
2020年1月13日　 まで開催！2020年1月13日　 まで開催！月・祝月・祝

期間中、「ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」展観覧券
ご提示の方に、コレットマーレの対象店舗でおトクなサービス
をご用意!ぜひご利用ください。

観て
、買

って
、食べて、みなとみらいをおトクに満喫！

美術館美術館
横浜美術館横浜美術館

サービス対象店舗サービス対象店舗

1F

ソフトドリンク サービス

MANOA Aloha Table
〈 ハワイアン カフェ ダイニング 〉

※他割引との併用不可

2F
ファッションジュエリー

10%OFF

CHARMY
〈 ジュエリー 〉

※一部除外品あり

2F

BEER&SPICE SUPER “DRY”
〈 ビアパブ 〉

お会計 10%OFF
※割引額の上限5,000円

2F
量り売りオイルとビネガー

10%OFF

OIL&VINEGAR
〈 オリーブオイル・ビネガー・輸入食材 〉

1F

SHEL'TTER LIMITED STORE
〈 レディス 〉

お会計 10%OFF
※一部除外品あり

2F
オーダーブレスレット

加工料無料

tippi tokyo
〈 天然石・アクセサリー 〉

3F

Dolce Fiora
〈 ランジェリー・ルームウェア 〉

※一部除外品あり

3,000円以上ご購入で
ランジェリー 10%OFF

2F

THE KISS COUPLE’S
〈 ジュエリー 〉

ジュエリーご購入で
刻印無料

3F

10%OFF

Angelsole
〈 レディスシューズ 〉

※一部除外品あり

3F ・無料歯科検診
・プロがお口に合う歯ブラシを選んで
  プレゼント

医療法人社団木津歯科 デンタルステーション桜木町
〈 医療モール 〉

5F コンタクトレンズ・ケア用品
店頭価格より10%OFF

コンタクトのアイシティ
〈 コンタクトレンズ 〉

※一部除外品あり

3F

下町DINIG & CAFE THE sea
(ニューオータニイン横浜プレミアム内)

〈 レストラン 〉

お会計 5%OFF
※ランチ・ディナーメニューご利用の方対象

※他割引サービスとの併用不可

B1F

Happy
〈 ネパール・インド料理 〉

【ランチ】 お会計 50円OFF
【ディナー】 お会計 10%OFF

3F

お会計 8%OFF

DEPAK
〈 エスニック衣料 〉

※セール品は除く ※他割引との併用不可

3F

Bellâge
〈 ファッション 〉

お会計 5%OFF
※他割引との併用不可

「ルノワールとパリに恋した
                  12人の画家たち」展
「ルノワールとパリに恋した
                  12人の画家たち」展

オランジュリー美術館コレクションオランジュリー美術館コレクション

●会期
2019年9月21日(土)～
2020年1月13日(月・祝)
●休館日
木曜日(12月26日(木)は開館)、
2019年12月28日(土)～
2020年1月2日(木)
●開館時間
10:00～18:00／
金曜・土曜日は10:00～20:00
（9月27日(金)・28日(土)、
2020年1月10日(金)～
12日(日)は21：00まで)
※入館は閉館の30分前まで

●会期
2019年9月21日(土)～
2020年1月13日(月・祝)
●休館日
木曜日(12月26日(木)は開館)、
2019年12月28日(土)～
2020年1月2日(木)
●開館時間
10:00～18:00／
金曜・土曜日は10:00～20:00
（9月27日(金)・28日(土)、
2020年1月10日(金)～
12日(日)は21：00まで)
※入館は閉館の30分前まで

横浜美術館開館30周年を記念して、オランジュリー美術館
所蔵のルノワールの傑作《ピアノを弾く少女たち》をはじめ、
マティス、ピカソ、モディリアーニらによる名作がそろった
絵画コレクション展を開催いたします。21年ぶりにまとまって
来日するヨーロッパ屈指のコレクション。今なお世界で愛され
続ける名画をお楽しみください。

オーギュスト・ルノワール《ピアノを弾く少女たち》
1892 年頃
油彩・カンヴァス、116.0×81.0cm
Photo © RMN-Grand Palais (musée de l'Orangerie) / Franck Raux / distributed by AMF

横浜美術館開館30周年記念横浜美術館開館30周年記念

●展覧会公式サイト https://artexhibition.jp/orangerie2019/



※一部営業時間の異なる店舗がございます。

http://colettemare-yokohama.com/

サービス対象店舗サービス対象店舗

※サービス対象期間：2019年9月21日～2020年1月13日まで ●表示価格はすべて税抜です。●サービスはお食事のお客様、ご購入のお客様に限ります。●1回限り有効。
●ご注文時にご提示ください。●他の特典との併用はできかねますのでご了承ください。●観覧券は当日分のみ有効。
●サービス内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

美術館美術館
観て、買って、食べて、
みなとみらいをおトクに満喫！

まで開催！まで開催！
2020年1月13日2020年1月13日 月・祝月・祝

「ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」展「ルノワールとパリに恋した12人の画家たち」展

5,000円以上ご購入で
メガネ・サングラス 3%OFF

OPTIQUE PARIS MIKI
〈 メガネ 〉

5F

5F

アロマブルーム
〈 アロマグッズ 〉

1,000円以上ご購入で
5%OFF
※セール品は除く

5F

ビューティーフェイス グランデ
〈 女性専門お顔そり 〉

新規ご利用で20%OFF
5F

占い ルルドの部屋
〈 占い 〉

鑑定料金 500円引

6F

信州そば処 そじ坊
〈 そば酒房 〉

お会計 100円引
5F

HARBOR'S CAFE
〈 カフェ 〉

お会計 5%OFF
※一部除外メニューあり

6F

かつ泉
〈 とんかつ 〉

定食メニューご注文で
ソフトドリンクまたはグラスビール

一杯 サービス
お会計 10%OFF

ジャックポット
〈 オイスター・イタリアン 〉

6F

ソフトドリンク サービス

梅蘭
〈 中華料理 〉

6F

お会計 5%OFF

Bistro Grill TODOS
〈 ビストロ・カフェ 〉

※他割引との併用不可 ※上限3,000円・コース不可

6F

パン（5個入） プレゼント

サンマルク
〈 ベーカリーレストラン 〉

7F

7F 【ランチ】 100円引
【ディナー】 フード 20%OFF

Foodiun Bar 一瑳
〈 バー・ダイニング 〉

※他割引との併用不可・コース不可

7F 【ランチ】アイスクリーム サービス
【ディナー】お会計 10%OFF
※他割引との併用不可 ※上限3,000円・コース不可

焼酎・黒豚 芋蔵 極
〈 和食ダイニング 〉

7F

AMERICAN HOUSE BAR&GRILL
〈 バー＆グリル 〉

お会計 5%OFF 飲食代3,000円以上で
お会計 10%OFF

浜料理 茅ヶ崎 さかな島
〈 浜料理 〉

7F 7F

※食べ放題は除く
お会計 5%OFF

かき小屋
〈 BBQハウス＆釜めし 〉

5F

プロケアアイラッシュ
〈 まつげのエクステ 〉

・新規ご利用で30%OFF（通常20%OFF）
・まつげエクステブラシ プレゼント

5F

TANZO.
〈 ジュエリー・修理・リフォーム 〉

ブライダルリングご成約で
ロイヤルブルーダイヤ プレゼント

5F

XXXY'S color flip
〈 ヘアーサロン 〉

施術3,000円以上ご利用で
ヘアケアアイテム プレゼント


