「ミケランジェロ展」連携企画協力店一覧
ミケランジェロ展の半券をご提示いただくと、以下の店舗でお得なサービスを受けられます！
※半券サービスのご利用可能回数は各店舗ごとに異なります。詳しくは店舗にお問い合わせください。

店名

半券サービス

住所

電話

ミルト果実のノンアルコール炭酸飲料ミルトドリンク1本
福井市問屋4-701
プレゼント

0776-26-6003

hair room APPLE

施術料金２０％ＯＦＦ

福井市中央1-17-1 APPLE BLD．１Ｆ

0776-23-8677

アルフィー

イタリア製バッグ、アクセサリー10%OFF

福井市文京3丁目6-22

0776-23-3986

taverna
ロ）

前菜の盛り合わせサービス

福井市灯明寺3-201

0776-97-6144

飲食代10％割引

福井市中央１丁目9-8

0776-25-0114

DOLEジュース通常100円→70円

福井市文京２丁目８−１５

0776-22-5247

あ行 カルボナーラ アギー

味庵

ALBERO(アルベ

市

いのせ屋
イタリアン

イル・ボスコ

ディナータイムご来店の方にファーストドリンクサービス 福井市二の宮３－１３－２３

0776-97-8860

食事メニューをご注文の方に、自家製ティラミスｏｒ生
ビール(またはワイン)１杯サービス

鯖江市吉江町411-1

0778-29-1823

越前田村屋

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央1-1-25 （プリズム福井）

0776-27-7001

café OASIS

合計金額から100円引き

福井市文京３丁目１４−１ 明春コーポ 1F

0776-26-9996

お菓子のナカムラ

1000円以上お買い上げでアイスorシュークリームプレ
ゼント

福井市文京２丁目８−８

0776-24-5508

飲食代10％ＯＦＦ

福井県福井市中央１丁目1-25 プリズム福
井

0776-26-1660

「ミケランジェロ」グラスワインまたはソフトドリンク１杯
サービス

福井市順化2-3-8 前川ビル1F

0776-50-2183

お会計から５％ＯＦＦ

福井市大和田町56

0776-53-6610

カーブス パリオCiTY

【女性限定！】
30分体験＆体力診断（体力年齢・筋肉量など本格的な
チェック）が無料。
※要予約（予約時にミケランジェロ展の半券サービスと 福井市松城町12-7
お知らせください）
さらに、高級ガーゼのマフラータオルをプレゼント♪

0776-25-8815

カーブス やしろAコープ

【女性限定！】
30分体験＆体力診断（体力年齢・筋肉量など本格的な
チェック）が無料。
福井県福井市渕2丁目1711 Aコープやしろ
0776-35-0404
※要予約（予約時にミケランジェロ展の半券サービスと 店2F
お知らせください）
さらに、高級ガーゼのマフラータオルをプレゼント♪

カーブス 花堂ベル前

【女性限定！】
30分体験＆体力診断（体力年齢・筋肉量など本格的な
チェック）が無料。
※要予約（予約時にミケランジェロ展の半券サービスと 福井市花堂南2丁目304
お知らせください）
さらに、高級ガーゼのマフラータオルをプレゼント♪

カーブス 福井田原町

【女性限定！】
30分体験＆体力診断（体力年齢・筋肉量など本格的な
チェック）が無料。
※要予約（予約時にミケランジェロ展の半券サービスと 福井市田原1丁目8-17 デュアルプレイス1F 0776-25-3252
お知らせください）
さらに、高級ガーゼのマフラータオルをプレゼント♪

カプセル

料金20%OFF

福井市文京2丁目5−50

0776-28-5373

北前船のカワモト

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央1-4-5

0776-29-1385

カッフェ

イル

おそばだ

レガーロ

地中海バル

うどんだ

越前

OTTO

か行 風の森コスモポリタンカフェ

0776-33-0999

店名
イタリア料理

クッチーナ

半券サービス

住所

ミケランジェロコース注文の方限定でソフトドリンクｏｒグ
ラスワイン１杯サービス
福井市中央１丁目19-20吉田ビル2階
１人１回限り（注文時に半券提示必要）

電話
0776-24-8803

くりなみ食料品店

アイス半額

福井市文京２丁目４−１４

0776-23-4167

季節料理 くろ川

ご注文の方コーヒー１杯無料

福井市田原１丁目１２−７

0776-26-9626

ココット

特製クッキーサービス

福井市中央１丁目14-4

0776-25-3302

お買い上げの方に化粧品サンプル＋黒酢の試飲１本
プレゼント

福井市文京３丁目３−６

0776-23-1551

カフェさくら通り

コーヒー５０円引き

福井市春山１丁目1-14 福井新聞さくら通り
ビル1F

0776-22-2323

オステリア

トスカーナ州のハム、サラミの盛り合わせとヴェルナッ
チャ種・白ワイン１杯(通常１，６００円)を１，０００円にて 福井市福2-604
サービス

0776-34-8211

飲食代10％割引

福井市中央1-10-25

0776-21-3562

チャーハンorチャーハンセット100円引き

福井市文京３丁目１４−１ 明春コーポ 1F

0776-26-3988

粋女

生ビール一杯300円

福井市文京３丁目１４−１ 明春コーポ 1F

090-8265-1704

すずき鶏肉店

合計金額から100円引き

福井市文京３丁目６−１９

0776-24-9110

料金10%OFF

福井市田原2-25-20

0776-23-4681

ソフトドリンク１杯サービス

福井市中央1-4-8 ユアーズホテルフクイ内 0776-25-3200

たわら屋

雑貨20%OFF

福井市文京2-1-27

0776-26-1661

天たつ

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央1-1-25 ( ﾌﾟﾘｽﾞﾑ福井 )

0776-29-1679

トラットリア チャオ

グラスワインまたはソフトドリンク１杯サービス

福井市中央1-22-8

0776-23-0617

イタリア料理

ディナーにて、コース・セット料理をご注文の方に【自家
福井市高柳町15-15-1
製ビスコッティ】をプレゼント！

0776-52-2322

とみや

合計金額から100円引き

福井市文京2丁目５−４９

0776-24-3553

Ｔｒａｍｏｎｔｉ
（トラモンティ）

飲食代10％OFF

福井市高木中央2－3801－1

0776-63-6671

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央１丁目4-11

0776-25-0360

飲食代10％ＯＦＦ

福井市中央１丁目22-22

0776-22-1888

アイスコーヒー100円引き

福井市文京3-1-1

0776-23-8544

ビストロ後藤

ソフトドリンクｏｒグラスワイン１杯サービス

福井市中央1-19-20

0776-23-8488

Men's & Ladies ひまわり

カットのお客様 頭皮シャンプー or 冷シャンプーサー
ビス

福井市田原１丁目１１−１４

0776-24-4333

さ行 サイト化粧品

サルサ

集集
中華

寿楽

た行 LADY'S たかしま
日本料理

橘

テンダロッサ

な行 西勘堂
仁平寿司

は行 ハートポート

店名

半券サービス

住所

電話

ファーレふくい

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央１丁目10-1 ﾏｷｻﾀﾞﾋﾞﾙ 1F

0776-63-6332

福そば

蕎麦菓子サービス

福井市中央１丁目22-1

0776-22-4640

ふさ美容室

お買い上げの方に粗品プレゼント

福井市文京3-5-34

0776-22-4115

プティ・マミー

ピタパンサンド２００円引き（通常７００円→５００円）
※１回限り

福井市田原1-8-18

0776-25-3397

気軽なイタリア料理

ベーネ

ディナータイムご来店の方に飲み物 or デザートサービ
福井市田原1-8-18 メゾンdeフェニックス１Ｆ 0776-27-6303
ス

ホットフーズ

からあげ１ヶ増量

福井市田原１丁目１２−１３

ボヌール

ソフトドリンク１杯サービス

福井市中央1-4-8 ユアーズホテルフクイ内 0776-25-3200

ホリタ書店

お買い上げの方に粗品プレゼント

福井市文京２丁目３−１５

0776-23-1249

ガーデンビアテラス料金
通常、男性４，０００円を３，５００円に。
※2013年ビアテラス営業期間内の使用に限ります

福井市今市町40-1-1
ハーモニーホール敷地内

0776-63-6460

合計金額から100円引き

福井市文京３丁目３−１１

0776-23-2357

村中甘泉堂

みやげ代５％ＯＦＦ

福井市中央１丁目21-24

0776-22-4152

むろまち

飲食代１０５円引き

福井市中央１丁目21-2

0776-23-0323

モーニングトマト

お食事をされた方にジェラートをサービス

福井市中央1-9-30 大岡越前ビル2Ｆ

0776-23-5571

1000円以上お買い上げで10%OFF

福井市文京３丁目６−２４

0776-22-3600

ミケランジェロコース通常3500円(～7月19日)が500円
引き＆お好きなドリンク１杯サービス
１人１回限り（注文時に半券提示必要）

福井市大和田町32-2ｏｐｍビル１Ｆ

0776-50-2478

飲食代10％割引

福井市中央1-9-1

0776-76-3519

夜限定 お会計から10%OFF

福井市文京３丁目１４−１ 明春コーポ 1F

0776-27-7846

ら行 トラットリア ラカーラ

デザートサービス

福井市高木中央2-403

0776-60-2600

リラックスカフェ

飲食代10％ＯＦＦ

福井市中央１丁目4-13 響のホール 1F

0776-30-0055

イタリアパンシリーズ１０％ＯＦＦ

（福井駅前本店）福井市中央1-4-2

（本店）
0776-27-1715

ま行 リストランテ MANNA
焼肉

みさや

や行 やまに
イタリアン割烹
あみだ蕎麦
夜さ来い

結咲

遊歩庵
たな香

ＬＥＳ ＰＬＡＩＳＩＲＳ
（レ・プレジュール）
福井駅前本店
ＬＥＳ ＰＬＡＩＳＩＲＳ
（レ・プレジュール）
堀の宮店
ＬＥＳ ＰＬＡＩＳＩＲＳ
（レ・プレジュール）
福井渕店

イタリアパンシリーズ１０％ＯＦＦ

イタリアパンシリーズ１０％ＯＦＦ

0776-21-2601

（堀の宮店）福井市大宮6-5-12

（堀の宮店）
0776-50-2446

（福井渕店）福井市渕4-1804

(渕店）
0776-34-2868

※平成25年7月30日現在

