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集まりやすい&帰りやすい大阪マルビル 春のHAPPY NEWS

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。

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

ご予約時

お会計時

ご来店時

2F 1F

2F 5F

B1F

2～20名様 前日まで要予約
全15品…おまかせ串12品・季節の野菜サラダ・箸休め・
海苔茶漬け など
フリードリンク●付 …瓶ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・
日本酒・ワイン・カクテル5種・ソフトドリンク など

2名様～ 前日までに要予約
全10品…豚と春野菜のセイロ蒸し・気仙沼カツオのタタ
キ・塩蒸し空豆の茶碗蒸し など
フリードリンク●付 …瓶ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・
日本酒・ワイン・ソフトドリンク など全20種

個室有 5~18名様 飲み放題付き

120分飲み放題付き

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

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（リジェノックス）】
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

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
10：00～19：00（完全予約制）

とうきょうスンドゥブ
韓国料理スンドゥブ専門店 東京純豆腐

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
坦々麺
870円（税込）
風味豊かな練りゴマと、すっきりとした辛味の純
正ごまラー油、なめらかな自家製麺が自慢の白湯
スープに溶け合います。
トレンド上昇中のやみつき必至の逸品です。

長崎ちゃんぽん 皿うどん 関西の元祖 中央軒 うどん  花きり

新鮮な卵を使ったシンプルな
オムライスからチーズをのせて
天火で焼き上げた創作オムライスなど
様々なオムライスを味わえる専門店

カレー台湾ラーメン（ミニメシ付き）
お一人様 800円（税込）
中辛のカレースープに
数種のスパイスを入れ込んだ
独自のスープが抜群のカレーラーメンです

オムライス専門店 グルメロムレット

2名様～　当日予約ＯＫ
全8品…スモークサーモンのカルパッチョ・ちょこっとポテト
サラダ・ポッカ玉子・１２ヶ月熟成パルマ産プロシュート・スパ
ニッシュおでん・揚げたてポテトチップス・選べるアヒージョ 
バゲット付き・シーフードパエリア など マルボッカの人気商
品がすべて食べられる！
フリードリンク●付 …ザ プレミアムモルツ・ウイスキー・ハイ
ボール・サングリア・ワイン・カクテル・ソフトドリンク６種 など

スパニッシュバル

マルデボッカ
ナポリの食堂

アルバータ・アルバータ

7品＋飲み放題付宴会コース
お一人様 3,280円（税込）
3～75名 当日予約ＯＫ
4名様につきたこ焼き3人前となります。フリードリンクはラス
トオーダー90分の2時間制
全7品…たこ焼き・豚玉・ピザ風味焼・とん平・そばめし・ぽ
ん酢焼うどん・一口デザート など
フリードリンク●付 …生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・日
本酒・カクテル7種・ソフトドリンク7種 など

中華そば・台湾まぜ麺 ダイキ麺 豆富百珍 八かく庵 たこ焼き処 蛸之徹

※有効期間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。

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

2名様～ 前日まで要予約
全7品…前菜3種・チョレギサラダ・サムギョプサル・スンドゥブ など
フリードリンク●付 …生ビール・麦焼酎・芋焼酎・ウイスキー・
ハイボール・赤ワイン・白ワイン・カクテル20種・ソフトドリン
ク15種 など全メニュー

個室有 25~30名様

飲み放題付き

歯　科 美容外科

TEL. 06-6344-4123
8：00～22：00 年中無休

夏までに痩せたい方必見！ヒートマッ
ト１5分→下半身or上半身or背面を
PRセルで脂肪ケア→脚裏or脚表
orお腹orデコルテをリンパドレナー
ジュ※初回の方は2時間半必要で
す（カウンセリングのため）

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

TEL. 0120-52-1020
11：00～22：00（最終受付19：00）

おためし英会話レッスン
10回

19,800円（税別）
イーオンの通常レッスン10回を
19,800円の特別価格でご受講
頂けます！

TEL. 0800-111-1111
月～金 12：00～21：00
 土    10：00～19：00

（日・祝休み／4月から日・月・祝休み）

海外旅行の専門店
エス・ティー・ワールドでは、
ゴールデンウィークはもち
ろん、夏休みのご旅行など
も随時受付中です。人気
のある方面や出発日はす
ぐに埋まってしまいます。早
期割引商品などもございま
すので、是非、お早めのご
計画をおススメいたします。
ご来店お待ちしております！！

TEL. 06-4300-7654
10：30～19：00 （第3火曜日休み）

通常 3,500円→1500円
キャンペーン開催期間
3/17～4/28

TEL. 06-6225-8976
7：00～23：30（電話受付9：00～21：00）

※写真は全てイメージです。

TEL. 0120-66-7400
土・日・祝 11：00～20：00　月～金 13：00～20：00
火曜日休み（祝日は営業・翌日振替）（予約優先制）

28F ブライダルYASUNAGA

サンシャイン マンダリン マンゴー ティー（ホット）
short  430円（税抜）～
色鮮やかでバランスのとれた味わいのユースベリー®
ティーにマンダリンとマンゴーを合わせた華やかさとフ
ルーツ感のあるホットドリンク。マンダリンの爽やかな果
汁と食感も楽しめます。

サンシャイン マンダリン マンゴー ティー フラペチーノ® 
Tall 570円（税抜）
マンダリンの爽やかな風味とマンゴーの濃厚な味わい
が混ざり合った、フルーツ感たっぷりのベースにミルク、
ティー、ココナッツミルクを加えクリーミーに仕上げたフ
ラペチーノ®。
※販売期間：2017年3月15日（水）～4月12日（水）
※なくなり次第終了

トートバッグ
お一人様1個 3,900円（税別）～
1944年氷の塊を運ぶためのバックとし
て発売されて以来品質にこだわり続けて
きたトートバックは丈夫な24オンスのキャ
ンバス地を使用しています。

約20万枚、400坪のフロア面積で
両・質ともに大規模のタワーレコー
ド梅田大阪マルビル店

タワーレコードメンバーズ限定
お得なクーポン配信中♪

詳細はホームページをご覧ください。
http://tower.jp/site/memsp

B2F 和食居酒屋 咲くら B2F B2F

B2F B2F B2F

B2F B2F B2F

B2F B2F B2F

旬魚・串揚げ＆ワイン 咲くら

6F
大阪第一ホテル
宴会場

TEL. 06-6346-0007
お申し込みは大阪第一ホテル宴会係

上記コースご予約の方

名物「四川麻婆豆腐」を
サービス

上記プランご予約の方

通常5,500円→4,500円（税込）
クレジット会計不可

ご来店時
乾杯スパークリングワイン
（グラス）
お一人様1杯サービス

ご来店時
スパークリングワイン（グラス）
お一人様1杯サービス
（1組4名様まで）

お会計時
7,000円以上お買い上げで

5％OFF
※他のクーポンと併用不可

上記コースご予約の方

10%OFF
※割引上限1グループにつき5,400円

「貯金0円」でも結婚式＆披露宴
貯金額で考える無理のない3つのコース

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

●貯金額「0～50万円」コース
●貯金額「50～100万円」コース
●貯金額「100万円以上」コース

春の共通
クーポン
春の共通
クーポン
春の共通
クーポン

大阪マルビル 下記マークの付いたお店でご利用頂けます。

（医）白鵬会 阪本歯科 矯正歯科
　　　　　　　 大阪駅前マルビル診療所
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

エステティック J RICH HOTEL SALON 英会話スクール イーオン 大阪マルビル校 海外旅行専門店 エス・ティー・ワールド 社会人のための有料自習室  自習室うめだ
完全予約制

TEL. 06-6341-5860
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
11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～23：00（L.O.22：00）

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

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

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

TEL. 06-6458-0888
11：30～14：30（L.O.14：00）
17：00～23：00（L.O.22：00）

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

TEL. 06-6344-3061
11：30～15：00／17：00～23：00

（Food L.O.22：00／Drink L.O.22：30）

TEL. 06-6442-4158
11：00～22：00

TEL. 06-6342-8885
11：00～22：30

TEL. 06-6346-0681
11：00～22：00

TEL. 06-6346-6341
11：30～23：00

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

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

TEL. 06-6343-8489
11：30～22：30（L.O.22：00）

上記のいずれか一つでも
当てはまればYASUNAGAへ♪

10F 4F 3F 2F

1F B1F B1F B2F

パーティプラン［ビュッフェA］
お一人様 6,700円（税サ込）  20名様～ 7日前までに要予約  
全15品…ローストビーフ・白身魚の白ワイン蒸し・コールドミート盛り合せ・バジル
ソーセージ など
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

ご来店時にこのクーポンを
ご提示ください。

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。

楽しむ・オシャレ・スキルアップが揃う サービス＆ショップPick  Up

2名様～  当日ご予約OK
全７品…季節薫る前菜オードブル・選べるメイン料理〈A〉
ふかひれ姿煮込みｏｒ〈Ｂ〉活け鮑の姿煮込み・北京ダック・
大海老料理・お肉料理・炒飯・デザート など
※オプション1500円で「ツバメの巣スープ」お付けできます。

2名様～ 当日ご予約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

2名様～  当日ご予約OK（14：00まで）
全７品…季節のスープ・前菜盛り合わせ・お好きなパス
タ・メイン料理・パン・食後のデザート＆ドリンク付き
お好きなパスタやメイン料理をお選び頂けるプリフィック
ススタイルのディナーコースです。

四川料理 御馥（イーフー）スカイダイニング＆バーラウンジ

トップサーティ

TEL. 06-6456-4515
11：30～14：30（L.O.14：00）

月 ～ 金 17：00～22：30（L.O.21：30） 
土・日・祝 17：00～22：00（L.O.21：00）

TEL. 06-6346-0310
月～土 17：00～24：00（Food L.O.23：00/Drink L.O.23：30） 
日・祝 17：00～23：00（Food L.O.22：00/Drink L.O.22：30） 個室有 6~20名様 飲み放題○+ 2,000円

しゃぶしゃぶ会席・活魚料理 桂

TEL. 06-6347-0710
月 ～ 金 11：30～15：00／17：30～22：30
土・日・祝 11：30～15：00／17：00～22：00 個室有 4~44名様

8F30F

TEL. 06-6345-4010
11：30～15：00／17：00～23：30

TEL. 06-6346-1321
11：00～15：00（L.O14：00）
17：00～22：00（L.O21：00）

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

2～40名様 前日まで要予約
全７品…前菜・造里・焚物・焼き物・揚げ物・食事・甘味
など
フリードリンク●付…生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボー
ル・日本酒・ワイン・カクテル・ソフトドリンク  など

今が旬の宮崎県食材を使用したコースです。宮崎牛に
奥日向サーモンなど、春限定の鉄板コースです。

鮮魚・柚子・味噌の和食
梅田 個室 新和食たなごころ 鉄板焼 リオ

個室有 2~40名様 個室有 10~14名様

8F 7F

2～30名様  前日までに要予約
全11品…ボローニャソーセージ・蛸とインゲンのジェノ
ベーゼ・鰆のカルピオーネ・北海道産モッツァレラチーズ
とトマトのカプレーゼ・鯛のカルパッチョ ボタルガ風味・
ハーブ香るチキンのフリット・牛肉ステーキ オニオンソー
ス・ちりめんじゃこと菜花のバゲットピザ・アスパラガスと
小柱のペンネグラタン など
フリードリンク●付 …生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボー
ル・日本酒・ワイン・カクテル12種・ソフトドリンク6種 など

ジガーバー カーナバル

個室有 2~6名様 飲み放題付き

7F

2F

前日までに要予約
全8品…菜の花とホタルイカのゴイクン・スティックルンピ
ア・スペアリブの煮込み　タイスキ風・シーフードのグリー
ンドライカレー など
フリードリンク●付 …生ビール・瓶ビール・焼酎・ウイスキー・
ハイボール・ワイン・カクテル１８種・ソフトドリンク9種 など

アジアンダイニング

バリラックス 和食とお酒 豆助

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

TEL. 06-6347-0015
17：00～24：00 個室有 2~250名様 飲み放題付き

飲み放題付き

3F 3F

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

TEL. 06-6348-2260
11：00～23：00 （不定休）

TEL. 06-6341-4430
11：00～20：00 （不定休）

TEL. 06-6341-9933
10：00～21：00 （不定休）

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

TEL. 06-6343-4551
11：00～23：00 （不定休）

90分飲み放題付き

個室有 4~40名様 飲み放題付き

飲み放題○+ 1,500円90分飲み放題○+ 1,300円・○+ 1,600円

90分飲み放題付き

飲み放題付き

インド料理 アショカ
歓送迎会【パブリックコース】
お一人様 4,000円（税込）
3名様以上 前日までに要予約
全6品…12か月熟成生ハムなど前6種菜盛り合わせ・フラ
イドチキン＆フライドポテト・クレソン＆水菜のサラダ・キャベ
ツの甘さとカレーのスパイス感じるホットドッグ・ハンギングテ
ンダー（牛ハラミ）のグリル・自家製スモークベーコンと松の
実のペペロンチーノ ※17時以降のコース
フリードリンク●付 …プレミアムモルツ生ビール・ウイスキー・ハ
イボール・ワイン・カクテル8種・ソフトドリンク4種

熟成肉グリル×バーボンパブ

ザ・エイジングハウス1795
魚魚家（ととや）コース
お一人様 4,500円（税込）
2名～9名様 前日までに要予約
全7品…野趣盛り・鮮魚の唐揚げ・旬魚の煮付・魚飯 など
旬の魚を堪能して頂けるコースです
フリードリンク（+1,500円）…生ビール・焼酎・ウイスキー・
ハイボール・日本酒・ワイン・カクテル・ソフトドリンク5種 な
ど

磯魚料理  魚魚家（ととや）B2F B2F B2F

2名様～　前日までに要予約
全8品…出来立ておぼろ豆腐（おかわり自由）・豆富田楽・
ローストビーフサラダ仕立て・海老と野菜の天ぷら など
フリードリンク●付 …瓶ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・
日本酒・ソフトドリンク3種 など

ヴェスビオコース
お一人様 4,000円（税サ込）
4～60名 前日までに要予約
全8品…前菜盛合せ・パスタ・ピザ・メイン など
気軽に本格イタリアンディナーコースをお楽しみいただけ
ます。 ※17時以降のコース
フリードリンク●付 …生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・
ワイン・カクテル・ソフトドリンク など全30種

お得な情報が満載！

『落ちつきのある快適な空間を楽しめる』 30Ｆ～１Ｆレストラン

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

1 台 7,290円（税込）
電気自動車リーフを
通常￥12,960のところ
PI（マーチ）料金にて
ご案内致します（別途保険代）。

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。

アナログレコードから
Tシャツ・パンフレットなど
音楽雑貨
１点1,200円（税込）程度

オールジャンルの中古アナログレ
コード専門店です。店頭でも買い取
りをします。買い取りはアナログレ
コードだけでなくCDもOK。買取の
お値段はすぐ計算してお支払いし
ます。店頭での買い取り商品だけで
なく、アメリカ村の大型本店からも
選び抜いた商品を毎日追加！
最新の入荷商品のチェックはすぐ
できます。

フット・リフレッシュ3０分
お一人様 5,000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！

ご来店時
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

ご来店時
お食事ご注文の方 お一人様につき
ソフトドリンク1杯
プレゼント

ご来店時

上記コースをご注文の方
生ビール・瓶ビール・チューハイ・
カクテル・果実酒・ワイン・ハイボール・
ソフトドリンク
お一人様につき

1ドリンクサービス

ご予約時
上記コースをご予約の方

通常5,120円→4,000円（税込）

ご予約時
飲み放題通常2時間を
3時間に延長（金・祝前日除く） ご予約時

飲み放題付き

ご予約時
飲み放題に
スパークリングワインを
追加サービス

上記コースご予約の方

10％OFF

ご予約時
上記コースを
ご予約の方

通常5,000円→

   3,500円（税別）

ご予約時

お会計時
コース利用の女性のお客様1組1箱
蛸之徹オリジナル焼そば（持ち帰り用）プレゼント!
※4名様以上のグループとさせていただきます。

初回レッスンと同じ月に
通常コースへの更新で
通常32,400円→

入学金全額無料
ご予約時 ヒートマット中

ヘッドリフレッシュを
10分無料プレゼント！

ご来店時

2,000円割引き
（他の割引きと併用不可）

有効期間
2017

3/17㊎～4/28㊎

4・7F 必要なものは☆お料理・お飲み物・会話☆そ
んなシンプル派な方にオススメ！！大阪マルビ
ル内の緑溢れるガーデン付き独立型チャペ
ル！「親しい親族に喜んでもらいたい」そんな
方にお勧めのおもてなしのお料理もゲストか
ら大好評♪ ※土日祝日は16,200円アップ。

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

セントアクアチャペル

ご予約時
ご成約の方に
ウェルカムドリンクをプレゼント！

家族挙式特別プラン（10名挙式+会食）

210,168円（税込）
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﹇
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春のHAPPY NEWS 有効期間

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

歓送迎
会

懇親会
Partyに

！
お好きなパスタ、メイン料理が選べる
ディナーコース「ラファエロ」

謝恩特別・馥郁（フクイク）コース

お一人様 4,000円（税別）
お一人様 5,500円（税別）

百 合 ～ゆり～
お一人様 6,500円（税込）

シェフおすすめ
恵（ＭＥＧＵＭＩ）コース
お一人様 10,584円（税込/サービス料別10％）

リベルタ
お一人様 4,500円（税サ込）

歓送迎会 フィジープラン
お一人様5,500円（税込）

合鴨の自然薯とろろ鍋
お一人様 1,880円（税込/サービス料別10％）
旨味たっぷりの
とろろ和風だしが合鴨と野菜に
しっかりからんだ絶品鍋

米沢牛のしゃぶしゃぶ・すき焼きコース
お一人様 9,500円（税込/サービス料別10％）

おまかせ串揚げ12品
お一人様  4,500円（税込）

豚と春野菜のセイロ蒸しや
気仙沼カツオタタキを堪能する宴会コース
お一人様  4,000円（税込）

東京純豆腐 宴会コース
お一人様 3,500円（税込）

サダーコース
お一人様 3,000円（税込）
前日までに要予約
全11品…タンドリーチキン・Mix野菜カレー・シークカバブ・ 
ナン など
フリードリンク(+1,300円・+1,600円)
1,600円コースはカクテルの種類が豊富になっています。

グラシアコース
お一人様 2,980円（税込）

牛すき焼き小鍋とローストビーフを
楽しむ宴会プラン「煌～きらめき」
お一人様 5,120円（税込）

脂肪ケア ＰＲセル＆
リンパドレナージュ90分
全 額  8,640円（税込）

春の登録料
2,000円ＯＦＦ
キャンペーン

電気自動車リーフを
PI料金で！

新規で
月極めコースを

ご契約の方に登録料

※このラインより切り取ってご使用ください。  ✂※このラインより切り取ってご使用ください。  ✂

個室有 20~100名様 飲み放題付き

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。


