
2019年2月14日

「フェルメール展」PR事務局

大阪市立美術館の周辺施設が、展覧会を盛り上げる！

特別展「フェルメール展」タイアップ企画のご紹介
～コラボグルメの提供や優待サービスをはじめ、様々な企画を展開～

大阪市立美術館では、2月16日（土）より特別展「フェルメール展」を開催します。

つきましては、飲食店でのコラボグルメの提供や優待サービス、小学生向けスタンプラリーなど、様々なタイ

アップ企画をご紹介します。

概要は、以下の通りです。

店舗名 アフタヌーンティー・ティールーム

タイアップ実施店舗 高島屋大阪店、ホワイティうめだ、京阪モール、阪急うめだ本店、天王寺ミオ、グ

ランフロント大阪、くずはモール、千里阪急

メニュー名・価格 「フェルメール展」コラボレーション アフタヌーンティーセット

税込1660円

内容 8種類のスイーツの中から、お好みのスイーツ３品＋お好みのお茶付き のセット。

※ご注文の方にフェルメール展限定のポストカードをプレゼント（無くなり次第終了）

販売期間 1月29日（火）～3月4日（月）14:00～Last Order

※グランフロント大阪のみ10：00～Last Order

営業時間 各店舗によって異なります

「フェルメール展」コラボレーション アフタヌーンティーセット

報道関係各位

①アフタヌーンティー・ティールーム

実施期間

1/29（火）～

3/4（月）

1.美術館近隣の飲食店や商業施設で、展覧会にちなんだコラボメニュー登場。また、対象店舗にて本展の
観覧券を提示いただくと、割引や優待などを受けることができます。

2.小学生を対象にしたスタンプラリーを開催。フェルメール展会場ほか、近隣施設でスタンプを押印する
とプレゼント（先着限定）が貰えます。



店舗名 éo（エ・オ）＜エ・オ ベルナール・ロ

ワゾー・スィニャテュール＞

メニュー名・価格 フェルメール展 期間限定コース

税込8,000円

内容 アミューズブッシュ、前菜、スー

プ、短時間で仕上げた神戸牛の

ロースト、砂漠の薔薇（デザー

ト）、コーヒー、パン、小菓子

販売期間 2月16日（土）～4月2日（火）

営業時間 11:00～（L.O.14:30）

17:30～（L.O.21:30）

éo（エ・オ）＜エ・オベルナール・ロワゾー・スィニャテュール＞

フェルメール展期間限定コース
税込8,000円

②あべのハルカス近鉄本店

PASTA HOUSE AWkitchen
（上）ムール貝のワイン蒸し 税込961円

（下）ダブルチーズのマルゲリータ 税込1,274円

店舗名 PASTA HOUSE Awkitchen

メニュー名・価格 ①ムール貝のワイン蒸し（税込

961円）、②ダブルチーズのマル

ゲリータ（税込1,274円）

内容 フェルメールの故郷・オランダに

ちなみ、名産のムール貝とチーズ

を使ったメニューをご用意します。

販売期間 2月16日（土）～4月2日（火）

営業時間 11:00～（L.O.15:00）

17:00～（L.O.22:00）

●各階喫茶では、鑑賞券（半券）提示で割引や優待サービス（第一弾／2月16日～4月2日に実施）をご用意。

割引対象店舗名 サービス内容

パンケーキデイズ パンケーキとドリンクのセット100円引き

UCCカフェプラザ ご飲食代金10%OFF

キーフェル コーヒー カフェ ル パン ご飲食代金10%OFF

神戸凮月堂 フードメニューご注文で、ミニあんみつをサービス

フォルマ帝塚山 ケーキセットまたはサンドウィッチご注文で、アイスクリームをサービス

丸福珈琲店 「ドリップ珈琲」1袋サービス（店内でご飲食の方のみ）

カフェ モロゾフ セットメニュー100円引き（モーニングは除く）

カフェ ソラーレ Tsumugi ご飲食代金5%OFF

クレバー コーヒー 1953 お一人様50円引き

あべのハルカスダイニングでは、フェルメールにちなんだメニューをご用意。

その他、あべの市場食堂でも割引やサービスをご用意！



③アポロビル・ルシアスビル

割引対象店舗名 サービス内容

ア

ポ

ロ

ビ

ル

[B2F] カレーハウス スパイシー カレー全品50円引き ※ご本人様のみ対象

[B2F] 居酒屋 酔虎伝 10%OFF

[1F] ハンバーガーショップ ロッテリア 10%OFF（増量キャンペーン・半額の商品は対象外）

[6F] 居酒屋 トライジン ディナー：10%OFF

[7F] コンタクトのアイシティ アポロ 全品10%OFF

[7F] エステティックサロン 縁（ゆかり）
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

[11F] 焼肉・しゃぶしゃぶ 民芸肉料理 はや 10%OFF ※お会計は現金でお願いいたします

[12F] 個室居酒屋 魚民 10%OFF （割引き上限3,000円）※食べ放題・飲み放題は不可

ル

シ

ア

ス

ビ

ル

[B1F] 韓国料理 韓国ダイニング 李 単品メニューのみ8%OFF

[B1F] 酒房 ワビスケ 各種定食50円OFF

[B1F] なにわ最強醤油らーめん 金久右衛門 煮タマゴ・ライス・麺の大盛り、どれか1品サービス

[B1F] 信州そば処 そじ坊 10%OFF ※他の割引との併用不可

[B1F] インドレストラン 神戸アールティー
ソフトドリンクサービス
※サービスドリンクの中からお選び頂けます
※フードご注文のお客様1枚でお1人様1回限り

[B1F] カフェ＆イタリアン料理 イタリアントマトカフェJr. コーヒー・紅茶（Hot,Ice）50円OFF!!

[1F] イタリアン・ファーストカジュアル ラ・パウザ 10%OFF ※食べ放題・飲み放題は不可

[2F] トータルエステティックサロン ガラシャ 脚痩せスリムコース体験 100分3,780円（税込）!!
※ご予約優先 ※1枚でお1人様1回限り

アポロビル：計31店舗、ルシアスビル：計24店舗、あべのアポロシネマでお得なサービス実施！

「フェルメール展」半券提示で割引サービス

×
フェルメール展

半券提示で割引サービス
56店舗で実施！

アポロビル・ルシアスビル4階にある映画館
あべのアポロシネマ

①大人通常料金1,800円→1,500円！！
※チケット1枚につき3名様まで
②大学生1,500円→1,300円／中学生以下1,000円→800円
※高校生は通常料金が1,000円のため、割引はありません



本

館

[2F] ブラッスリー モノクローム （カフェ レストラン）

プ

ラ

ザ

館

[B1F] 嶋屋（スイートポテト）

[4F] デリス （タルト&カフェ） [1F] ツリーカフェ（カフェ）

[10F] 北海道 （創作郷土料理） [1F] ベーグル&ベーグル（カフェ）

[10F] うどん 穂の香 （うどん・そば） [M2F] さち福や （和定食）

[10F] キッチン フジオ軒 （洋食） [M2F] 久世福商店 （和食材）

[10F] ペルコラ （パスタ・ピッツァ&カフェ丼） [M2F] ムウムウダイナー （カフェ&バル）

[10F] 神楽食堂 串屋物語（串揚げビュッフェ） [M2F] 沖縄食堂 ハイサイ （沖縄料理）

[10F] カワラ カフェ&ダイニング （カフェ&ダイニング） [M2F] サンマルクカフェ （カフェベーカリー）

[10F] 河内らーめん 喜神 （ラーメン） [4F] チャイニーズテーブル 百楽 （中国料理）

[11F] 和匠肉料理 松屋 （焼肉&肉料理） [4F] プチ グリル マルヨシ （洋食）

[11F] 和食団らん ひかり屋 （和食） [4F] ゆかり （お好み焼き）

[11F] 奈良・春日奥山 月日亭 （日本料理） [4F] ちさと （和カフェ）

[11F] 和匠肉料理 松屋 （焼肉&肉料理） [4F] 土佐わら焼き 龍神丸 （土佐料理）

[11F] 京の彩り寿司 京月 （寿司・海鮮） [4F] 青葉苑 （牛たんと和牛焼き）

飲食・食物販 計48店舗が対象！

また、大阪市立美術館チケット売り場にて、
ミオクラブカードをご提示いただくと、
団体料金（一般1,600円、高大生1,300円）で
チケットをお買い求めいただけます！

④天王寺ミオ

下記の店舗で半券をご提示いただくと、お食事、スイーツが100円引き！

×

フェルメール展

相互割引実施



⑤あべのキューズモール

割引対象店舗名 サービス内容

グ

ル

メ

[B1F] 果汁工房 果琳 ジュース1杯80円引き ※他サービスとの併用不可

[B1F] 101 タピオカ2倍（50円相当）無料

[B1F] ビアードパパの作りたて工房 定番シュークリーム＋ドリンク：330円→300円

季節のシュークリーム＋ドリンク：380円→360円

[2F] クリスピー・クリーム・ドーナツ 1,000円以上お買い上げで、オリジナル・グレーズドを1個プレゼント

[3F] らんちょすキッチン ドリンクセットのお食事メニューご注文で、10%OFF

※現金支払のみ ※1会計につき1セットのみ（個別会計可）

[3F] 道頓堀 たこ八 500円以上のフード商品お買い上げで、ドリンク1杯無料

※他割引・サービスとの併用不可

[3F] 天下の台所 大起水産 お会計より50円引き

[4F] 昔洋食みつけ亭 お食事をご注文の方に限り、ドリンク1杯無料

（実施期間：2/16(土)～3/31(日) ）

[4F] イタリアン クアトロ ご飲食代金10%OFF

※コース・飲み放題プランを除く

[4F] とんかつKYK ご飲食代金10％OFF

[4F] 鶏白湯らーめん 自由が丘蔭山

（らーめん中華）
ご飲食代金10％OFF

[4F] cafe jambuka ご飲食のお客様にコーヒー・紅茶をサービス

[1F] CUBE SUGAR （レディス） 店内商品10%OFF

[1F] drug store’s SHOP

（レディス・キッズ）
店内全品当店通常価格から10%OFF

[3F] 流儀圧搾（メンズ・レディス） 店内商品10%OFF

[3F] クチュールブローチ

（レディス・雑貨）
セール商品表示価格からさらに10％OFF 

× フェルメール展

観覧券提示で割引サービス

29店舗で実施！

この他、計29店舗 で割引実施！



× フェルメール展

観覧券提示で割引サービス

29店舗で実施！

割引対象店舗名 サービス内容

あ

べ

の

横

丁

しもたや （居酒屋） 合計金額より250円OFF

まる （串カツ） ご飲食代8%OFF

あべとん （お好み焼き） お好み焼き・焼きそばの大盛りサービス

半田屋 （居酒屋） 生ビール（中ジョッキ）500円が→400円に

デ

イ

リ

ー

グ

ル

メ

RYOKO KIKUCHI （婦人服） 10%OFF

えび頼み（天丼） 店内で丼をご注文の方に、えび天ぷら1本サービス

甘党まえだ（甘党） 黒みつわらびクリームをご注文の方に、みたらしだんご1本サービス

北神ぎょうざ（中華） お持ち帰り用餃子2人前 580円が→500円に（税込）

モスバーガー お好きなバーガー1つお買い上げで、ドリンク（Sサイズ）サービス

丼丼亭 （丼） ご飯大盛りサービス

古潭（ラーメン） ご飲食代50円引き

冨士屋（ラーメン） しらすおろし蕎麦と、自然薯とろろご飯セット980円が→920円に

串かつ料理 活 お昼の定食50円引き

とんかつKYK お食事の方、ワンドリンクサービス

ミスタークイックマン （合鍵制作） 合鍵制作10%OFF

ウ

ェ

ル

カ

ム
マ

ー

ト

たこやき 一休 （居酒屋） たこ焼き生中セット972円→800円、たこ焼きウーロン茶セット756円→600円

鉄板焼酒場 弦さん 生ビール1杯 250円

こがんこ （居酒屋） ご飲食の方にデザートサービス

カフェクレバー ドリンクセット100円引き

心斎橋ミツヤ （喫茶・レストラン） ご飲食代10%OFF

チケットスーパー 500円分の図書カード：通常485円→480円で販売

カ
ジ
ュ
ア
ル
マ
ー
ト

まるしげ （お菓子） 呼吸チョコ（レギュラーのみ）20%OFF

トゥインクル （アクセサリー） 全品20%OFF

ドコモショップ ①機種購入ご優待最大3,000円OFF ②アクセサリー30%OFF

美スギ （コスメティック） 各メーカー3,240円以上お買い上げで、肌測定・お肌に合ったサンプルプレゼント（3月

末まで）

ミカヅキモモコ （バラエティ雑貨） アクセサリー全品5%OFF

ニース ニシムラ （レディスファッション） ご購入の方にアクセサリープレゼント

B2F
プロムナードカフェ （喫茶） ドリンク単品・ドリンクセット 100円引き

膳や （定食） 豆腐ハンバーグ膳100円引き（690円→590円）

⑥あべちか

※1チケットで1店舗1回限りとしています。



「フェルメール展」について

寡作の画家として知られるヨハネス・フェルメールの、現存する35作品の中から、
日本初公開となる「取り持ち女」など６点が集結。西日本では過去最大規模のフェルメール展となります。
中でも「取り持ち女」は、宗教画から風俗画への転換期に当たる重要な作品で、
画面の左端に描かれた男性はフェルメールの自画像であるという説が有力です。

＜開催概要＞
会期 ： 2019年2月16日（土）～5月12日（日）
会場 ： 大阪市立美術館
WEB ： https://vermeer.osaka.jp/

ヨハネス・フェルメール 《取り持ち女》
1656年 ドレスデン国立古典絵画館

bpk / Staatliche Kunstsammlungen Dresden / 
Herbert Boswank / distributed by AMF

ヨハネス・フェルメール 《恋文》
1669-1670年頃 アムステルダム国立美術館

Rijksmuseum. Purchased with the support of the
Vereniging Rembrandt, 1893 

小学生スタンプラリー

小学生を対象にしたスタンプラリーを開催。
フェルメール展会場ほか、近隣施設でスタンプを押印すると
プレゼント（先着限定）が貰えます。
ぜひ、フェルメール展と共にお楽しみください。
※プレゼントはひとり2種類まで

開始日：2月16日（土）～ プレゼントが無くなり次第終了します。
内容 ：大阪市立美術館で小学生を対象に配布される台紙に、「フェルメール展」会場でスタンプ

を押印してください。さらに以下の施設で貰えるスタンプを押印すると、素敵なプレゼン
トが先着順で貰えます。

1. あべのハルカス ウイング館4F第2催会場

→スタンプを押印した方に「パインアメのつかみ取り（1回）」プレゼント (限定3000回）

2. 天王寺MIO 本館2Fインフォメーション
→スタンプを押印した方にフェルメール展特製缶バッジ」（1個）プレゼント(限定3000個)

3. あべのキューズモール B1F インフォメーション付近＆3F 中央エスカレーター付近
→スタンプを2つ押印した方にキューズモール特製「おでかけシール」プレゼント

（限定3000個）


