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２０２１年３月１２日
近鉄不動産株式会社

７周年を迎えたハルカス３００（展望台）はイベント盛りだくさん！
虹色の傘で空を彩る「レインボーアンブレラスカイ」（３月２０日～５月９日）
天空でキャンプ気分が味わえる「食べるで↑BBQ」（４月２６日～１０月２４日）
日本一高いビル、あべのハルカスの展望台「ハルカス３００」は、２０２１年３月７日（日）にグランド
オープンから７周年を迎えました。ハルカス３００ではさまざまな感染予防対策を講じながら営業しており
ますが、この度、屋外空間である５８階「天空庭園」で次のイベントを開催いたします。
３月２０日（土・祝）から７周年にちなんで「７色」の傘で空を彩る「レインボーアンブレラスカイ ｉｎ
ＨＡＲＵＫＡＳ３００」を開催いたします。本イベントでは、５８階「天空庭園」の一角に７色のカラフル
な約２００本の傘で彩られた「虹色の空」が登場し、地上約３００ｍからの絶景と「虹色の空」が織りなす
特別な空間をお楽しみいただけます。
なお、ハルカス３００では３月７日（日）から、新プロジェクションマッピング「ハルカストーン物語」
を上映しており、夜間はプロジェクションマッピングとのコラボレーションもご覧いただけます。
また、４月２６日（月）からは「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ 」を開始いたします。
例年、地上約３００ｍからの絶景を望みながら都会の中で楽しむバーベキューとしてご好評いただいてお
りますが、本年はファミリーやグループ・カップルのお客さまにこれまで以上にお楽しみいただきたい想い
から、人工芝を敷き、テーブルやイス、バーベキューコンロの一部をリニューアルするなど、よりアウトド
ア感をお楽しみいただける内容となっております。
７周年にちなみ７種類の味付けやトッピングを楽しんでいただける「クリスピーピザ」や、お子さまも気
軽にご参加いただけるよう、バンズやパティを焼いてオリジナルのハンバーガーを作ることができる「KIDS
BBQセット」など、お客さまご自身で作っていただく「体験型メニュー」なども取り入れ「食べる楽しみ」
だけではなく「作る楽しみ」も体感していただけると考えております。
さらに、７周年記念企画として、４月１７日（土）の営業時間外の夜間に、通常では味わうことができな
い特別な「時間」と「楽しみ方」を提供する人数限定の特別営業を実施いたします。
本特別営業では、６０階「天上回廊」のガラス面沿いに、通常営業では禁止となっている飲食が可能なス
ペースを設け、ソファーやカウンターテーブルを設置するほか、５８階「天空庭園」では人工芝とビーズク
ッションを設置し、その場でお酒やおつまみを味わいながら満天の夜空と眼下に広がる夜景を望み、贅沢に
展望台をご堪能いただけます。
なお、本特別営業はスタンダードプランとヘリポートツアー付きプランの２プランを販売いたします。
詳細は別紙のとおりです。

【「レインボーアンブレラスカイ」イメージ】

【「ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ」イメージ】

１

別紙
『レインボーアンブレラスカイ ｉｎ ＨＡＲＵＫＡＳ３００』の詳細について
１．設置期間

２．実施場所
３．実施内容

２０２１年３月２０日（土・祝）～５月９日（日）
※荒天時等、やむを得ない理由により、予告なく中断する可能性がございます。
予めご了承ください。
ハルカス３００（展望台）５８階「天空庭園」
５８階「天空庭園」の一角に７色の傘（約２００本）が頭上に彩られ「虹色の空」を
演出するイベントです。
晴天時はもちろん、雨天時もカラフルな傘が床のウッドデッキに反射し幻想的な空間と
なるほか、夜間はプロジェクションマッピングとのコラボレーションをご覧いただける
など、SNS映えする空間として、天候や時間帯によってさまざまな雰囲気をお楽しみい
ただけます。

『ハルカスでソラメシ 食べるで↑BBQ 』の詳細について
（Ⅰ）概 要
１．開催期間
２．営業時間

３．開催場所
４．座 席 数
５．予約方法

６．予約開始日

２０２１年４月２６日（月）～１０月２４日（日）
平 日：１６：００～２２：００
土日祝：１１：３０～２２：００
（ラストオーダーはそれぞれ２１：３０）
※営業時間は、事前の予告なく変更する場合がございます。
また、政府や自治体の要請等により営業時間を変更する場合がございます。
最新の営業情報はハルカス３００（展望台）公式HPをご確認ください。
ハルカス３００（展望台）５８階「天空庭園」
５８席（スタンダードプラン４６席 プレミアムプラン１２席）
予約サイトからのWeb予約または電話予約
（ハルカス３００（展望台）公式HPから予約サイトへ）
予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/skygarden300/reserve
T E L：０６－４３９９－９１８１
２０２１年３月１３日（土）１４：００～
※ご利用日の６０日前の同日からご予約いただけます。
３月１３日（土）の予約開始時点で、４月２６日（月）から５月１３日（木）までの
ご予約が可能です。

（Ⅱ）メニュー詳細
名 称

①気分上々！5種のお肉のスタンダードプラン

②極上体験！厚切り肉プレミアムプラン

（1卓２～６名様）

（1卓４～６名様 ※最大１２名様）

６，５００円（税込）
＋１，０００円で食べ放題

８，８００円（税込）

イメージ写真

金 額
（大人料金）
共 通

ハルカス３００（展望台）入場料込み

予 約

事前予約制（①は２名様から、②は４名様から受付）

座 席

①５８階南側座席「テーブル席」(７卓)および南側窓側席「カウンター席」(２卓)
②５８階西側座席「プレミアム席」(２卓)

２

①スタンダードプラン
（1卓２～６名様）

名 称

メインメニュー

②プレミアムプラン
（1卓４～６名様 ※最大１２名様）

〇前菜
・枝豆 ・塩だれキャベツ
・クリスピーフライドポテト
〇BBQセット
・牛ハラミ ・豚バラ ・豚肩ロース
・塩だれチキン
・チキン＆ポークウインナー
・焼き野菜
（エリンギ・パプリカ・コーン）
・レインボークリスピーピザ
〇〆
・冷やしぶっかけうどん
〇デザート
・スティックパイン

〇前菜
・枝豆 ・塩だれキャベツ
・Victoryフライドポテト
〇BBQセット
・ブラックアンガス ・ポークカラー
・ソルトソースチキン
・カラカウワソーセージ
・カラフル野菜串 ・有頭海老
・姿イカ ・ディップチーズ
・レインボートルティーヤセット
〇〆
・冷やしぶっかけうどん
〇デザート
・クラフトアイス

〇KIDS BBQセット 850円（税込・入場料別途）
※ワンドリンク付き
・ミニハンバーグ
・ミニバーガーバンズ
・スライスチーズ
・ケチャップ マヨネーズ
・クリスピーポテト ・ウインナー
・コーン
・ブロッコリー
・かき氷
【KIDS BBQセットイメージ】
※本メニューは10歳のお子様までご利用いただけます。

お子様限定
メニュー

飲み放題・座席ともに１２０分制

ドリンク

（ビール・ハイボール・各種サワー・カクテルなど、飲み放題メニューより選択）

※食材の仕入れ状況等により、メニュー内容は変更となる場合がございます。

（Ⅲ）当日受付限定！飲み放題プランについて
予約不要で楽しめる、ハルカス３００入場料込みのお得な飲み放題プランもご用意しております。
さくっと楽しみたい、ゆっくり楽しみたい、その日の気分に合わせて２つのプランからお選びください。
名 称

さく飲みセット（３０分飲み放題）

べろ飲みセット（６０分飲み放題）

金 額

２，８００円（税込）

３，５００円（税込）

おつまみ

・だし巻き卵 ・枝豆 ・スモーク鴨
・しば漬けポテトサラダ 計４品

（チーズスティックまたはガーリックシュリンプ）

左記４品＋串物１品 計５品

共 通

ハルカス３００（展望台）入場料込み

販売場所

１６階チケットカウンター

※食材の仕入れ状況等により、おつまみの内容は変更となる場合がございます。

『７周年記念企画！特別営業』の詳細について
１．実

施

日

２．特別営業時間

３．場

所

２０２１年４月１７日（土）
※政府や自治体の要請等により、ハルカス３００（展望台）および「ＳＫＹ ＧＡＲＤ
ＥＮ ３００」の営業時間を変更する場合がございます。
その場合、本イベントを中止または延期する場合があります。予めご了承ください。
２２：００～２４：００
※「スタンダードプラン」については、自由に入退場可
※「ヘリポートツアー付きプラン」については、
ヘリポートツアーのご利用手続きの関係上、２２：００に
ご入場ください。退場については自由。
ハルカス３００（展望台）全フロア
３

「軽食（おつまみ）９種」

４．特別入場券（プラン内容）
プラン名

スタンダードプラン

ヘリポートツアー付きプラン

販売価格

８，０００円（税込）

９，０００円（税込）

販売枚数

限定３５枚

限定１５枚

プラン内容

チケット販売
開始日時
共通事項
５．その他

・フリードリンク（アルコールドリンク含む）
・軽食（おつまみ）９点
・ソファー、カウンターテーブル、
ビーズクッション等をご利用いただけます。

・左記に加え、普段は行くことのできない時
間帯にヘリポートツアーをお楽しみいただ
けます。

２０２１年３月１９日（金）９：００～
※ハルカス３００ＨＰにて販売いたします。先着順。売切れ次第販売終了。
・２０歳以上の方のご利用に限ります。
・軽食（おつまみ）９種およびフリードリンクの提供は２３：３０まで。
・雨天や強風等で、「ヘリポートツアー付きプラン」のお客さまがヘリポートに上がれなかっ
た場合には当日に１，０００円を返金いたします。
・「ヘリポートツアー付きプラン」は、ヘリポートへの移動に階段等の段差がありますので、
ご自身で階段を上ることが困難な方や車椅子のお客さまはご利用いただけません。
・「ＳＨＯＰ ＨＡＲＵＫＡＳ ３００」は営業終了しております。
「ＳＫＹ ＧＡＲＤＥＮ ３００」での軽食（おつまみ）９点およびフリードリンクの提供は
２３：３０までとなります。
・新型コロナウイルス感染防止の観点から、ご入場時にはサーモグラフィーによる検温、館内
でのマスクの着用をお願いしております。

【フロアマップ

配置図】

６０階「天上回廊」

カウンターテーブル

ソファー

５８階「天空庭園」

人工芝・ビーズクッション

※ソファー・カウンターテーブル・ビーズクッションの配置数は実際とは異なる場合があります。
予めご了承ください。
４

参考
新・プロジェクションマッピング
『ハルカストーン物語』の上映について
１．実施期間
２．上映時間
３．実施場所

４．実施内容

２０２１年３月７日（日）～６月３０日（水）
※特別営業や悪天候、その他やむを得ない理由により休止する場合がございます。
日没後～営業終了１０分前まで
ハルカス３００（展望台）
６０階「天上回廊」北東角床面 （プロローグ）
北側ガラス面（オリジナルストーリー 約８分間）
５８階「天空庭園」ツインタワー（インタラクティブコンテンツ）
６０階「天上回廊」のガラス面では、展望台公式キャラクターである『あべのべあ』
が大阪の街を旅するオリジナルストーリーをお楽しみいただき、５８階「天空庭園」
のツインタワーでは、物語に出てくる不思議な光る石「ハルカストーン」を実際に手
に取り、投影された映像世界で遊ぶインタラクティブ型コンテンツをお楽しみいただ
けます。詳しくはハルカス３００（展望台）ＨＰをご覧ください。
https://www.abenoharukas-300.jp/observatory/harukastone/

【北東角床面 プロローグ】

【ツインタワー インタラクティブコンテンツ】

７周年記念限定商品の販売について（金額は全て税込）
〇５８階「SKY GARDEN 300」

レインボーホイップソーダ
７７７円

おた福大鶏排（ダージーパイ）
８８８円

めで鯛茶漬け
１,１７７円

〇５９階「SHOP HARUKAS 300」
各種７周年記念商品詳細
【商品名】
クリアファイル
ダブルリングノート
パネルキーホルダー
缶マグネット（2個入）
ポストカード
記念メダル

七福パック（７点入り）
７７７円

各種７周年記念商品
５

【価格】
308円
440円
495円
462円
132円
600円

