
2019.2.16 sat   5.12 sun

大阪市立美術館
 Osaka  City  Museum  of  Fine  Arts

夜景個室居酒屋
秋しぐれ

夜景個室ダイニング
星の奏（かなで）

地鶏専門個室
徳山

チーズタッカルビ×和食バル
肉の東郷

ハーブ最高峰ポール・シェリーボディコース
27,000円（税込）→3,980円（税込）！！
※完全予約制　※お1人様1回限り

ルーム料金 9：00～18：00→10%OFF！！
　　　　　18：00～5：00→50%OFF！！
フリータイム→5%OFF！！

カラオケ&パーティースペース
コート・ダジュール

アポロビル

エステティックサロン
縁（ゆかり）

10%OFF！！焼肉・しゃぶしゃぶ
民芸肉料理 はや

生ビール・チューハイどちらかサービス！！

5名様以上のコースをご予約された場合、
幹事1名様無料！

板前寿司・うまいもん屋
吾作亭

生ビール・チューハイどちらかサービス！！
鮮魚・炉端料理
吾作どん

中国茶サービス！！中華料理
楓林閣（ふうりんかく）

和風創作ダイニング
くいもの屋 わん

10%OFF！！（割引上限3,000円）

コンタクトレンズ・付属品
コンタクトのアイシティ
アポロ

全品10%OFF！！

20%OFF！！（割引上限5,000円）天王寺個室居酒屋
桜の門

10%OFF！！個室居酒屋
柚子や

ディナー：10%OFF！！
居酒屋
トライジン

※2名様からご利用可

※1グループ1回限り　※コース、飲み放題をご利用時、使用不可

※完全予約制

※お問い合わせください

※1枚で1グループご利用可

※ご飲食ご利用のお客様限定

速攻セルライト撃退コース（ボディー）60分
通常16,200円（税込）→3,000円（税込）！！

エステティックサロン
ブルー

※お会計は現金でお願いいたします

10%OFF！！（割引上限3,000円）個室居酒屋
魚民 ※食べ放題、飲み放題との併用不可

20％OFF！！（割引上限3,000円）
※金・土・祝前日は10%OFF（割引上限1,000円）

飲み放題1,280円（2オーダー制）
※金・土・祝前日は1,580円（2オーダー制）

店内全品500円OFF！！メガネ
メガネの愛眼 ※お買い上げ合計金額が2,000円（税込）以上限定

10%OFF！！ハンバーガーショップ
ロッテリア ※他のクーポンとの併用不可

※1,000円分ご利用のみ対象となります   ※1枚でお1人様1日どちらか1回限り

UFOキャッチャーワンモアサービスゲームセンター
タイトーFステーション

1.サービス対象のUFOキャッチャー1回無料！！
2.メダル貸出機貸出枚数2倍増量！！

ゲームセンター
セガワールドアポロ

カレー全品50円OFF！！

全品50円OFF！！ラーメン
熊五郎

カレーハウス
スパイシー 

10%OFF！！居酒屋
酔虎伝 

1ドリンクサービス！！（ハイボール・チューハイ）寿司割烹
寿司割烹 魚市

50円OFF！！そば茶屋
信州庵

10%OFF！！
個室ダイニング
本格炙り 海と大地
楽蔵うたげ

ランチ：100円OFF！！
ディナー：生ビールまたはソフトドリンク無料！！

カジュアルステーキハウス
厚切り牛タンとお肉  
ぶりあん

※17：00以降限定

※ご本人様のみ対象　※一部対象外あり

※1枚でお1人様1回限り

※チケットはご注文時にご提示ください

5%OFF！！ドラッグストア
ダイコクドラッグ ※10日・25日は使用不可　※他のクーポンとの併用不可

1. 50分以上の施術（新規の方）で、5分頭揉みほぐし無料！！
2. ペアでご利用の場合1,080円OFF！！

リラクゼーション
ラフィネ

店内全商品3%OFF！！（現金払い時）
買取金額（ブランド品・貴金属）15%UP！！

1.ブランド品、時計、宝石の販売、買取
2.切手、印紙、商品券、テレホンカードの買取
Brand City

※お1人様1日1回限り。対象外あり。他のクーポンとの併用不可
※コイン投入前に、スタッフへお申し付けください
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フェルメール展チケットサービスキャンペーン
フェルメール展チケットを下記の対象店舗でご提示いただくとお得な割引&サービスが受けられます。

開館時間／9：30～17：00 （入場は閉館の30分前まで）

休 館 日／2月18日（月） ・ 25日（月）、  3月4日（月） ・ 11日（月） ・ 18日（月）

大阪市立美術館

100円1プレイなら→100円2プレイ　500円6プレイなら→500円7プレイ

※他の割引等との併用不可

w w w.vermeer. jp /

w w w.vermeer. jp / フェルメール展

大阪
初上陸
手紙を書く女ヨハネス・フェルメール　≪手紙を書く女≫　1665年頃　油彩・カンヴァス　45×39.9　

ワシントン・ナショナル・ギャラリー　
National Gallery of Art, Washington, Gift of Harry Waldron Havemeyer and Horace 
Havemeyer, Jr., in memory of their father, Horace Havemeyer, 1962.10.1



大阪市立美術館
 Osaka  City  Museum  of  Fine  Arts

ルシアスビル

ランチ：150円OFF！！
ディナー：アラカルト10%OFF！！・月曜日15%OFF！！

イタリアンキッチン
あべのダイナー

ソフトドリンクサービス！！
※他のサービス券との併用不可

北の料理
北の家族

料理代金20%OFF！！（割引上限2,000円）

エステティックサロン
エステピアLADY

※他の割引との併用不可。ランチメニューを除く

フェイシャルコース・ボディコース体験
どちらか1回3,000円（税別）！！

トータルエステティックサロン
ガラシャ

※完全予約制　※1枚でお1人様1回限り

フィットネスクラブ
東急スポーツオアシス 
あべの24Plus

※食べ放題、飲み放題は不可。前売券は不可

※ご予約優先　※1枚でお1人様1回限り

会員制フィットネスクラブ1日体験利用1,500円（税別）！！

※フェルメール展鑑賞より1週間有効

10%OFF！！

脚痩せスリムコース体験 100分3,780円（税込）！！

イタリアン ファーストカジュアル
ラ・パウザ

夜景とフォンデュ
BOLERO ～ボレロ～

ファーストドリンクプレゼント！！もつ鍋
博多酒場 もつ蔵 ※他のクーポンや食べ飲み放題との併用不可

※当日券のみ有効

ヘア・ネイル・アイのメニュー1,080円OFF！！TOTAL BEAUTY SALON

AVANCE.CROSS

※1枚でお1人様1回限り

※1枚でお1人様1回限り

※他の割引との併用不可

※他の割引との併用不可

1ドリンクサービス！！
焼肉食べ放題
It’s大阪
～これが大阪流～

10%OFF！！信州そば処
そじ坊

各種定食・セット50円OFF！！元祖変わりかつ丼専門店
祭太鼓

5%OFF！！
明石焼・お好み焼
たこ八

単品メニューのみ8%OFF！！韓国料理
韓国ダイニング 李 ※食べ放題コースおよびドリンクメニューを除く

煮タマゴ・ライス・麺の大盛り、
どれか1品サービス！！

なにわ最強醤油らーめん
金久右衛門（きんぐえもん）

※1枚でお1人様1回限り

※前売券も可、当日券（鑑賞前も可）

5%OFF！！餃子専門店
石家餃子店

ランチ：100円OFF！！
ディナー：1ドリンクサービス！！

居酒屋
阿倍野肉食大衆酒場
肉ばんざい

ランチ：50円OFF！！
ディナー：生ビール1杯サービス！！

居酒屋
天ぷら海鮮と釜飯
米福

10%OFF！！
鮮魚・炉端料理
吾作どん

酒房
酒房 ワビスケ

10%OFF！！（ディナータイム14：00以降）串かつ屋
串かつ でんがな

※1枚でお1人様1回限り
各種定食50円OFF！！

※他の割引との併用不可　※1枚でお1人様1回限り

★フェルメール展チケットは半券でもご利用いただけます。

※祝前日・祝日除く　※割引上限5,000円

フルレンタル付（シューズ・タオル・バスタオル・Tシャツ・短パン・水着・ゴーグル）

16F B1F

15F

3F

2F

1F

ランチ：定食限定30円OFF！！
ディナー：10%OFF！！

焼鳥居酒屋
大衆焼き  とり元

※フェルメール展鑑賞当日のみ有効

ソフトドリンクサービス！！インドレストラン
神戸アールティー ※サービスドリンクの中からお選びいただけます

※フードご注文のお客様1枚でお1人様1回限り

コーヒー・紅茶（Hot、Ice）50円OFF！！
カフェ＆イタリアン料理
イタリアントマト
カフェJr. ※前売券も可

B1F

近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」、JR・Osaka Metro「天王寺駅」、阪堺電車上町線
「天王寺駅前駅」および「あべのハルカス」より徒歩すぐ
アポロビル・ルシアスビルはOsaka Metro「天王寺駅」⑭出口より地下連絡通路で
直結、または「大阪（伊丹）空港行バスのりば」下車すぐ
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A C C E S S  M A P

※本キャンペーンの内容は、主催者の都合により変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。 詳しくは「アポロ・ルシアス公式ホームページ」をご覧ください。 アポロルシアス

フェルメール展チケットを下記の対象店舗でご提示いただくとお得な割引&サービスが受けられます。

大
阪
市
立

美
術
館

公
園
入
口

※チケット1枚で、お1人様（または1グループ）1店舗につき、1回限りのサービスとさせて
いただきます。
※チケットは複数店舗でご利用いただけます。
※各店舗の割引やサービスの詳細は直接お問い合わせください。
※その他の割引やサービスとの併用はできません。一部割引やサービスの対象にならな
い場合がございます。
※対象店舗、割引やサービスの内容を予告なく変更または終了させていただく場合が
ございますので、予めご了承ください。

〒543-0063  大阪市天王寺区茶臼山町1丁目82番
TEL：06-4301-7285

〒545-0052  大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号
アポロビル
TEL：06-6633-0001
ルシアスビル
TEL：06-6649-2361（平日9：15～18：00）
あべのアポロシネマ
TEL：06-6649-1255


