
業種 店　　　名 取　扱　品　目　名 従　　業　　員　　特　　典 備　　　　　　　　考

axes femme レディース・キッズ ５％ＯＦＦ 一部商品除外、他割引との併用不可

LOWRYS　FARM レディース １０％ＯＦＦ 定価商品のみ、他の割引との併用不可

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾞﾘｰﾑ メンズ・レディース・キッズ １０％ＯＦＦ

ｽﾀﾃﾞｨｵｸﾘｯﾌﾟ レディース、生活雑貨 １０％ＯＦＦ

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ レディース・キッズ靴 １０％ＯＦＦ セール品除外

＆ ｼｭｴｯﾄ ｷﾞｬﾗﾘｰ バッグ、小物 １０％ＯＦＦ 定価商品のみ、他の割引と併用不可

ジュエリーツツミ ジュエリー全般 ピアス・イアリング２点以上お買い上げ　２０％ＯＦＦ 一部商品除外、他の割引との併用不可

ﾒｿﾞﾝｼﾞｭｴﾙ ジュエリー全般 限定品を除くジュエリー（ＦＪ、ＢＲ）１０％ＯＦＦ プレミアムカード（入会費無料）ご登録必須

ﾆｺﾛﾎﾟｰﾛ ジュエリー全般 １０％ＯＦＦ 一部商品除外

ｴｰｽｺﾝﾀｸﾄ コンタクト、コンタクト用品
エースコンタクト初回利用の方：使い捨てコンタクトレンズ全品３０％ＯＦＦ

ご利用がある方：コンタクトレンズ１０％ＯＦＦ

espoir 化粧品 １０％ＯＦＦ（眉スタイリング、エステ、フレグランス除外） 他の割引との併用不可

ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ 化粧品 店内商品購入でフェイスケアカウンセリング、サンプル配布

銀のあん たいやき たい焼き１匹２０円引き

GODIVA チョコレート １０％ＯＦＦ（2/1～14、3/1～14は対象外） 他の割引との併用不可

常盤珈琲焙煎所 コーヒー豆、コーヒー ドリンク５０円引き（リキッドアイスコーヒー（ペットボトル）は除く） 回数券、他の割引との併用不可

ｻﾝｸｾﾞｰﾙ/久世福商店 食品、雑貨 ５％ＯＦＦ　ジェラート５０円引き 定価商品のみ

がってん寿司承知の助 寿司 １０％ＯＦＦ

四六時中 和食 １０％ＯＦＦ 他の割引との併用不可

とんかつ浜勝 とんかつ １０％ＯＦＦ（店内飲食、持ち帰り）

ﾊﾞｹｯﾄ ベーカリーレストラン ドリンクバー無料 他の割引との併用不可

炭焼ｽﾃｰｷくに ステーキ ５％ＯＦＦ

ﾊﾟｽﾃﾙ･ｲﾀﾘｱｰﾅ パスタ、デザート １０％ＯＦＦ（店内飲食のみ） 他の割引との併用不可

き久好 十勝豚丼、釧路ザンギ、旭川ホルモンラーメン ５％ＯＦＦ 他の割引との併用不可

紅虎餃子房 中華料理 １０％ＯＦＦ

越後秘蔵麺無尽蔵 ラーメン ５％ＯＦＦ

板前うどん するり 創作和食、うどん １００円引き＋ドリンクサービス（コーラ除外）

GRILL＆BUFFET GRAND GRILL ビュッフェ １０％ＯＦＦ

しゃぶ菜 しゃぶしゃぶ料理 ５％ＯＦＦ

柿安 三尺三寸箸 ビュッフェ 平日14～17時まで￥１０８０ドリンクバー付き（時間６０分） 他の割引との併用不可

串家物語 串揚げビュッフェ １０％ＯＦＦ

D’s Sweet Cafe クレープ、スイーツ ドリンクサイズＵＰ無料

nana´s green tea 和風カフェ ５％ＯＦＦ 他の割引との併用不可

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ アイスクリーム スモールダブル３０円引き・レギュラーダブル５０円引き（平日限定） 他の割引との併用不可

果汁工房 果琳 ジュース ８０円引き セール品除外

ﾒﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
靴修理、合鍵作製、革製品の修理

シューケア用品
修理、合鍵、シューケア商品　全て１０％ＯＦＦ

ﾎｰﾑﾄﾞﾗｲ クリーニング ２０％ＯＦＦ（外注・特殊品を除く）

JEUGIAｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ カルチャー教室 入会金半額（税込み2,700円）

げんき堂整骨院 整骨院 足スリムコース税込み１０８０円（通常２１６０円）

イオン動物病院 動物病院
予防接種、避妊去勢（術前検査含む）３０％ＯＦＦ、フィラリア・ノミダニ治療（健

康検査、フィラリア検査含む）・検査・入院費・物販５％ＯＦＦ

大型 ｼﾞｮｰｼﾝ 家電製品、おもちゃ
ジョーシンポイントカードとホワイトカード提示で１０％ＯＦＦ、キッズランド商品５％Ｏ

ＦＦ、アップル製品５％ＯＦＦ　※ゲーム機本体は対象外
特別セール期間は対象外、他の割引との併用不可

ｽﾌﾟﾚｲ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ レディース １０％ＯＦＦ 定価商品のみ、他の割引との併用不可

ﾚﾌﾟｼｨﾑ レディース １０％ＯＦＦ 定価商品のみ、購入時に署名

ANAP レディース・キッズ １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

ﾍｻﾞｰ レディース １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

mysty woman レディース １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

RAGEBLUE メンズ １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

semanticdesign メンズ １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

CONFIRM ILL’S メンズ １０％ＯＦＦ

Bean’s メンズ・レディース １０％ＯＦＦ セール品、一部商品除外

ANTIQULOTHES メンズ・レディース ２０％ＯＦＦ

coen メンズ・レディース・キッズ １５％ＯＦＦ 定価商品のみ

ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ 婦人肌着 １０％ＯＦＦ

ﾁｭﾁｭｱﾝﾅ 婦人衣料、婦人肌着、靴下、バッグ　　１０％ＯＦＦ 定価商品のみ

きものやまと 呉服 きものクリーニング１点３０００円
振袖、訪問着、小紋、色無地、紬、喪服

帯、長襦袢、羽織、コートまで
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BARNS soho street メンズ・レディース靴 １０％ＯＦＦ セール品・備品・一部商品除外

ﾏｰﾚﾏｰﾚﾃﾞｲﾘｰﾏｰｹｯﾄ メンズ・レディース靴、バッグ オリジナル商品５％ＯＦＦ 一部商品除外

ｼﾞｬﾑﾊｳｽ バッグ、財布、帽子、雑貨 ５％ＯＦＦ セール品・一部商品除外

ﾊﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ビーズ、アクセサリー ５％ＯＦＦ（完成品アクセサリーのみ） 定価商品のみ

evangile アクセサリー １０％ＯＦＦ

STONE MARKET 天然石アクセサリー １０％ＯＦＦ セール品除外、一部商品除外

JINS メガネ ５％ＯＦＦ

Zoff メガネ ５％ＯＦＦ

ｼﾞｭﾘｱｵｰｼﾞｪ ウィッグ ２０％ＯＦＦ セール品除外、他の割引との併用不可

NAUGHTIAM バッグ・財布・革小物・時計・帽子・モバイルケース ５％ＯＦＦ セール品一部除外、その他の割引と併用不可

for a new 家具・雑貨 １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

7th CODE 楽器・音楽教室・レンタルスタジオ ①楽器関連小物・楽譜類が５%ＯＦＦ　　②楽器本体が特別価格に
※楽器本体の割引は商品によって異なります。スタッフまでご

相談ください。　　　　※①②ともに一部除外品あり

HMV ＣＤ，ＤＶＤ ５％ＯＦＦ

飲食 ﾌﾚｯｼｭﾈｽﾊﾞｰｶﾞｰ＆ｶﾌｪ ハンバーガー、パスタ、ワッフル １０％ＯＦＦ

SLEEPY Halo 美容室 １０％ＯＦＦ

ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ 洋服リフォーム、関連サービス ポイント２倍

ﾄﾞｩ･ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ スポーツクラブ 入会時、事務手続手数料（税込み5,400円）無料
各月でキャンペーンが異なるため、事務手続手数料0円キャン

ペーン時はドゥ・ギフト券5,000円分進呈等で対応

ﾐｽﾊﾟﾘﾀﾞｲｴｯﾄｾﾝﾀｰ エステティック
エステフルコース技術体験3,240円（痩身・美顔の中からお好きな１コース通常

15000～20000）、ご成約の方入会金32400円無料

お問い合わせ、申し込み時に従業員である旨をお伝えくださ

い。

銀座ﾘ･ﾌ･ﾚ リラクゼーション １０％ＯＦＦ（リラクゼーション全般） 他の割引との併用不可

ﾗﾌｨﾈ リラクゼーション １０％ＯＦＦ（通常コースのみ）

東明館 占い じっくり占い税込み２，１６０円（通常３，２４０円）

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ アミューズメント メダル１，０００円以上利用につき２０％増量

大型 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ スポーツ用品、関連商品 １０％ＯＦＦ（現金支払い) 、８％ＯＦＦ（クレジット払い） 一部商品除外

m.f.editorial メンズ・レディーススーツ １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

ｵﾘﾋｶ メンズ・レディーススーツ ５％ＯＦＦ（２，９００円以上の購入） セール品一部除外、他の割引との併用不可

ikka メンズ・レディース・キッズ １０％ＯＦＦ レジにて●％ＯＦＦの商品除外

BABYDOLL キッズ １０％ＯＦＦ セール品、ギフトラッピング除外

GLOBAL WORK メンズ・レディース・キッズ １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

流儀圧搾 ユニセックス １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

petit main キッズ ５％ＯＦＦ 定価商品のみ

靴下屋 靴下 １０％ＯＦＦ 定価商品のみ、感謝デーとの併用不可

ASBee メンズ・レディース・キッズ靴 ５％ＯＦＦ 他の割引との併用不可

SILVER BOX シルバーアクセサリー，ステンレスアクセサリー 刻印サービス、ラッピングサービス、クリーニングサービス

ｱﾅﾋｰﾀｽﾄｰﾝｽﾞ 天然石アクセサリー 店内対象商品１０％ＯＦＦ

ｵﾌﾟﾃｨｯｸﾊﾟﾘﾐｷ メガネ、サングラス、補聴器 １０％ＯＦＦ セール品除外、他の割引との併用不可

ﾊﾋﾟﾝｽﾞ 雑貨 ５％ＯＦＦ（税込み2,000円以上購入） 定価商品のみ

さくらんぼ バラエティ雑貨 １０％ＯＦＦ 定価商品のみ

ﾁｬｲﾊﾈ エスニック・アジアン雑貨 ５％ＯＦＦ セール品除外、ポイントカードとの併用可

銀章堂 印鑑 印鑑、オーダー商品１０％OFF 一部商品除外

cassetto PLUS スマートフォンケース、スマートフォンアクセサリー １０％ＯＦＦ セール品・コラボ商品除外

ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ スポーツ、ファッション ５％ＯＦＦ

ﾌｧｲﾃﾝｼｮｯﾌﾟ 健康グッズ チタンテープ（６マーク）プレゼント アプリ登録済みの方

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ ベーカリーカフェ １０％ＯＦＦ（平日限定） 他の割引との併用不可

ｻﾌﾞｳｪｲ サンドウィッチ サンドウィッチのご注文でドリンクセット１００円

築地銀だこ たこやき ドリンクサービス 他の割引との併用不可

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ ちゃんぽん、皿うどん １０％ＯＦＦ

らあめん花月　嵐 ラーメン ドリンクサービス

魚とと 海鮮丼 ドリンクサービス 他の割引との併用不可

さぬき麺市場 うどん、天ぷら、おにぎり、いなり、丼物 ドリンクサービス

そば処吉野家 そば、丼もの ３０円引き（丼、重、そば単品、セット含む、テイクアウト商品も可） ミニ丼単品、サイド品除外

quick pasta COPIN パスタ、ピザ、サラダ、ドリンク ２０％ＯＦＦ 他の割引との併用不可

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ハンバーガー 全セット３０％ＯＦＦ（ハッピーセット除く）

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ フライドチキン ドリンク　Ｍサイズ　１００円

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ ドーナツ ２０％ＯＦＦ 一部商品除外、他の割引との併用不可

びっくりﾄﾞﾝｷｰ ハンバーグ ハンバーグメニュー５０円引き 他の割引との併用不可

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ星 ローストビーフ丼 セットドリンク無料

Naan Express Produced by Mumbaiカレー・ナン
ナン＆カレーセット　or　ハーフ＆ハーフセット　or　チーズナンセット　＋ドリンク

税抜￥６５０
お一人様１セットのみ

ｲｵﾝのほけん相談 生命保険、損保保険 保険のご相談で「チャーミーマジカ」プレゼント

JTBｻﾝ旅行ｾﾝﾀｰ トラベル
エースＪＴＢ・ＪＴＢサン＆サン・ＬＯＯＫＪＴＢ・ＪＴＢお買い得旅の商品にて

宿泊を伴うご旅行代金が現金払いで３％ＯＦＦ
同行者も３％ＯＦＦ

ｾｲﾊ英語学院 英語教室 キャンペーンにより、従業員のお子様、レッスン回数プラス１回など

ｽﾀｼﾞｵｷｬﾗｯﾄ 写真スタジオ Ａ４サイズカレンダープレゼント 購入写真より１カット選択

ｲｵﾝｼﾈﾏ 映画 大人 1,100円 ネット予約・自動券売機対応不可、他の割引との併用不可

※　1ヶ月ごとに更新いたします。
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