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衣　料 ｱｸｼｰｽﾞ　ﾌｧﾑ 婦人洋品 ホワイトカード提示で、５％OFF。（ｾｰﾙ品は除く）

ニコロポーロ ジュエリー ホワイトカード提示で、１０％OFF
（特価商品、チェーンなど一部除外品あり）

エスペランサ シューズ ホワイトカード提示で、１０％OFF
（セール品、シューアクセ・シューケア用品は除外）

他の割引との併用は不可のなります

espoir 化粧品･関連雑貨 ホワイトカード提示で、１０％OFF。
（眉スタイリング、エステ、フレグランスは除外）

ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。
他の特典との併用は不可。

エースコンタクト コンタクト ホワイトカード提示で、コンタクトレンズ５％割引き。 ホワイトカードは、必ずご会計前に提示ください。

フィールドドリーム ファミリー・雑貨 ホワイトカード提示で、１０%OFF

メゾンジュエル ジュエリー ホワイトカードご提示で、１０％ご優待。
（一部対象外あり）

ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

果汁工房果琳 フルーツジュース ホワイトカード提示で、フルーツジュース８０円引き。 他の値引きサービスは併用できません。

グランドグリル ビュッフェ ホワイトカード掲示で、１０％OFF ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

常盤珈琲焙煎所 コーヒー豆 ホワイトカード提示で、全ドリンクメニュー５０円引き。 回数券、他のサービスは併用できません。

銀のあん 鯛焼き ホワイトカード提示で、たい焼き一匹２０円引き。
ホワイトカードは、注文時に提示ください。
他の特典との併用は不可。

食料品 D'S sweet' café クレープ・スィーツ ホワイトカード提示で、ドリンク１サイズアップ
（セットドリンク、フロート除く）

ゴディバ 菓子・ドリンク ホワイトカード提示で１０％0FF。但し(２/１～１４、３/１～１４は対象
外)

他の販促等のサービスとは併用できません。

サンクゼール/久世
福商店

ワイン・和食品 ホワイトカード提示で物品コーナー５％ＯＦＦ（セール品除く）
ホワイトカード提示でジェラート５０円引き。

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ､ｸﾚｰﾌﾟ
ﾄﾞﾘﾝｸ類

ホワイトカード提示で、スモールダブル、コーン・カップを３０円引き。
レギュラーダブル、コーン・カップを５０円引き。

平日のみ。注文時にご提示ください。

nana’s green tea 和風カフェ ホワイトカード提示で、５％OFF。 他の割引、サービスデーとの併用不可。

1階 四六時中 和食 ホワイトカード提示で、１０％OFF。【※2月中は20％OFF】 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

炭焼ステーキくに ステーキ 　　平日　 　11：00～16：00日替わりランチ　　　５００円（税込）
お食事券併用不可　ホワイトカード提示の方のみ対応。
※日替わりメニューが1種類のみになりました。

柿安三尺三寸箸 自然食ビュッフェ ホワイトカード提示で平日１４時～１７時までの間￥１０８０（税込）
ドリンクバー付き（時間60分）

入店時にホワイトカードの提示をお願いします。
他の割引との併用不可。

しゃぶ菜 しゃぶしゃぶ料理 ホワイトカード提示で、５％OFF。 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

バケット ベーカリーレストラン ホワイトカード提示で平日１４時～ドリンクバー無料
（メイン料理ご注文のお客様のみ）

平日１４時～。メイン料理ご注文のお客様のみ。

紅虎餃子房 中国料理 ホワイトカード提示で、１０％OFF。 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

ﾚｽﾄﾗﾝ

浜勝 とんかつ ホワイトカード提示で、１０％OFF。 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

がってん寿司 寿司 ホワイトカード提示で、１０％OFF。 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

ﾊﾟｽﾃﾙｲﾀﾘｱｰﾅ ﾊﾟｽﾀ・ﾃﾞｻﾞｰﾄ ホワイトカード提示で、店内ご飲食10%OFF
ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。
（テイクアウト不可、他の割引サービスとの併用不可）

越後秘蔵麺 無尽蔵 ラーメン ホワイトカード提示で、５％OFF。 ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。
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串家物語 串揚げビュッフェ ホワイトカード提示で、１０％OFF。

板前うどん　するり 創作和食・うどん ホワイトカード提示で、１００円引き。 ホワイトカードは、会計時にご提示下さい。

き久好 豚丼・ホルモンラーメン ホワイトカード提示で５%OFF
ホワイトカードは、会計時にご提示下さい。他特典との併用不
可。個別会計時は使用不可　。

ホームドライ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次ぎ ホワイトカード提示で、２０％OFF。（皮革、カーペット等の特殊品は
除く。）

ホワイトカードは、受付時にご提示ください。
一般のお客様のサービスは併用できません。

上新電機 家電・パソコン ホワイトカード提示で、５％OFF。キッズ売場商品、アップル社製品、
特別セール期間中は対象外

キッズ売場商品、アップル社製品、特別セール期間中は対象
外

ｻｰﾋﾞｽ

メンディング 靴修理、合鍵 ホワイトカード提示で、１０％OFF。（常時） ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

げんき堂整骨院 整骨院
誰もが知っている"二刀流”のあの選手がアメリカで秘密で使う最新
治療機を初回無料で使えます。諦めていた痛みにお試しくださ
い！！

イオン動物病院 動物病院 ホワイトカード提示で、予防接種・避妊・去勢30％OFF
フィラリア、ノミダニ20％OFF　　　　物販・治療・検査・入院費5％OFF

ホワイトカードは受付時にご提示ください。
※お客さま感謝デーは対象外

レプシィム 婦人洋品 ホワイトカードを提示で、プロパー商品を１０％OFF。 お店の混雑時には、ご遠慮ください。

Heather 婦人洋品 ホワイトカード提示で、１０％OFF（プロパーのみ。セール品は除外）

コンファーム･イルズ メンズ ホワイトカード提示で、１０％OFF（セール品含む）

ANAP レディース・キッズ・雑貨 ホワイトカード提示で、１０％OFF（プロパーのみ。セール品は除外） ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

チュチュアンナ ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ･ﾚｯｸﾞｸﾞｯｽボワイトカード提示で、１０％OFF。（セール品は除外） お会計時にお名前をいただきます。

衣料　 ランジェノエル インナー ホワイトカード提示で、１０％OFF。（セール品は除外） ホワイトカードは、ご会計時に提示ください。

身の回り品

RAGEBLUE 紳士用品 ホワイトカードまたはネーム提示で、１０％OFF。（セール品等は、除
外）

ネームは、イオンモール羽生のスタッフとわかるものを提示。

for a new ｲﾝﾃﾘｱ･生活雑貨､
その他関連雑貨

ホワイトカード提示で、全商品１０％OFF。（配送料、セール品は除
く）

ジンズ・
ノーティアム

ﾒｶﾞﾈ､及びﾒﾝｽﾞ雑貨 ホワイトカード提示で、５％OFF。（ｾｰﾙ品は除く）

パーツクラブ ビーズ、アクセサリー ホワイトカード提示で完成品アクセサリー５％OFF。（最大５０％
OFF）

ホワイトカードは、ご会計前にご提示ください。

evangile アクセサリー･雑貨販売 ホワイトカード提示で、お会計１０％OFF。 ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

Barns soho street 靴 ホワイトカード提示で、１０％OFF。（割引商品は除く）

2階 ジュリアオージェ ウィッグ
イオンモール羽生の従業員様、ご家族様、ホワイトカード提示で、１
０％OFF　　　　　　　　　　　（ｾｰﾙ品は除く。その他割引ｻｰﾋﾞｽとの併
用不可）

LUSH 化粧品･関連雑貨 ２，０００円以上お買い上げの従業員の方へ、手作りコスメのトライ
アルサイズをプレゼント。

ホワイトカードは、お買上げ時に提示ください。

マーレマーレデイリー
マーケット

靴 セール品以外は、５％OFF。

HMV CD、DVD ホワイトカード提示で、５％OFFいたします。 ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

アンティクローズ メンズ・レディース ホワイトカード提示で、プロパー２０％ＯＦＦ。 ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

スプレイ プレミアム レディース ホワイトカード提示で、１０％ＯＦＦプロパー商品のみ。
（その他割引との併用不可）

ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

Heart & Hair
SLEEPY Halo

美容室及び関連雑貨 技術、店売商品ALL １０％ OFF。ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾒﾆｭｰは除外。 ホワイトカードをご提示ください。

その他 マジックミシン 洋服ﾘﾌｫｰﾑ及び関連ｻｰﾋﾞｽ ホワイトカード提示で、ポイント２倍。



物販 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従業員様限定価格3240円。痩身・美顔の中
からお好きな1ｺｰｽ（通常価格15000～22000）。ご成約の方入会金
32400円無料。

お問い合わせ時、技術体験お申込時にイオンモール従業員様
とお伝え下さい。

ﾄﾞｩ・ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ スポーツクラブ ホワイトカード提示で、入会手数料５４００円が無料。
入会キャンペーンとの併用可。その他特典付加の際はメール
BOXに案内をポスティング。

銀座・リ･フ･レ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ及び関連ｻｰﾋﾞｽ ホワイトカードまたは従業員向けの割引カード提示で、1０％OFF。 サービスコース・サービス券との併用不可。

大型専門店舗 ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ ｽﾎﾟｰﾂ用品及び関連商品 ホワイトカード提示で、店内商品現金:小計後１０％OFF。
クレジット決済：小計後８％OFF。

他の割引・特典と一部併用不可。

プティマイン 子供服・雑貨 ホワイトカード提示で、5％OFF（セール品は除外） ホワイトカードをご提示ください。（12/14OPEN）

m.f.editorial メンズ・レディース ホワイトカード提示で、１０％OFF。（セール品は除外） ホワイトカードをご提示ください。

セマンティックデザイン メンズ ホワイトカード提示で、１０％OFF。（セール品は除外） ホワイトカードをご提示ください。

靴下屋 靴下 ホワイトカード提示で、１０％OFF。

GLOBAL WORK メンズ・レディース・キッズ ホワイトカード提示で、１０％OFF。（セール品は除外）

ＯＲＩＨＣＡ メンズ・レディース ホワイトカード提示で、５％OFF。（セール品は除外） ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

BABYDOLL 子供服・子供用品 ホワイトカード提示で、１０％OFF。
(セール商品、ギフトラッピングは対象外）

ホワイトカードをご提示ください。

ｉｋｋａ ユニセックス.雑貨 ホワイトカード提示で、１０％OFF（プロパーのみ。セール品は除外） ホワイトカードをご提示ください。

衣料 流儀圧搾 ユニセックス ホワイトカード提示で、プロパー商品１０％OFF。

身の回り品 チャイハネ エスニック・アジアン雑貨 ホワイトカード提示で、５％OFF。 ポイントカードとの併用可。SALE商品との併用不可。

ムラサキスポーツ スポーツ＆ファッション ホワイトカード提示で、５％OFF（セール品は除外） ご会計前にご提示ください。

オプティック
パリミキ

メガネ ホワイトカード提示で、メガネ、サングラス１０％OFF
（他の割引との併用不可）

さくらんぼ バラエティ雑貨 ホワイトカード提示で、１０％OFF。

SILVER BOX シルバーアクセサリー 刻印・クリーニング・ラッピング無料 ホワイトカードは、注文時にご提示ください。

ハピンズ ファンシー雑貨 ホワイトカード提示で、お会計2,000円以上お買上げの方、5%OFF
（ｾｰﾙ品は除く。その他割引ｻｰﾋﾞｽとの併用不可）

カセットプラス 携帯アクセサリー ホワイトカード提示で、プロパー商品１０％OFF。（除外品あり）

長崎ちゃんぽん
リンガーハット

ちゃんぽん・皿うどん ホワイトカード及び名札の提示でイオンモール・ジャスコの従業員に
限り１０％OFF。

びっくりドンキー ハンバーグ ホワイトカード提示で、５０円引き。その他割引ｻｰﾋﾞｽとの併用不可 ホワイトカードは、注文時にご提示ください。

魚とと 海鮮丼 ホワイトカード提示で、ドリンクサービス。
ホワイトカードは、注文時にご提示ください。
その他特典と併用不可。

3階 クイックパスタ
コパン

パスタ・ピザ ホワイトカードのご提示で、お会計20％割引きいたします。
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マクドナルド ハンバーガー

ケンタッキー フライドチキン ホワイトカードご提示でドリンクＭを１００円で提供
（カフェラテ・アイスカフェラテは除く）

ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ ミスタードーナツ ドーナツ ホワイトカード提示で、２０％OFF。　一部対象外あり。
ホワイトカードは、会計時に提示ください。
キャンペーン等との併用不可。

さぬき麺市場 うどん ホワイトカード提示で、ドリンク１杯サービス。 ※うどんまたは丼注文に限る。お一人様一杯。

らあめん花月嵐 ラーメン ホワイトカード提示で、ドリンクサービス。

そば処吉野家 そば、丼 ホワイトカード提示で、３０円引き。
（丼･重・そば単品・セット含む・Ｔ．Ｏ商品も可）

☆但し、ミニ丼単品、サイド品は除きます。

築地銀だこ たこ焼き ホワイトカード提示で、ドリンク１杯サービス。

サブウェイ サンドイッチ ホワイトカードご提示で、サンドイッチをご注文の方、
ﾄﾞﾘﾝｸｾｯﾄを１００円で提供。

ﾅﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ
ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾊﾞｲﾑﾝﾊﾞｲ

カレー ナン＆シングルカレー　ナン＆ダブルカレー　チーズナン＆スモール
カレー　　　　　　　　（ドリンク付）　650円（税込702円）

ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

サンマルクカフェ ｺｰﾋｰ及び関連する物品販売､その他軽飲食ホワイトカード提示で１０％OFF（平日限定サービスです） ホワイトカードは、ご会計前に提示ください。

ローストビーフ星 ローストビーフ丼 ホワイトカード提示でドリンクサービス

サービス

サン旅行ｾﾝﾀｰ 旅行 ホワイトカード提示で、宿泊を伴うJTB商品を３％割引き。
必ず本人参加のこと。現金払い。海外旅行は、空港税・燃油
チャージ・　　　　　オプションコースは、除く。サンクスカードの
ポイントとの併用は不可。

スタジオキャラット 写真・スタジオ ホワイトカード提示で、A４サイズデザインカレンダー（ご購入分より）
プレゼント。

イオンシネマ シネマ ホワイトカード提示で、窓口料金を本人に限り１，1００円
窓口にて、最初にご提示ください。
他の割引、サービスデーとの併用不可。

※ 追加・変更されたものです。 ※　1ヶ月ごとに更新いたします。

※　変更・追加等ございましたら、イオンモール事務所のオペレーションまでご連絡ください。

注文時にホワイトカードご提示で①てりやきマックバーガーセット・②ダブルチーズバーガーセット・③フィレオフィッシュセット・
④ベーコンレタスバーガーセットを各￥５００でご提供します。


