
店名 特典内容 備考
ｽﾌﾟﾚｲ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 10%off ⼀部対象外品あり・他割引との併⽤不可

LUCA 10%off セール品対象外

ﾌｫﾙﾑﾌｫﾙﾏ 10%off 定価商品

ｵﾍﾟｰｸﾄﾞｯﾄｸﾘｯﾌﾟ 10%off セール品対象外

ﾚﾌﾟｼｨﾑ 10%off 店舗名とお名前を一筆頂いております

axes femme 10%off 定価商品

ONWARD crosset store 10%off 一部除外品あり

ｽﾀﾃﾞｨｵｸﾘｯﾌﾟ 10%off

ﾚﾋﾟﾋﾟ ｱﾙﾏﾘｵ 10%off

niko and… 10%off

SM2 keittio 10%off

mysty woman 10%off 定価商品

ｼﾞｬｯｸﾛｰｽﾞ 10%off

ｵﾘﾋｶ 単品20％off
税別\2900以上(税込\3190)
セットセールとの併⽤不可

BABYDOLL 10%off 一部対象外品あり・セール品対象外

petit main 5％off 定価商品のみ・他割引との併⽤不可

WEGO 10%off プロパー・税抜\1000以上が対象

ﾚｲｼﾞﾌﾞﾙｰ 10%off セール品対象外

ﾋﾞｰﾝｽﾞ 10%off

GLOBAL WORK 10%off

ﾗｲﾄｵﾝ 10%off

流儀圧搾 10%off 定価商品

LOWRYS FARM 10%off セール品対象外

ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ 10%off

ｴﾒﾌｨｰﾙ 10%off 定価商品

きものやまと 5％off

ﾁｭﾁｭｱﾝﾅ 10%off セール品対象外
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                ＜従業員特典のご利⽤について＞
             ◆ご利⽤の際には、必ず従業員証（ホワイトカード）のご提⽰をお願いいたします。
             ◆予告なしに変更する場合もございますので、ご了承ください。
             ◆混雑時のご利⽤はご遠慮下さい。



店名 特典内容 備考
ｱ ｸﾞﾗﾝｸｰﾙ 自社ポイントカード2倍
＆ｼｭｴｯﾄｷﾞｬﾗﾘｰ 10%off 税込5,500円以上購入
ｼﾞｬﾑﾊｳｽ 5％off
BARNS soho street 10%off セール品対象外
ASBee 5％off 他の割引との併⽤不可
ｽｹｯﾁｬｰｽﾞ 5％off
evangile 10%off
ｽﾄｰﾝﾏｰｹｯﾄ 10%off 一部対象外商品あり
ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ シルバーポリッシュ プレゼント
ﾙﾅｱｰｽ 10%off セール品対象外
ｼﾞｭﾘｱｵｰｼﾞｪ 20％off セール品対象外・他の割引との併⽤不可
ｻﾞ･ｸﾛｯｸﾊｳｽ 10%off 定価商品・\1000以上の商品
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
JINS 5％off
ｵﾌﾟﾃｨｯｸﾊﾟﾘﾐｷ 10%off
Zoff 5％off 一部対象外商品あり
ｼﾞｭｴﾘｰﾂﾂﾐ ピアス・イヤリング 2点以上購入で20％off 一部対象外商品あり
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾊﾋﾟﾈｽ 5％off セール品対象外
ﾍﾞﾘﾃ 10%off 一部対象外商品あり
まくらぼ 20%off オーダー枕レギュラー・プレミアム
雑貨
espoir(ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ) 10%off お手入れ・香水は除く
K-COS 現⾦で10%off それ以外で5%off
ﾌﾟﾗｻﾞ 10%off
LUSH お悩みに合わせてサンプルご用意
FANCL サンプル1日分プレゼント
DHC直営店 10%off
さくらんぼ 10%off セール品対象外
for a new 10%off 定価商品
ﾁｬｲﾊﾈ 5％off
cassetto PLUS 10%off スマホケース・スマホアクセサリ
島村楽器 楽器お買い上げで関連アクセサリープレゼント
HMV 5％off
ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ 5％off 一部除外商品あり
ﾁｬｲﾊﾈ 5％off 他の割引との併⽤不可

服装品
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店名 特典内容 備考
銀のあん たい焼き1匹20円引き

GODIVA 10%off 一部対象外品あり

常盤珈琲焙煎所 ドリンク50円引き 一部対象外品あり

ﾋﾞｱｰﾄﾞﾊﾟﾊﾟ 5％off

ｻﾝｸｾﾞｰﾙ/久世福商店 5％off

ｺﾞﾝﾁｬ ドリンクサイズUP

杉養蜂園
店内商品10%off
ソフトクリーム・ドリンク 50円引き

ｼﾞｬｯｸｲﾝ･ｻﾞ･ﾄﾞｰﾅﾂ 10%off 他の割引との併⽤不可

ｻﾝﾏﾙｸｶﾌｪ 10%off 一部対象外品あり

ｶﾌｪﾀｯﾋﾟｰﾉ ドリンク1杯サービス

D’s Sweet Cafe ドリンク1サイズUP無料

果汁工房 果琳 80円引き セール品・他クーポンとの併⽤不可

ﾊｰﾄﾌﾞﾚｯﾄﾞｱﾝﾃｨｰｸ 10%off 一部対象外品あり

ｺﾒﾀﾞ珈琲 たっぷりサイズ ドリンク 100円引き

がってん寿司承知の助 10%off

五穀 ソフトドリンク1杯サービス

四六時中 10%off

ﾎﾟﾑｽﾞﾌｧｰﾑ 10%off
サービスとの併⽤不可
21時以降のご提⽰は使⽤不可

ﾊﾞｹｯﾄ ドリンクバー無料
他の割引との併⽤不可
注文時にホワイトカードをご提示ください。

鎌倉ﾊﾟｽﾀ 5％off

き久好 5％off

紅⻁餃⼦房
テイクアウト特別メニュー9品 税込540円
店内飲⾷でアイスウーロン茶サービス

越後秘蔵麺無尽蔵 5％off

ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ
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

ｻﾌﾞｳｪｲ サンドウィッチのご注文でドリンクセット100円

しゃぶ菜 5％off

ｴﾄﾅﾏｰﾚ 10%off

食品・飲食
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店名 特典内容 備考

築地銀だこ ドリンクサービス

ﾘﾝｶﾞｰﾊｯﾄ 10%off

舎鈴 麺類購入で味玉サービス

東京餃子軒
500円(税別)以上 10%off＋ドリンク1杯無料
500円(税別)以下 ドリンク1杯無料

さぬき麺市場 税込500円以上で30％off

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ セット商品に限り30%off

ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ ドリンクMサイズ 120円

ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ 20％off

源ちゃん ご飯大盛り or ソフトドリンク サービス

びっくりﾄﾞﾝｷｰ ハンバーグメニュー 50円引き

ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ星 ローストビーフ丼・牛カルビ丼 税込500円
Naan Express Produced
by Mumbai

ナン＆カレー・チーズナンセット
ハーフ&ハーフセットが税込710円

1名につき1セットまで

ﾍﾟｯﾊﾟｰﾗﾝﾁ 鉄皿商品注文でドリンクサービス

ﾗｰﾒﾝ創房 玄 ドリンク1杯サービス

吾照⾥ 10%off

食品・飲食



店名 特典内容 備考
SLEEPY Halo 美容・ネイル10％off 一部対象外品あり

ﾎｰﾑﾄﾞﾗｲ 20％off 外注・特殊品除く

LEATHER WORKS 10%off 靴修理・鞄修理・合鍵・シューケア商品

ｽﾀｼﾞｵｷｬﾗｯﾄ 2カット入りデザインプリントプレゼント

ﾏｼﾞｯｸﾐｼﾝ 10%off

JEUGIAｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ ⼊会⾦半額

ｲｵﾝのほけん相談 保険のご相談で「シャワージェル」プレゼント

GENKI NEXT 「10分/\1100」のクイックマッサージ無料 お電話にてご予約をお願い致します。

ﾗﾌｨﾈﾌﾟﾘｭｽ/無重⼒ﾏｯｻｰｼﾞ 10%off

東明館 じっくり占い 税込2200円(通常3280円)

ﾄﾞｩ･ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ ⼊会時の事務⼿続⼿数料が0円(通常5500円)

ﾐｽﾊﾟﾘﾀﾞｲｴｯﾄｾﾝﾀｰ 痩身技術体験25000円引き税込5000円 初めての方限定

ﾄﾞﾗｷｯｽﾞ ⼊会⾦無料

ｾｲﾊ英語学院 お子様体験レッスン ノベルティカードプレゼント

ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗｲｽ 買取⾦額10％UP 宝石査定品・キャンペーン品一部除く

ﾌﾟﾗｻｶﾌﾟｺﾝ メダル1000円以上購⼊につき20%増量

ｲｵﾝｼﾈﾏ 大人税込1100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

ｽﾎﾟｰﾂｵｰｿﾘﾃｨ 5％off

ｼﾞｮｰｼﾝ 5％off ジョーシンアプリかカードご提示で

アミューズメント

大型店舗

サービス
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