち帰り寿司･お食事処 蘂072-991-1166

安心の国産米100%使用･シャリを引き立てる
自社製の合わせ酢･厳選した新鮮なネタを
使用し、まごころを込めた商品で、
お客さまをお待ちしております。
お好きなネタでのご注文も承ります。

オープン特典
11/1㊌～7㊋………………………………………
人気の2品をオープン価格で！！

北海道産小豆を使用したつぶあんを、羽二重餅
で包み最中でサンドした、当店の代表銘菓で
ある「八尾の華」をはじめ、「信貴」といった
八尾土産･贈答品にもぴったりな商品、
また季節限定の和生菓子や上生菓子など
多数揃えております。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
〈各日限定20個〉
福袋  ………………………… 税込1,080円

竹にぎり………………………税込1,080円
鉄火巻 ………………………… 税込680円

11/1㊌～3㊎㊗
〈限定40個〉
いちご大福 店頭表示価格より
20円引 税込162円

大正14年、当地八尾創業の菓子店。
「真味は淡し」の理念のもと、自然に備わる
風味を大切に、季節の菜根果実や優れた小豆
を使った小豆餡に、余分な手を加えず
菓子に仕上げています。

今までも、これからもお客さまに喜ばれるもの
を。オリジナルケーキも多数ご用意できます！

オープン特典
1日限定11/1㊌

〈限定10個〉
自店看板ケーキ「メロン」店頭表示価格より
540円引  税込1,080円

江戸期、寛永7年、千鳥屋宗家は長崎より伝来
した南蛮菓子の製造をいち早く学び創業いたし
ました。
伝統の礎のもと確かな和菓子を皆さまにお届け
して参ります。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
お楽しみ袋（1袋）……………… 税込1,080円

〈数量限定〉
税込1,080円以上お買上げで粗品プレゼント
※但し、お楽しみ袋は除きます。

11/1㊌～7㊋………………………………………
〈限定150袋〉
おたのしみ袋 ………………… 税込1,080円
11/12㊐まで………………………………………
〈数量限定〉
「おきなスタンプカード」新規ご入会で
  粗品プレゼント

嘉永弐年、大阪･島の内にて創業以来、六代･百
六十年有余年の間、香煎の老舗として愛されてま
いりました。伝統に培われた独自の技法により、
常に新しい嗜好を加味し、さらにおいしい菓子づ
くりを心がけております。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
〈限定200セット〉
福袋……………… … … … … 税込1,080円

B1F アメリカ村 甲賀流たこ焼き・焼きそば 蘂072-968-8805

創業40余年アメリカ村のランドマーク的存在。
ミシュランガイドビブグルマンに2年連続選出さ
れました、甲賀流が八尾市初上陸！フルーティな
ソースとオリジナルマヨネーズのハーモニーをぜ
ひご賞味くださいませ！

オープン特典
11/1㊌～7㊋
たこ焼きお買上げで
ステキなクーポン（最大100円引）進呈

B1F パティタイ菓子販売 蘂072-968-8950

パイ生地でできたサクサク食感のたい焼き。
一口で食べられるプチサイズと、食べ応えのある
BIGサイズの2種類あり、気分に合わせて選べます。
「あん」や「カスタード」、カラーたい焼きなど種類
も豊富。フランスのトリコロールカラーで統一され
た可愛い「たい焼きパティスリー」です。

沖縄と北海道の美味しいものを取り揃えて期間
限定で出店いたします。沖縄からはお土産人気
ナンバーワンのお菓子御殿「元祖紅芋タルト」な
ど。北海道からは定番の「とうきびチョコ」や北海
道カステラなど。多数取り揃えて、お客さまのお
越しをお待ちしております。

8F パウハナ
ハンバーグ 蘂072-920-7838

2005年八尾に町のレストランとして本店をオー
プンしました。ハンバーグ専門店として、あらびき
ハンバーグをメインとした豊富なメニューをご提
供いたします。南国風のおしゃれで清潔感のある
店内で、ゆっくりと非日常な空間をご家族でお楽
しみください。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
デミグラスハンバーグ 店頭表示価格より
100円引  税込950円

チーズフォンデュハンバーグ 店頭表示価格より
100円引  税込1,166円

パントリーは「食は愛（おいしいはうれしい）」をテーマに大切な「食」にこだわり、
お客さまに真に喜んでいただける「安全」「安心」な食品をご提供しております。

オープン特典

8F 知床漁場
北海道レストラン 蘂072-970-6670

あの知床漁場がついに八尾に登場！
北海道直送の新鮮な海の幸をお楽しみください！

オープン特典
11/1㊌～5㊐………………………………………
〈ランチタイム限定〉
海鮮丼 店頭表示価格より 500円引 税込980円 
〈ディナータイム限定〉
豪快造り盛り合わせ 店頭表示価格より  50%OFF

お食事のお子さまに
ドリンク（1杯）無料サービスB1F 懐石料理 佑和惣菜販売 蘂072-940-7227

八尾市で創業して22年。
主に日本料理をメインにした惣菜やお弁当を
販売しております。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
懐石弁当全品 店頭表示価格より
324円引
※1注文で10個までとなります。

B1F 阪急ベーカリーベーカリーショップ 蘂072-968-7550

阪急ベーカリーでは選べる美味しさ100円パン
をコンセプトに、お客さまに喜んでいただける
パンを、毎日約80種類店内で焼き上げご用意さ
せていただいております。
多くのお客さまのお越しをお待ちしております。

オープン特典
11/1㊌～3㊎㊗……………………………………
〈先着100名さま〉税込540円以上お買上げで
当店で人気の
ジャージークリームパン（1個）プレゼント

B1F 久世福商店食品物販 蘂072-968-9029 

8F 家族亭
和食・そば・うどん 蘂072-943-1700

美味しいおそばとだし料理が楽しめるお食事処。
そば･うどんのこだわりの味をご賞味ください。香
ばしい「米油」を使用した「さくっと」した食感の天
ぷらは揚げたてを提供し、併せて新鮮な食材を
用いた多彩なメニューでお子さまからそば通の
方まで満足していただけます。

オープン特典
11/1㊌～30㊍……………………………………
はなみずき ……………………… 税込1,188円

B1F ブールミッシュ洋菓子販売 蘂072-923-7111

ブールミッシュは1973年3月3日渋谷公園通りに
店舗を構えた、日本の本格的フランス菓子の草
分け的存在として知られています。
店主である吉田菊次郎が、フランス･パリで研鑽
した伝統的なフランス菓子を基本に新しい創作
菓子に挑戦しています。
「この美味しさを一日でも長く保てたら…」そんな
思いを胸にフランスの菓子職人達は香り高い焼
菓子を創り上げました。

オープン特典
11/1㊌～7㊋………………………………………
〈限定200個〉
福BOX…………………………… 税込1,080円
※なくなり次第終了いたします。

※なくなり次第終了いたします。

店内には、人気の久世福の万能だしやねばねば
昆布、調味料、珍味、お菓子、お酒など日本全国
から集めたおいしいものや、和風モダンな食器
や雑貨など、店内所狭しと並んでいます。
ぜひ一度お立ち寄りください。

オープン特典
11/1㊌～ …………………………………………

11/1㊌～5㊐ ……………………………………

〈限定300セット〉
オープン記念福袋1500 ……… 税込1,620円
〈限定100セット〉
オープン記念福袋3000 ……… 税込3,240円

11/1㊌ …………………………………………………………………………………………
〈限定100袋〉
パントリーオリジナル お楽しみ袋（1袋） ………………………… 税込1,080円
〈限定200パック〉
ヤスダヨーグルト バラエティセット（1袋）………………………  税込1,080円
11/2㊍ …………………………………………………………………………………………
〈限定100袋〉
アマノフーズ お味噌汁お楽しみ袋（1袋） ………………………税込1,080円

11/3㊎㊗ ………………………………………………………………………………………
〈限定100個〉
キャニオンスパイス レトルトカレーお楽しみ袋（1袋）……… 税込1,080円

その他にもお楽しみ袋ご用意しております。

和ジャム1個お買上げで もう1個プレゼント
11/1㊌～12㊐    人気の出汁セール！
万能だし･野菜だし･昆布だし
店頭表示価格より ……………………… 20%OFF

B1F パントリースーパーマーケット 蘂072-995-4020

B1F おきな昆布昆布･佃煮･惣菜 蘂072-923-3344 B1F 播彦和菓子 蘂072-996-0040

B1F 花屋敷洋菓子販売 蘂072-995-0303

B1F 御菓子司 三都屋菓舗和菓子 蘂072-995-3108

B1F 桃林堂菓子 蘂072-997-2650

B1F 菓匠 千鳥屋宗家和菓子製造販売 蘂072-925-6778 1F ビスキーカフェカフェ蘂072-968-8204

ビスキーはロンドンのスウィーツカフェで生まれた
と言われています。フワフワとした生地に軽くバタ
ー感のあるクリームでチョコやマシュマロを
挟みました。ケーキよりも軽く、タルトよりかわいい
ビスキー。イートインではビスキープレートで、お
客さまの好きなチョコやナッツなどを
選んで、自分だけの楽しいビスキーを作れます。

8F 横浜ドラゴン飯店
中華料理専門店蘂072-943-1235

香港･マレーシア･バリ島･ジャカルタなど、
海外経験豊かな本場の中華料理長からの
心を込めた手作り広東料理をご提供いたします。

オープン特典
11/1㊌～7㊋
ご飲食で
手作り焼売（2個） or 生ビール（1杯）
無料サービス

一度食べたら忘れられない新食感。
冷めてもしっとりふわふわのベビーカステラ。
プレゼント・ギフトにも最適。

8F 3Bステーキ&バーガー
ステーキレストラン 蘂072-975-6110

アメリカン肉バルのイメージで美味しい鉄板ステ
ーキや手作りハンバーガー、豚カツなど、お子さま
からお年寄りまで幅広く集客できるお店です。
お店の中には個室もあり、カップルや会社の飲
み会･女子会などにもご利用できる雰囲気です。

B1F 南北うまいもの合戦物産品（食品）蘂075-574-7675（事務所）

B1F 博多中唄明太子 

粒と味にこだわった、本当においしい明太子をでき
るだけ多くの方に、たくさん食べて頂くために、毎日
山盛りで販売しています。
新鮮なプチプチ感の明太子をご賞味くださいませ。

B1F 洋菓子 
IKKI-KASUTEIRA-

自分へのご褒美にも手土産にもぴったりな絶品スイーツがいっぱい！
優しい味わいの焼き菓子から、おしゃれな洋菓子まで、豊富なラインナップを取り揃えています。
ぜひこの機会にお越しください。

B1F 菓子販売 
TKイベントBOX

〈お1人さま1本限り〉
ガルシア･デ･ラクルス エキストラバージンオリーブオイル（916g･1本）…… 税込711円

〈お1人さま1本限り〉〈限定240本〉
旭ポンズ 旭ポンズ（360㎖･1本）……………………………………… 税込538円

B1F スイーツショップアマリア洋菓子 

楽天お取り寄せランキング1位を獲得した、禁断
のチーズケーキも販売！リピート率90パーセント
を越える人気商品です！
和菓子を取り扱う芦屋やまと庵では全国から人
気の和菓子が集結。熊本いきなり団子は一日
3000個を販売した逸品です。

カフェ
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