
集まりやすい & 帰りやすい

大阪マルビル

春のHAPPY NEWS

ガーデンチャペル＆ブライダルサロン ブライダルプロデュース

2F

6F

2F

TEL.06-6346-0309
○営 11：00～15：00（L.O.14：30）
17：00～23：00（L.O.22：00）

1912年創業、アメリカ・アウトドアブ
ランドの日本国内最大級店舗。トート
バックやアパレル、靴、バックから寝袋
まで充実の品揃え。

衣装・メイク・挙式（小物含む）など一式を全て含んで9万円の
挙式プラン。梅田で独立型チャペル＆ガーデンウエディングが
叶う。挙式のみはもちろん、挙式後の会食も様々なコース内
容を取り揃えておりますので、ぜひとも相談を！　毎週土・日・
祝日には「シェフ特製料理試食つきのフェア」を開催。

TEL.06-6341-9933
○営 10：00～21：00 ○休 不定休

下記マークの付いたお店でご利用頂けます。
ご来店時に
このクーポンをご提示ください。

※有効期限以外の特典については各店の記事内に期日を記載しておりますのでご確認ください。
※切り取ってご持参ください。 ※一部店舗を除きます。 ※コピーしてご利用できます。
※大阪マルビル店のみでご利用できます。 ※他特典やサービスとの併用はできません。

TEL.06-6451-9039
○営 月～金 11：30～15：00/17：30～23：00
土日祝 11：00～15：00/17：00～23：00

TEL.06-6341-5860
○営 月～金 11：30～14：30/17：30～23：00
土日祝 11：30～14：30/17：00～23：00

TEL.06-4796-7388
○営 11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～23：00（L.O.22：00）

ランチからカフェ、ディナータイムまで『ホッと寛ぐ』 Ｂ２Ｆレストランフロア

タロットを中心に東洋占術、西洋占術を総合した
大阪で老舗の占いハウス！
欧米から輸入したタロット約100種も販売中。
TEL.06-6341-4430　○営 11：00～20：00  ○休 不定休

TEL. 06-6346-0301
○診 平日10：00～13：00・14：00～18：00／土曜 9：30～12：30／日祝休診

TEL.0120-64-4088（予約優先制）
○営 11：00～20：00
○休 毎週火曜日 第1・3/月曜日
第2・4/水曜日（祝日は営業）

ご成約の方に
フラワーシャワー
人数分プレゼント

個室有
15~100名様

飲み放題
付き

上記コースご予約の方
2,600円のコースにグラスワイン（712円）付で
通常3,312円→2,300円（税込）

個室有 14~24名様

30F
ランチ人気No.１「ランチコース」
お一人様  2,600円（税込）
2名様～ 前日までに要予約
全6品…アンティパスト/バゲット/パスタ/メイン（お魚
料理orお肉料理）/ドルチェ/コーヒーor紅茶
※ランチタイムのみのコースです。

上記バイキングご注文の方
お一人様100円（税込）OFF
平日（月～金）13時以降限定　※祝日除く
ゆったり時間制限なし（但し、混雑時は90分制）

上記コースご予約の方
乾杯用スパークリングワイン お一人様1杯サービス

お会計時に
このクーポンをご提示ください。

ご予約時に「HAPPY NEWSを見た」と
お申し込みの上、ご来店時にクーポンをご提示ください。

10,000円（税別）以上お買い上げで

10％OFF
※工賃・送料・カタログ通販等一部
除外品あり　※梅田店のみ有効

上記コースご予約の方
通常3,500円→

  2,800円（税別）TEL.06-6348-2260
○営 11：00～23：00 ○休 不定休

TEL.06-4796-4114
○営 11：30～22：00（最終受付21：30）

B1F 中古アナログレコードショップ キングコングB1F 占い 魔女の家 B2F リラクゼーションサロンYurulapis（ユルラピス）

まずは「おためし」から始めよう！
英会話おためしレッスン
全10回（1回50分）

19,800円（税別）

TEL.0800-111-1111
○営 月～金 12：00～21：00 土曜 10：00～19：00 ○休 日・祝

4/28（木）までに
本コースへ更新される方
        ご入学金無料 

新感覚ドライビング
キャンペーン（リーフ）
行きたい場所や充電スポットもその場で
オペレーターが検索そして設定してくれ
る便利な機能が付いた日産リーフ。日産
リーフがマーチクラス（P1）のレンタル
料金でお乗り頂けます。

TEL.06-6344-4123
○営 8：00～22：00 年中無休

TEL.06-6341-2358
○営 11：00～19：00 ○休 水曜日

1F

4・7F

レンタカー 日産レンタカー

通常10,260円（12時間基本料金）
　　　　　　  → 5,670円（税込）

4F 英会話スクール イーオン 大阪マルビル校 

セントアクアチャペル 28F ブライダルYASUNAGA

ゴールデンウィーク、
夏休みの旅行も随時受付中！！
エス・ティー・ワールドでは春旅SALEや
ゴールデンウィークキャンペーン、
出発間際のギリ割セールなど、
随時お得な情報を配信中！！
まずはご来店をお待ち致しております！！

TEL.06-4300-7654　○営 10：30～19：00 ○休 第3火曜日・年末年始

3F 海外旅行専門店 エス・ティー・ワールド
「コレクション展」
3/5（土）～3/27（日）
𠮷美画廊のコレクションの中から
油絵・版画・日本画の素晴らしい作品、
作家名と厳選して数多く展示します。
是非お楽しみにご来廊ください。

ヨーロッパやアメリカの買付廃盤の
販売もはじめています。
ビートルズのイタリア盤やジミ・ヘン
ドリックスのドイツ盤などの珍盤もい
ろいろとございます。また最近人気
のアメリカの70年代全般の音楽。70
年代ロック・フォーク・シンガーソング
ライターなどアメリカで集めたレ
コードも安価で販売しています。

「フット・リフレッシュ3０分」
お一人様 3,500円（税別）
ヒールや座りっぱなしで脚がむくむ・・・
冷える・・・そんなアナタにピッタリコース。
アロマの香りの足浴で足を温め血行促進。
足裏健康法で元気に。むくみケアしちゃおう！

2F 画廊 𠮷美画廊

家族挙式プラン 90,000円（税別）
（医）白鵬会 阪本歯科 大阪駅前マルビル診療所

歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科
歯周病・口臭治療・顎関節症の治療も行っています。

「大阪・歯周病」または「大阪・阪本歯科」検索

5F 美容外科 湘南美容外科クリニック
【レーザー脱毛】
両ワキ 5回 1,000円（税込）
VIO（ハイジニーナ）1回 14,580円（税込）
全身 6回 435,370円（税込）
手足スッキリ 6回 201,280円（税込）

【ボツリヌストキシン】  眉間 3,640円（税込）～
※【】内の治療は保険適用外・上記価格は標準的な
　費用です。症状や状態によって料金は異なります。

副院長/阪本光伸
ISO9001：2008取得 医療安全管理

院長/阪本貴司
日本歯周病学会認定 歯周病専門医

大阪第一ホテル宴会場 1F 大阪第一ホテル直営 レストランカラット
パーティプラン
2016．4/1（金）～2017．3/31（金）

ランチバイキング 11：30～15：00
平日（1.5時間）大人1,950円（税込）　土日祝（1.5時間）大人2,300円（税込）

ビュッフェ Aプラン
全8品/お一人様 6,700円（税サ込）
フリードリンク付・・・ビール/ウイスキー/焼酎/烏龍茶/オレンジジュース

歓迎会や懇親会などのパーティに。

アメリカングリルステーキやパルメザンチーズで仕上げる
桜えびの生パスタ＆リゾットなど。

TEL.06-6341-5123
○営 月～土7：00～22：00／日・祝7：00～21：30

お申し込みは、大阪第一ホテル宴会係
TEL.06-6346-0007 ※個室プランは除く

●ランチバイキング
　10％OFF

●ディナーバイキング
　5％OFF

春のディナーバイキング
2016．3/1（火）～5/31（火）まで  月～土17：30～21：30 日・祝17：00～21：00
平日（2時間）土日祝（1.5時間）大人 3,180円（税込） アルコール飲み放題 プラス1,600円（税込）

大阪第一ホテル  http：//www．osakadaiichi．co．jp/

1F
「アプリコット ハニー ソイ クリーム フラペチーノ®」（左）
Short・・・・・・ 500円（税抜） Tall・・・・・・・ 540円（税抜）
Grande・・・ 580円（税抜） Venti®・・・ 620円（税抜） 
豆乳にほんのりはちみつが香るアプリコットハニーソースとサク
サクしたクランチを混ぜ込んだフラペチーノ®。

「アプリコット ハニー ソイ ラテ®」 （右）
Short・・・・・・ 430円（税抜） Tall・・・・・・・ 470円（税抜）
Grande・・・ 510円（税抜） Venti®・・・ 550円（税抜） 
甘みとコクを感じる新しくなった豆乳と華やかな香りのアプリ
コットの味わいが合わさった季節限定ソイドリンク。

B1F
「メンバーズ特典」
毎週土曜日10,000円以上お買い上げ
のメンバーズのお客様はクーポンご提
示でポイント15倍！
「タワレシート」
毎月“0”と“5”が付く日は集めてお得な
魔法のレシートクーポン配布日♪
１枚でポイント8倍、2枚でポイント12倍、
3枚で10％OFF！
TEL.06-6343-4551
○営 11：00～23：00 ○休 不定休

イタリアンレストラン

パパミラノ

TEL.06-6346-0310
○営 月～土 17：30～24：00
日・祝 17:30～23：00

飲み放題付き

飲み放題○+ 1,000円

30F
“ちょっと食べたい”お腹も満足できる
「カジュアルプラン」
お一人様  4,000円（税サ込）
3名様～10名様 前日までに要予約
全11品…前菜5種/グリーンサラダ/ピッツァマルゲ
リータ/たけのこのフリット/グラタン/チキンロースト/
ピラフなど
フリードリンク付…生ビール/ハイボール/カクテル/ウ
イスキー/ワイン/焼酎/日本酒/ソフトドリンク など

「歓送迎会フィジープラン」
お一人様  5,500円（税込）
2名様～250名様 前日までに要予約
全8品・・・本日のシーフードのゴイクン/イイダコと野菜の
サンバル和え/フランス産BBCポークのブラックペッパー
ソース炒め/ナシゴレン アヤムチンチャンソースなど
フリードリンク付・・・ビール/焼酎（芋・麦）/ワイン（赤・白）/カク
テル18種/梅酒/シードル（リンゴのビール）/ソフトドリンク9種

「歓送迎会プラン」
お一人様  5,000円（税込）
3名様～30名様 前日までに要予約
全12品…牛リブロースのステーキ/サーモンの香草パ
ン粉焼き/桜海老とキャベツのペンネクリームグラタン/
フォアグラのコロッケなど
フリードリンク付・・・サントリープレミアムモルツ生/果
実酒/カクテル/ワイン/焼酎/ソフトドリンクなど

「〈平日限定〉 
　　　　サイコロステーキランチ」
お一人様  1,000円（税込）
牛サイコロステーキの鉄板焼120ｇ/
サラダ/三田米コシヒカリ/汁物

目の前で焼く牛サイコロステーキ。
本格鉄板焼のプロの技術を
お楽しみください。

ダイニングバー

トップサーティ

上記コースご予約の方
名物「四川麻婆豆腐」をサービス

個室有 6~20名様

個室有 2~40名様

8F
「謝恩特別 馥郁（フクイク）コース」
お一人様 5,500円（税別/サービス料別10％）
2名様～ 要予約【当日予約OK】
全7品・・・選べるメイン料理（Aふかひれ姿煮込み・B活け鮑の
姿煮込み）/北京ダック/大海老料理/お肉料理/デザート 他
※オプション（プラス1,500円）でツバメの巣のスープ追加OK
フリードリンク・・・プラス1,500円（税別）
瓶ビール/紹興酒/焼酎/ワイン/ソフトドリンク

四川料理

御 馥 （イーフー）

TEL.06-6345-4010
○営 11：30～15：00／17：00～23：30 個室有 2~40名様

8F
「牡丹 ～ぼたん～」
お一人様  7,000円（税込）
2名様～40名様  前日までに要予約
全7品…本日の海鮮鮮魚盛り合わせ/鯛の子旨煮/黒毛
和牛サーロイン陶板焼き/桜海老かき揚げなど
フリードリンク…プラス1,000円　ビール/酎ハイ/ウイス
キー/焼酎/日本酒/ワイン/ソフトドリンク/カクテル

鮮魚・柚子・味噌の和食
梅田 個室 新和食たなごころ

TEL.06-6346-1321
○営 月 ～ 金 11：30～14：30／17：30～22：00
土・日・祝 11：30～14：30／17：00～22：00

【極・絶品】
「米沢牛のしゃぶしゃぶ・すきやきコース」
お一人様 8,650円（税別/サービス料別10％）
2名様～ 要予約【当日予約OK】
全6品…先付/米沢牛の塩焼き/米沢牛しゃぶしゃぶ肉or
すきやき/野菜盛り合わせ/うどん/デザート
※17時以降のコースです

7F 鉄板焼

リ オ

個室有 3～6名様 飲み放題付き

飲み放題○+ 1,500円

7F ジガーバー

カーナバル

TEL.06-6347-0015
○営 17：00～24：00

上記コースご予約の方
通常5,500円→4,000円（税込）
※クレジットは不可

日本酒マリアージュ
（フリードリンクとは別の日本酒をお料理に
合わせてお1人様3杯）プレゼント

個室有 2~250名様 飲み放題付き

3F アジアンダイニング

バリラックス

TEL.06-6345-1208
○営 11：30～15：00／17：00～23：00

上記コースご予約の方
通常5,000円→4,000円（税込）

個室有 4~70名様 飲み放題付き

3F
「春の山海彩りコース」
お一人様  5,000円（税込）
4名様～ 前日までに要予約
全8品…（小鉢）菜の花お浸し/（前菜）空豆化粧揚げ/(お
造り）桜鯛・鮪・カンパチの三種盛り/（煮物）蓮根饅頭/
（揚物）海老変り揚げ・きす磯辺揚げ 他
フリードリンク付…ビール/日本酒/カクテル/焼酎/ソフ
トドリンク

和食とお酒

豆 助

TEL.06-6347-0710
○営 月 ～ 金 11：30～15：00／17：30～22：30
土・日・祝 11：30～15：00／17：00～22：00

上記コースご予約の方

10％OFF
個室有 4~44名様

2F しゃぶしゃぶ会席・活魚料理

桂

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時 ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時ご予約時

ご予約時

お会計時

お会計時

ご来店時

ご来店時

ご来店時

上記コース
ご注文の方10％OFFご来店時

ご来店時

B2F
「和惣菜バイキング付ランチ」
お一人様 1,000円（税込）～
メイン料理が選べる”旬の和惣菜バイキング”
デザート・コーヒーも食べ放題！飲み放題！
旬の野菜の和惣菜/蕎麦/炊きたて十六穀米/デザートなど
日替わり全20種類以上

和食居酒屋

咲くら B2F
「料理長おまかせコース」
料金目安 10品 1,900円（税別）
全25品・・・中トロまぐろカツ串/佐賀牛/
フォアグラとだし巻玉子など
※お客様のタイミングでストップして頂くシステムです。
※ディナータイムのコースです。

旬魚・串揚げ＆ワイン

咲くら

上記コースご予約の方
飲み放題（通常120分）を30分延長

B2F
「東京純豆腐宴会コース」
お一人様 3,600円（税込）
2名様～  前日まで要予約
全9品・・・チーズトッポギ/サラダ/スンドゥブ/チャプチェなど
フリードリンク付・・・メニュー全種（ボトルは除く）

韓国料理スンドゥブ専門店

東京純豆腐（とうきょう  スンドゥブ）

TEL.06-6346-0333
○営 月～土 11：30～15：30/17：00～22：30
日・祝 11：30～15：30/17：00～22：00

TEL.06-6344-3061
○営 11：30～15：00  17：00～23：00（L.O.22：30）

TEL.06-6458-0888
○営 月 ～ 金 11：30～14：15 17：30～23：00
土・日・祝 11：30～14：15 17：00～23：00

TEL.06-6344-8755
○営 月～金 12：00～14：00/16：00～23：00
   土    12：00～23：00 日・祝 12：00～22：30

TEL.06-6442-4158
○営 11：00～22：00

TEL.06-6342-8885
○営 11：00～22：30

B2F
「むさし乃コース」
お一人様 2,600円（税別）
地鶏一羽の各部分を串にしたコースです。

鳥料理

むさし乃 B2F
「ピリ辛ちゃんぽん」
900円（税込）
豚骨・魚介から出た濃厚な旨味と
豆板醤の辛味が重なり豊かな味わいに。
野菜もたっぷり取れるので
女性の方にも大人気の辛くて旨い
ヤミツキ必至の逸品です。

長崎ちゃんぽん 皿うどん 関西の元祖

中央軒

上記メニューをご注文の方

100円OFFまたは
トッピング1品サービス

B2F
「すだちうどん」
680円（税込）
茹でたての鮮度の高い麺を生醤油で！
花きり自慢のメニューです。
うどん本来の味をご賞味ください。

うどん

花きり

TEL.06-6343-6608
○営 11：00～15：00/17：00～22：00

TEL.06-6345-0301
○営 月～土 11：00～22：30 日・祝 11：00～22：00

上記コースご予約の方
     通常5,000円→4,000円（税込）

個室有 5~18名様 飲み放題付き 個室有 25~30名様 飲み放題付き

B2F
「牛すき焼小鍋とローストビーフを
　　    楽しむ懐石〈煌～kirameki～〉」
お一人様 5,000円（税込）
2名様～  前日までに要予約
全8品・・・前菜/湯葉豆富/豆富田楽/牛すき焼小鍋/
ローストビーフのサラダ仕立てなど ※出来立ておぼろ豆富（おかわり自由）付
フリードリンク付・・・瓶ビール/焼酎/梅酒/果実酒/ウイスキー/日本酒/ソフトドリンク

豆富百珍

八かく庵

上記コースご予約の方
マッコリボトルをグループに
1本プレゼント ※マッコリは当日利用です

B2F
「７品＋飲み放題付コース」
お一人様 3,280円（税込）
3名様～75名様  要予約【当日予約OK】
全7品・・・とん平焼/たこ焼/豚玉/ピザ風味焼/ポン酢
焼うどん/そばめし/ひと口デザート
フリードリンク付・・・生中/酎ハイ/カクテル/焼酎/酒類
/ソフトドリンク

たこ焼き処

蛸之徹

B2F
「サーダコース」
お一人様 3,000円（税込）
6名様～ 前日までに要予約
全10品・・・炭火焼肉料理2種/カレー4種/サラダ/ナン
/サフランライス など
フリードリンク・・・
プラス1,300円～1,600円（税込）（90分）
ビール/ワイン/ウイスキー/焼酎/ソフトドリンクなど

インド料理

アショカ

上記コースを
ご予約の方

通常4,300円→

4,000円（税込）
飲み放題付き

飲み放題付き

B2F
「春のパブリックコース」お一人様4,300円（税込）
自家製ベーコン・生ハム・ローストビーフを楽しめる
前菜とがっつり牛肉（リブロース）が楽しめるコース
3名様～ 前日までに要予約
オードブルプラッター/アスパラ豚巻きフライ/お肉と一緒に
さっぱりグリーンサラダ/肉屋のがっつりリブロースのグリル
/サルサミートソースのドリア
フリードリンク付・・・プレミアムモルツ生ビール/ジムビームハ
イボール/角ハイボール/ワイン赤白/カクテル/ソフトドリンク
※17時以降のコースです。

熟成肉グリル×バーボンパブ

ザ・エイジングハウス1795 B2F
「魚魚家コース」お一人様 4,500円（税込）
2名～8名様 前日までに要予約
全7品・・・付出し/野趣盛り/旬魚の煮付け/野菜の煮合
せ/本日の鮮魚唐揚げ/名物！魚飯/デザート
（仕入れにより内容を変更する場合があります。）
フリードリンク・・・プラス1,500円（税込）
生ビール/日本酒/焼酎/ワイン/チューハイ/ソフトドリンク

磯魚料理

魚魚家（ととや）

TEL.06-6346-0681
○営 11：00～22：00

TEL.06-6341-3800
○営 11：30～15：00／17：00～23：00

TEL.06-6346-6341
○営 11：30～23：00

B2F
「ドリアえびとアスパラ」Sサイズ
908円（税別）
人気のオムライスをチーズで焼いた
あつあつメニューです。

オムライス専門店

グルメロムレット

飲み放題付き 飲み放題○+ 1,080円

飲み放題○+ 1,500円飲み放題○+1,300円～1,600円

B2F
「春のパーティプラン飲み放題付」
お一人様 3,800円（税込）
2名様～前日まで要予約
ワイワイ気軽に楽しむならスペインバル「マルデボッカ」
もちろんパーティ使いもできます。
フリードリンク付・・・生ビール/赤白ワイン/ハイボール
/カクテル各種/ソフトドリンク各種

スパニッシュバル

Mar de Boca（マル デ ボッカ） B2F
「女子会プラン」（ディナータイムのみ）
お一人様 2,500円（税込）
4名様～前日までに要予約
全6品・・・乾杯ドリンク（フリードリンクより）/前菜盛り
（4種）/サラダ/パスタ（2種）/ピザ/ドルチェ/コーヒー
or紅茶 ※パスタ（2種）とピザはメニューよりチョイス
いただけます。一部除外あり。
フリードリンク・・・プラス1,080円（税込）

ナポリの食堂

アルバータ・アルバータ

TEL.0120-66-7400
（予約優先制）

○営 土・日・祝 11：00～20：00
月 ～ 金 13：00～20：00

○休 火曜日
（祝日は営業・翌日振替）

検 索

詳細はホームページをご参照ください。
http：//www．sbc-osaka．com
院長/加藤周 医師/齋藤浩一/兼井陽子
TEL. 0120-5489-91
湘南美容外科クリニックプロデュース
ルネッサンスクリニック
http：//www．rs-clinic．com
TEL. 0120-5489-84
○診 10：00～19：00（完全予約制）

ご来店時

お会計時

ご予約時

藤井勉作「涼」6号

上記コースご予約の方
乾杯のスパークリングワインをサービス

2016.3/18㊎～4/28㊍

『都心の眺望や快適な空間を楽しめる』 ３０Ｆ～１Ｆレストラン

楽しむ・オシャレ・スキルアップが揃う サービス＆ショップ

販売期間：2016年3月16日（水）～4月12日（火）まで
※なくなり次第終了です。

TEL.06-6346-1320
○営 月～土 17：30～23：30 日・祝 17：30～22：00

TEL.06-6456-4515
○営 11：30～15：00（L.O.14：30）
月 ～ 金 17：00～22：30（L.O.21：30） 
土・日・祝 17：00～22：00（L.O.21：00）

〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20  アクセス／JR「大阪駅」、地下鉄・阪急線・阪神線「梅田駅」地下直結
ホームページ／http://www.marubiru.com

①何から始めていいかわからない人
②1.5次会のパーティ
③会費制の結婚式

左記のいずれか一つでも
当てはまればYASUNAGAへ♪

「貯金0円」でも結婚式＆披露宴
・先立った費用の準備がいらない・ご祝儀の範囲内でできるプラン
・会場・衣装・挙式スタイルを自由に選べる

2016
3.18㊎ a
  4.28㊍

掲載有効期間お得な情報が満載！

春の共通クーポン

※

こ
の
ラ
イ
ン
よ
り
切
り
取
っ
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 ✂

※

こ
の
ラ
イ
ン
よ
り
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て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。 ✂

大阪マルビル

3月1日
 NEW OPEN！

2月 Re
newal OPEN！

TEL. 06-6343-8489
○営 月 ～ 金11：30～15：00（L.O.14：30）

17：00～23：00（L.O.22：30）
土・日・祝11：30～23：00

（L.O.22：30）

「オールハンドデトックス
　　   リンパボディ90分コース」
お一人様 5,400円（税込）
ヒートマット発汗15分→
背面マッサージ（脚裏・お尻・背中）+
前面1ケ所（脚裏orお腹orデコルテ）

B2F 中華そば・台湾まぜ麺 ダイキ麺 10F エステティック J RICH HOTEL SALON

TEL. 0120-52-1020
○営 11：00～22：00
（最終受付21：00）完全予約制

上記コースご予約の方
ヒートマット中のヘッドリフレッシュ
10分無料
  　　プレゼント

有効期限  

歓送迎会・懇談会、パーティーに

歯　科 美容外科

※割引上限1グループに
　つき5,400円

ご来店時

TEL.06-6341-6150 ○営 7：00～26：00（翌AM2：00まで）

上記コースご注文の方
生ビール・瓶ビール・カクテル・果実酒・
ワイン・ハイボール・ソフトドリンクのい
ずれか
お一人様につき
1ドリンクサービス

ひと口食べたら“クセ”になる、
モチっと平太麺の「台湾まぜ麺」の
お店がNEW OPEN！
卓上調味料で好みの辛さにアレンジ！
●台湾まぜ麺・・・・・・・ 800円（税込）
●台湾ラーメン・・・・・・ 800円（税込）
●醤油中華そば・・・・・ 750円（税込）
●塩中華そば・・・・・・・ 750円（税込）
●白飯＆唐揚げ（2個）のセット
・・・・・・・・・・・プラス200円（税込）

個室プラン
有り

ソフトドリンク
飲み放題付き

※2016.12/1～
       2017.1/31は除く


