
※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※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。

※このラインより切り取ってご使用ください。 ✂

※写真は全てイメージです。

詳しくは裏面をご覧ください。 l

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（予約優先制）　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）

TEL. 0120-66-7400（予約優先制）
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）

セントアクアチャペル ブライダルYASUNAGA

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） 

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. 06-6346-1320
月～土 17：30～23：30（Food L.O.22：30 Drink L.O.23：00）
日・祝 17：30～22：00（Food L.O.21：00 Drink L.O.21：30）

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

TEL. 06-6346-1321
11：00～15：00（L.O.14：00）
17：00～22：00（L.O.21：00）

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

TEL. 06-6345-4010
11：30～15：00／17：00～23：30 個室有 2~20名様 飲み放題○+ 1,000円

個室有 6~20名様

個室有 10~14名様 個室有 2~6名様 飲み放題付き

8F

30F 8F

7F

3F 2F

7F

スカイダイニング＆バーラウンジ

トップサーティ

28F4・7F

四川料理 御馥（イーフー）

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 ジガーバー カーナバル

B1F

和食とお酒  豆 助 しゃぶしゃぶ会席・活魚料理 桂

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

下記マークの付いたお店でご利用頂けます。

大阪マルビル
初夏の共通クーポン

有効期限／2017.5.22㊊～6.30㊎

「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
上記のいずれか一つでも
当てはまればYASUNAGAへ♪

●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

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

P i c k  U p

ご来店時

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

お会計時 ご予約時

TOP30名物メニュー“溶岩石グリル”
旨肉3種の食べ比べ、
赤身肉の旨みや味わいの違いをお楽しみください。

鹿児島産のざき牛・ＵＳ産熟成牛・
フランス産シャロレー牛の
溶岩石グリル食べ比べ（各50g 計150g）
お一人様 2,400円（税別）

2～20名様
全７品…海鮮四種盛り・海老真丈湯葉まき・細魚天ぷら・穴子
の炊き込みご飯 など
■■■■■■ フリードリンク …プラス1,000円
生ビール・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・ソフトドリンク など全50種

百 合 ～ゆり～
お一人様 5,500円（税込）

2～80名様  前日までに要予約
夏にピッタリのスパイシーコース
全11品…フィッシュ＆チップス・ソーセージとカボチャのペンネグ
ラタン・タンドリーチキン・ビーフガーリックピラフ など
■■■■■■ フリードリンク …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20種・ソフトドリンク8種 など 全35種

リベルタコース
お一人様 4,500円（税込）

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。

トートバッグ
1個 3,900円（税別）～

オリジナルブレンドの茶葉から感じられる、豊か
なティーの風味が楽しめるミルクティーフレー
バーのフラペチーノ®。ホイップクリームの上に
は、はちみつや練乳を混ぜ込んだホワイトチョ
コレートをトッピング。
※販売期間：2017年8月８日（火）まで
※なくなり次第終了

クラシックティー クリーム フラペチーノ®
Tall 570円（税別）

2名様～　前日までに要予約
誕生日や記念日に！
シュワ泡のスパークリングからブーケサラダ！
活けアワビに黒毛和牛の鉄板焼！
メッセージを入れたホールケーキと写真のプレゼント付！
全9品…活けアワビ・国産黒毛和牛肉フィレ80g・ブーケサラ
ダ・ガーリックライス など

育～Hagukumi～
お一人様 10,800円（税込/サービス料別10％）

2名様～　前日までに要予約
全8品…季節薫る前菜オードブル・ふかひれスープ・北京ダッ
ク・大海老のマヨチリ炒め・四川麻婆豆腐・炒飯・オリジナル胡
麻揚げ団子・杏仁豆腐
※プラス2,000円で「ふかひれスープ」→「ふかひれ姿煮込み」
に変更可。

Pretty 限定女子会コース
お一人様 3,500円（税別）

ご予約時

ご予約時

お肉に合うグラスワイン（赤）
お一人様1杯サービス
※1組4名様まで

上記コースを飲み放題（＋1,000円）付で
ご予約の方

飲み放題グレードアップ

TEL. 06-6347-0015
17：00～24：00

3F
アジアンダイニング

バリラックス

個室有 2~250名様 飲み放題付き

2名様～　前日までに要予約
リゾート感あふれるビアガーデンプラン
全8品…焼き茄子とカジキマグロのゴイクン・タンドリーチキン・
夏野菜とアオリイカのサンバルマリネ チリマヨソース・バリラッ
クスオリジナルナシゴレン など 
■■■■■■ フリードリンク …生ビール・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

4名様～　前日までに要予約
季節食材「鮎・スズキ・タコ・鱧・そら豆」を使った「旬」を食べる
コースです。
全7品…造り三種盛・厳選豚しゃぶしゃぶ・鮎塩焼の八寸盛
り・手打ちうどん など 
■■■■■■ フリードリンク …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８種・ソフトドリンク8種 など全36種

夏ビアガーデンプラン ※5/27（土）～
お一人様 4,700円（税込）

ご予約時

個室有 4~80名様 飲み放題付き

ご予約時上記プランご予約の方
通常4,700円→4,500円（税込）
※クレジット会計不可・当日クーポン持参

上記コースご予約の方
通常6,000円→5,000円（税サ込）
さらに6名様以上で 幹事様1名様分無料
※金曜日を除く

個室有 4~44名様

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。

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％）

ご予約時
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

〈初夏の彩り〉鮎と厳選豚しゃぶしゃぶコース
お一人様 6,000円（税サ込）

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！

『落ちつきのある快適な空間を楽しめる』 30Ｆ～１Ｆレストラン

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

TEL. 06-6341-9933
10：00～21：00 （不定休）

TEL. 06-6343-4551
11：00～23：00 （不定休）

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

1F2F

家族挙式特別プラン
（10名挙式+会食） 210,168円（税込）

ご予約時
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

個室有 20~100名様

飲み放題付き

集まりやすい&帰りやすい大阪マルビル初夏のHAPPY NEWS集まりやすい&帰りやすい大阪マルビル初夏のHAPPY NEWS集まりやすい&帰りやすい大阪マルビル初夏のHAPPY NEWS 各種宴会・パーティーに  

お得な情報が満載！
各種宴会・パーティーに  

お得な情報が満載！
各種宴会・パーティーに  

お得な情報が満載！

有効期間

2017.5.22 ●月 a6.30 ●金

〒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

パーティプラン［ビュッフェA］
お一人様 6,700円（税サ込） 大阪第一ホテル 1F 新宴会場

2017年 9月

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 …ビール・ウイスキー・焼酎・烏龍茶・オレンジジュース
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※このラインより切り取ってご使用ください。 ✂

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

（L.O.22：30）

TEL. 06-6442-4158
11：00～22：00

TEL. 06-6342-8885
11：00～22：30

※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。

個室有 4~40名様 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

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

美容外科 湘南美容外科クリニック（医）白鵬会 阪本歯科 矯正歯科
　　　　　　　　　   大阪駅前マルビル診療所 【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）

B2F 和食居酒屋 咲くら 旬魚・串揚げ＆ワイン 咲くら
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

インド料理 アショカ 熟成肉グリル×バーボンパブ

ザ・エイジングハウス1795 磯魚料理  魚魚家（ととや）

鳥料理 むさし乃 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

2F 5F

1F B1F 占い 魔女の家レンタカー  日産レンタカー
メディケーション ヒーリング
お一人様 

18,000円（税別）
色々なリラクゼーションに行ったけど満足でき
なかった！！そんなあなたの疲れ、コリ、私たちに
お任せくださいませんか？古武術式のボ
ディーケアを中心とした全120分。業界歴
10年以上のスタッフのみが対応します。
肩や腰・脚の疲れの深～い所までゆるゆるに。

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

楽しむ・オシャレ・スキルアップが揃う サービス＆ショップ

歯 　 科 美 容 外 科

お会計時にこのクーポンを
ご提示ください。

ご来店時にこのクーポンを
ご提示ください。

西梅
田

スク
エア

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

TEL. 06-6348-2260
11：00～23：00 （不定休）

B1F 中古アナログレコードショップ キングコング

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

※6/19（月）休み

リラクゼーションサロン Yurulapis（ユルラピス）

TEL. 06-6341-4430
11：00～20：00 （不定休）

TEL. 06-6344-4123
8：00～22：00 年中無休

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

完全予約制

英会話スクール イーオン 大阪マルビル校 エステティック J RICH HOTEL SALON

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

海外旅行専門店 エス・ティー・ワールド

TEL. 06-6225-8976
7：00～23：30

（電話受付9：00～21：00）

2F3 F4 F10F 社会人のための有料自習室  自習室うめだ

TEL. 0800-111-1111
火～金 12：00～21：00
　土　 10：00～19：00
 （日・月・祝日休み）

ご来店時

お会計時

ご予約時

ご予約時

ご来店時

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！

ご予約時
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→

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

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 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

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

2名様～ 前日までに要予約
全7品…前菜盛り合わせ・お造り盛り合わせ・黒毛和牛と豚の肉
鍋・平打ち麺 など
■■■■■■ フリードリンク …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

黒毛和牛と豚の肉鍋を堪能する宴会コース
お一人様 5,000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。

サダーコース
お一人様  3,000円（税込）

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

四川担々麺
お一人様  870円（税込）

トマトの爽やかな酸味と
トムヤムのコクのある酸味が絶妙なスンドゥブです。
スンドゥブの辛さは6段階！！
スープのベースもお選びいただけます。

丸ごとトマトのトムヤムパクチースンドゥブ
お一人様 1,350円（税込）

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

飲み放題付き

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

ご来店時
スンドゥブご注文の方に
ソフトドリンク
お一人様1杯サービス

2～20名様 前日までに要予約
全15品…おまかせ串12品・季節の野菜サラダ・箸休め など
■■■■■■ フリードリンク …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

おまかせ串揚げ12品
お一人様 4,500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菜6種盛り合わせ・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
※季節によってメニュー内容は変更致します
■■■■■■ フリードリンク …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

歓送迎会【パブリックコース】
お一人様  4,000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

魚魚家（ととや）コース
お一人様 4,500円（税込）

風味豊かな味わいの練りゴマと
すっきりした辛味の純正ゴマラー油、
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。

すだちうどん
お一人様  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。

TEL. 06-6346-0681
11：00～22：00

TEL. 06-6346-6341
11：30～23：00

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

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

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

オムライス専門店 グルメロムレット 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

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

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

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 ディナータイム10％OFF

※クレジット不可

ご来店時 生細麺焼そば（2食入）
1グループに1箱プレゼント！

個室有 5~18名様 飲み放題付き

ご予約時 上記コースをご予約の方（当日クーポン持参）
通常5,076円→4,700円（税込）

個室有 25~32名様 飲み放題付き

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

B2F

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

飲み放題付き

3名様以上 前日までに要予約
全8品…サワラのエスカベッシュ・ちょこっとポテトサラダ・ポッカ
玉子・１２ヶ月熟成パルマ産生ハム・白魚と枝豆のトルティー
ジャ・ビアポテト・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 …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

グラシアコース
お一人様 2,980円（税込）

2～30名様　前日までに要予約
素材を堪能する「肉の重」と、旬の食材と豆富料理を豊かに盛り
込んだ「菜ノ重」の二段蒸し料理と飲み放題付のプラン
全5品…特濃豆乳の出来立て豆腐・前菜盛り合わせ・豆乳グラ
タン・吟醸蒸し二段重 など
■■■■■■ フリードリンク …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 など 全7種

八かく庵の吟醸蒸しコース（京都ぽーく）
お一人様 5,076円（税込）

鮎をじっくりオリーブオイルでコンフィにし
鮎の旨味を最大限に生かした一品です。

旬!!  鮎と旬野菜のペペロンチーノ
お一人様 1,480円（税別）

3～78名様 当日予約ＯＫ
ボリューム満点で満足して頂けるコースです。
全8品…とん平・蛸の彩り野菜サラダ・たこ焼（ノーマル）・イカ豚
玉・ピザ風味焼・ぽん酢焼うどん・そばめし・デザート盛り合わせ
■■■■■■ フリードリンク …生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・日本酒・カク
テル3種・ソフトドリンク8種 など全27種

8品＋飲み放題付宴会コース
お一人様 3,750円（税込）

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

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。

上記コースをご予約の方
通常18,000円→

12,000円（税別）

入学金全額無料

延長料金2時間
無料キャンペーン

お一人様  5,400円（税込）
リンパドレナージュ60分：
ヒートマット発汗15分→
           背面or上半身or下半身

オールハンドデトックス
リンパボディ 60分コース

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！

おためし英会話
レッスン10回

2時間の延長料金が
無 料

車両レンタル時に
クーポン提示して頂くと

家で勉強できない……
集中して勉強したい……
落ち着いて勉強したい……
そんな方に
おススメの空間です。

夏休みのご予定は

決まりましたか？

STWでは夏休みの

海外旅行のプランを

豊富にご用意しております!!

お早目にご相談くださいませ。

創業1975年。

倉庫には60～70年代の

オリジナル名盤から

80年代の音楽革命的

クラブミュージックが60万枚！

連日大量の追加を

続けています。

※6／19（月）はB2フロアは定休日

※写真は4名盛です。※写真は4名盛です。


