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ご成約の方に
ブーケ・ブートニアをプレゼント
（レンタルアートフラワー）

ご予約時
ご成約者に限り
レンタルブーケプレゼントご予約時

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

副院長/阪本光伸
ＩＳＯ9001：2015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

スカイダイニング＆バーラウンジ

トップサーティ

鮮魚・柚子・味噌の和食
梅田 個室 新和食たなごころ

詳細はホームページをご参照ください。 https://miselclinic.com/

ミセルクリニック 大阪梅田院 （医）白鵬会 阪本歯科矯正歯科
　　　　　　　　　　　　　大阪駅前マルビル診療所

●ヒアルロン酸注入（1本）49,800円（税別）
●プラセンタ注射（1回）1,000円（税別）
※上記治療は保険適用外・価格は標準的な費用です。
※予約時「シティリビングを見た」とおっしゃってください。

美容皮膚科・美容外科・形成外科 歯　科

TEL.0120-946-899  火～金10：00～21：00  土日祝10：00～19：00／月曜休診
※10月21日より営業時間が変更になりました TEL.06-6346-0301　月～土10：00～18：00／木日祝休診

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

海外旅行専門店の
エス・ティー・ワールドは、
旅好きスタッフばかりです。
ご旅行の相談、
お見積りだけでも大歓迎！！
お気軽にご来店
くださいませ！！

社会人の方で
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…
そんなお悩みを持つ方に
オススメの空間です。

アットホームなイーオン
梅田・大阪マルビル校なら
安心の担任制+振替制で
忙しいアナタも楽しく
しっかり上達！

ご予約時

個室有 2~42名様 飲み放題付き○+1,000円（2.5時間）

個室有 2~250名様 飲み放題付き

個室有 2~6名様 飲み放題付き

個室有 6~20名様 飲み放題付き○+ 2,000円

通常4.800円→4,500円（税込）
※現金払のみ　※12/24・12/25は除く ご予約時 通常9.000円→7,500円（税別）

上記ご注文のお客様に
グラス赤ワインをお一人様
1杯サービス（1組4杯まで）

ご来店時

お料理代金 10%OFF
※12/13～12/20は除く

お会計時

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

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。
https://tower.jp/site/memsp

前日までに要予約
全8品…季節の前菜5種・黒毛和牛サーロイン陶板焼・
旬の鮮魚5種・うなぎの磯揚げ・鴨ロース煮友地餡・鶏と
キノコの炊き込みごはん　など
■■■■■■■

牡  丹 
お一人様 7,000円（税込）

イタリアンコース 
お一人様 4,500円（税サ込）

～40名様　当日予約OK
全7品…前菜盛り合わせ・活けアワビ又は活け車海老2
尾・黒毛和牛ロース100ｇ又はフィレ80ｇ・ガーリックライ
ス・汁物・香物・本日のデザート・食後のお飲み物など　
黒毛和牛と活けアワビを堪能できるコース

黒毛和牛＆活けアワビのコース
和（Nagomi）
お一人様 11,495円（税サ込） 2～80名様 前日まで要予約

全10品…前菜4種盛合せ・紅ずわい蟹のバゲットピザ・
アクアパッツァ・生ハムのサラダ・豚とモッツァレラチーズ
のオーブン焼き・ボロネーゼスパゲッティ　など
■■■■■■■ フリードリンク 
生ビール・発泡酒・焼酎・ウイスキー・ハイボール・日本酒・
ワイン・カクテル60種・ソフトドリンク10種　など全70種

四川料理 御馥（イーフー）

アジアンダイニング

バリラックス 和食とお酒  豆 助 しゃぶしゃぶ会席・活魚料理 桂

2名様～　当日予約OK
全7品…シェフのオススメ季節のチャイナオードブル・選べるメイン料理
課〈A〉ふかひれ煮込みor〈B〉活け鮑の姿煮込み・北京ダック・大海老料
理・牛肉料理・炒飯・チャイナスイーツ など  質を重視したご褒美コース
■■■■■■■

謝恩A「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％）

寿司店　寿し  あや瀬  とんかつ居酒屋

とんかつ かつ里

イタリア大衆ワイン酒場

トリッペリア モツーダ
ナポリの食堂

アルバータ・アルバータ

 旬魚・串揚げ＆ワイン

串揚げ 咲くら

熟成肉グリル×バーボンパブ

ザ・エイジングハウス1795

長崎ちゃんぽん 皿うどん 関西の元祖

中央軒

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

雲海お造り盛合せ
お一人様 950円（税サ込）
それはまるで、雲の上に海が
浮かんでいるような、
不思議な玉手箱…
鮮度バツグンのお造り盛合せ！　

Short  490円（税別）
Tall     530円（税別）
ベルベットのような、
なめらかな味わいです。
コールド ブリュー コーヒーに
窒素ガスを加えることで、
まろやかな口あたりとクリーミーな
味わいが生まれます。

ウィメンズ
エル・エル・ビーン・ハイ・
パイル・フリース・プルオーバー

スターバックス®
ナイトロコールドブリューコーヒー

松阪牛のしゃぶしゃぶ（120ｇ）
お一人様 9,000円（税別）
「肉の芸術品」として世界から
高く評価されている
国産牛最高峰ブランド牛。

個 室 有

【赤煮込み】or
【白煮込み】どちらか 半額
※他サービス券併用不可 ※12/20～12/25は除く

おまかせ一万円コース
お一人様 10,000円（税別）
小鉢・蒸し物・おまかせ寿司・刺身・
焼き物などその日の店主の
おすすめのネタを提供致します。
※ご予算に応じたコースを用意いたします。
※おまかせコースは7,000円から承っております。

モツ―ダのイタリアンモツ煮込み 
お一人様 680円（税別）
店内に並ぶ2つの大鍋。
【赤煮込み】トリッパとマルチョウの
              旨辛トマト煮込み　または、
【白煮込み】アカセンの塩煮込み
どちらもおすすめです。 ※17：00からオーダー可

牡蠣フライとロースかつ定食
お一人様 1,237円（税抜）
広島県産牡蠣を使用した
牡蠣フライ2個と
ロースカツのセットです。

ハイパーナイフ3～4ヶ所→
リンパマッサージ→発汗
遠赤外線のヒートマットでデトックスし
ながら脂肪を分解しゆっくり癒されなが
ら痩身できる即効性大‼な
スペシャルコース。
ハイパーナイフは痛くもかゆくもなく温
かくて気持ち良い機械です。

ハイパークレンジング
90分
お一人様

12,000円（税別）

英会話おためし
レッスン5回

お一人様 9,900円（税別）
通常と同じレッスンを、おためしプライスで。

ご予約時

上記コースを電話予約で

25,000円（税別）通常27,000円→

ご予約時

ご来店時

TEL. 0120-64-4088 11：00～20：00
月曜日・火曜日（祝日は営業・翌水曜日振替）
（予約優先制）

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）

「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

●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

①何から始めていいかわからない人
②時間がない人 ③貯金がない人
上記のいずれか一つでも
当てはまればYASUNAGAへ♪ブライダルYASUNAGAセントアクアチャペル

B1F セントアクアチャペル ドレスサロン

アットホームウェディングプラン
10名様 267,200円（税別）

挙式（キリスト式・人前式）、
ウェディングドレス、タキシード、ヘアメイク、
ドレス小物、料理（フレンチコース）、飲み物、
会場費、控室、会場造花、フォト、介添料、他
※平日の場合15,000円割引き

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

うどん  花きり

ご来店時ご来店時
上記メニューをご注文の方

50円OFFまたは
トッピング1品サービス

ご来店時
上記メニューをご予約の方

お好きなトッピング1品
サービス

茹で餃子3個サービス

ご来店時
通常1,880円→1,580円（税込）
※他のサービス券併用OK！
※12/20～12/25は除く

TEL. 06-6442-4158
11：00～22：00

TEL. 06-6342-8885
11：00～22：30

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

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

豆富百珍  八かく庵

和食居酒屋  咲くら

インド料理  アショカ

鳥料理 むさし乃

黒毛和牛のとうふすきを楽しむ宴
お一人様 5,000円（税サ別）

スパッカコース
お一人様 4,500円（税別）

飲み放題付き個室有 5~18名様

個室有

飲み放題付き

2～30名様　前日夕方までに予約
全5品…前菜5種盛り合わせ・豆腐田楽2種・えび真丈とレ
ンコンの挟み揚げ・黒毛和牛のすき焼鍋・〆のうどん　など
■■■■■■■ フリードリンク …瓶ビール・焼酎・ハイボール・日本酒・ワ
イン・カクテル4種・ソフトドリンク4種

4～70名様　前日まで要予約
全9品…前菜盛り合わせ（5種）・シーザーサラダ・パスタ・フィッ
シュアンドチップス・ピザ・ステーキ（メイン）・デザート　など
宴会メニュー・大人数の対応可能です。貸切も30名様以上で応相談です。
■■■■■■■ フリードリンク …生ビール　など

TEL. 06-6346-6341
11：30～23：00

B2F
創業1960年、名古屋

名物

元祖台湾ラーメンで人
気の

「味仙」が関西に初
出店！！

本格派台湾料理がズ
ラリ！

辛さの裏に深みのある

味わい！  これこそ職人
芸！

台湾料理 味 仙（みせん）

TEL. 06-6343-047
0

11：30～14：00 17：00～
L.O.21：45

※変更となる場合がご
ざいます。

詳細は店舗へお問い
合わせください。

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

熟成ハラミのチーズソースがけ（150ｇ） 
お一人様 1,880円（税別）
こだわりの熟成肉に、熱々のチーズを目の前で
おかけ致します。肉の日として、2～9日＆29日
は特別価格で実施中！ですが、有効期間中は
いつでも特別価格にてご用意致します。
※17：00からオーダー可

チーズタッカルビスンドゥブ
ランチお一人様 1,260円（税込）
ランチタイムはごはん・ナムル・
デザートがセットでお得！！
※ディナータイムは1,560円（税込）となります。

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

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

たこ焼処  蛸之徹

飲み放題付き（90分）

お会計時

お会計時

シティリビングを見てご予約もしくはお会計時にお伝え頂くと
オリジナルソース360ｇ1本プレゼント

お料理代金 10%OFF
※12/13～12/30は除く

満足8品+飲み放題付3,900円コース
お一人様 3,900円（税込）
3～75名様　当日予約ＯＫ
全8品…とん平・蛸の彩り野菜サラダ・たこ焼・イカ豚玉・
ピザ風味焼・ポン酢焼うどん・そばめし・デザート盛り合せ
などとってもお得なコースです
■■■■■■■ 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7種・ソフトドリンク8種　など全30種

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

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. 06-6346-0681
月～金　１１：００～１6：００（L.O.１5：30）
　　　　１７：００～２2：3０（L.O.２２：００）
土日祝　１１：００～２２：００（L.O.２１：１５）

6名～80名様
全11品…カシューナッツ・サラダ・揚げ物2種（ベジタブルティッ
カ・ベジタブルパコラ）・タンドール2種（シークカバブ・タンドリー
チキン）・カレー3種（チキン・ベジ・キーマ）・ナン・ライス　など
■■■■■■■ フリードリンク …コース料理にプラス1,600円
生ビール・焼酎・ウイスキー・ハイボール・ワイン・カクテル
4種・ソフトドリンク6種　など全28種

飲み放題付き（90分）○+ 1,600円

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. 06-6131-5803
12：00～14：30/17：00～23：00

0120-52-1020
11：00～22：00（最終受付19：00）

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

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

TEL. 06-6225-8976
7：00～23：30

（電話受付9：00～21：00）

コンビニエンスストア FamilyMart レンタカー 日産レンタカー 占い 魔女の家 リラクゼーションサロン Yurulapis

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。

延長料金・
2時間無料
キャンペーン

中華まん・おでん各種

TEL.06-6442-8824
24時間営業　年中無休

TEL.06-6344-4123
8：00～20：00 年中無休

TEL.06-6341-4430
11：00～20：00 （不定休）

TEL.06-4796-4114
12：00～21：00（最終受付19：30）

中華まん：80円（税込）
おでん：120円（税込）
ファミリーマートでは
季節にあわせてさまざまな
商品を取り揃えております。
セールも随時開催中！
あなたとコンビに、
ファミリーマート

12時間利用のご予約のお客様
延長料金が
2時間無料

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
11：30～15：00（L.O.14：00）

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

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

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） 

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. 06-6345-4010
11：30～15：00（L.O.14：30）
17：00～23：30（L.O.22：30）

TEL. 06-6347-0015
17：00～24：00

TEL. 06-6341-9933
10：00～21：00 （不定休）

TEL. 06-6341-6150
7：00～23：00

TEL. 06-6343-4551
11：00～23：00 （不定休）

集まりやすい、帰りやすい 大阪マルビル 冬のハッピーニュース   忘年会・各種宴会・パーティーに

 フリードリンク …プラス2,000円（税サ別）
生ビール・瓶ビール・焼酎・ハイボール・日本酒・ワイン・
カクテル6種・ソフトドリンク4種　など全20種 

 フリードリンク …プラス1,000円（税込）
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・ソフトドリンク　など

前日までに要予約／現金払のみ　
全7品…蒸し鶏とアボカドの生春巻・鯖のタツタゴレン・バリラ
ックス特製サラダチャンプル・アヤムルンダン（鶏の煮込み）・
バクソ ジパングスタイル（肉団子のスープ）・ナシゴレン　など
■■■■■■■

1990年に行われたエベレスト国際平和登山
時に、USAチームが着用していた当社のフリー
スをベースにアップデート、復活させたシリーズ。
毛足の長いフリースを使用し、温かさをキープ
しながらも通気性の良いプルオーバーです。

忘年会ジャカルタプラン 
お一人様 4,800円（税サ込）

1点 11,000円（税別）～

 フリードリンク …生ビール・瓶ビール・ウイスキー・ハイボ
ール・カクテル18種・ソフトドリンク10種　など全42種
※一部内容変更がある場合もございます。

2019.
11.15［金］a12.25［水］

有効期間
※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。

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。

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。

ご来店時

ご予約時

お会計時

※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。  ✂

咲くらの刺身盛り合わせ七種
お一人様 1,280円（税別）
当日仕入れた鮮魚を
盛り合わせた、
咲くらの自慢の逸品。

サーダコース
お一人様 3,000円（税込）

定食は夜もございます
焼きとり定食
お一人様 980円（税別）
唐揚げ定食
エビ・カラアゲ定食
エビ・コロッケ定食
他、色々ございます。

ピリ辛辣ちゃんぽん
お一人様 980円（税込）
豚骨、魚介からでた濃厚な甘味と
豆板醤の辛味が重なり豊かな味わいに。
トレンド上昇中の辛くて旨い
ヤミツキ必至の逸品です。

すだちうどん
お一人様 700（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

料理長おまかせ10本コース
お一人様 2,300円（税別）
ワイン飲み放題60分
999円もつけられます。

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

ガ ー デ ン チ ャペ ル＆ブライダルサロ ンガ ー デ ン チ ャペ ル＆ブライダルサロ ン ブライダルプ ロデュースブライダルプ ロデュース

お得な情報が満載！

冬の共通
クーポン

PICK  UPPICK  UP

「落ちつきのある快適な空間を楽しめる」30F～1F レストラン「落ちつきのある快適な空間を楽しめる」30F～1F レストラン

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・スキルアップがそろう サービス ショップ楽しむ・オシャレ・スキルアップがそろう サービス ショップ

有効期間／ 2019.11.15［金］a12.25［水］ 有効期間／ 2019.11.15［金］a12.25［水］ 

駅ちかホテルに泊まって
関西旅行を楽しみましょう！

お得な宿泊プラン満載！
ご予約はホームページがおすすめ！！
https://www.osakadaiichi.co.jp

NEW OPEN!
関西初出店

※写真は全てイメージです。

ご予約時
上記コースを前日までにご予約の方
人気の「四川麻婆豆腐」をサービス
※12/21～12/25は除く

国産牛フィレ肉と
フォアグラのロッシーニ風 
お一人様 2,600円（税別）
12/21～25は除く

柔らかくジューシーな国産牛フィレ肉に
味噌漬けしたフォアグラをのせて・・・
仕上げは贅沢にトリュフの香り。
当店でしか味わえないロッシーニ風をどうぞ。

鉄板焼 リ  オ ジガーバー カーナバル

個室有 8~14名様

スーペリアトリプルルーム（一例）スーペリアツインルーム（一例） 朝食バイキング（イメージ）

大阪第一ホテル 客室  ●10F ～●29F ● 大阪（伊丹）空港リムジンバス発着
● ユニバーサルシティ駅へはJRで約10分 ヘブン（天国）コース

お一人様 27,000円（税別）
・どこのマッサージに行っても痛いだけ
・本当にゆるゆるに力が抜ける施術を
　受けたい
そう思っている方にオススメのコースです。
しっかりとカウンセリング時間を取り（10分程
度）、モミ返しのない安心の気持ちよさ。日本
でここだけにしかない「古武術式リラクゼー
ション」です。（約2時間）


