
イーストモール新御堂

ポケットパーク

センター・サウスモール ノースモール１

ARROW TREE
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ りんごの特売
とんかつ豚晴 本店
ヒレからあげ定食［限定500個］ 税込￥1,150 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500

※その他割引との併用不可

たこ梅
さえずり［16時～21時］ 税込￥972 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥486
家族亭
創業祭天ざる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥842

※その他割引との併用不可

しゃぶしゃぶ ぐるまん
豚しゃぶ定食（レギュラー）［11時～15時］ 税込￥1,000 ・・・・・・・・・・→ 税込￥850
大ざわ
ハイボール 税込￥350 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200
中央軒
長崎皿うどん 税込￥870 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥770

※定食や小焼飯セットも100円引き。その他割引との併用不可

あげたての味 天亭
上天丼ご注文の方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 赤だし無料
正起屋
もも肉からあげ（持帰8個入） 税込￥750 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥550
もも肉からあげ（店内飲食Mサイズ4個） 税込￥486 ・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥378
ドトール ノースモール１店
豆などの売店商品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※その他割引との併用不可
※一部除外品あり

大　所酒坊
生ビール 中ジョッキ 税込￥400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200
餃々
チャオチャオ餃子（2枚1人前）［11時～20時］ 税込￥600 ・・・・・・・・・→ 税込￥300

※その他割引との併用不可

福すし
蒸し穴子押寿司 6貫［11時～100個/17時～100個/お一人様2個まで］ 
税込￥750 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥390

※お持ち帰りのみ

ふかもと
ドリンク全品（ボトルを除く） 税込￥360～￥580 ・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥270

※お一人様お料理一品以上ご注文の方に限る

Sweden（スウェーデン）
シングルローレルサイズのソフトクリーム 税込￥360～￥390 ・・・・・→ 税込￥200

※ジャパンプレミアムソフトクリーム、クレミア、ダブルは除く

Café de Campagne（カフェ・ド・カンパーニュ）
チョコレートパフェ、ストロベリーパフェ、ヨーグルトパフェ、黒ゴマアイスとマロンパフェ
［12時～22時］税込￥864 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥648
ミスタークイックマン 北店
合鍵製作 2本以上で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10％OFF
サーティワンアイスクリーム
レギュラー ダブル［16時～20時］ 税込￥620 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥420
llaollao
レギュラー 税込￥500 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥400
ラージ 税込￥790 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥690
サヌム 税込￥790 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥690
スムージー各種 税込￥590 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥490

※スムージーは混雑時にかなりお待ちいただく可能性がございます
※好評のため完売とさせていただくこともございます
※ポイントは割引後の価格分で押させていただきます

むさし乃
つくね 税込￥400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200
洋食屋 とんはる
しょうが焼セット［限定200個］ 税込￥995 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500

※その他割引との併用不可

赤垣屋
歓喜光（一合） 税込￥290 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200
松葉
串揚げ特選コース15串 税込￥3,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥2,500

※2名様以上でご来店のお客様のみ
※混雑時は時間制（最長80分）

※17時～20時45分入店の場合のみ

ゆかり
ご注文のお客様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ドリンク券と100円割引券

（12月末まで利用可能）　（11月末まで利用可能）　

居酒屋 こがね屋
アサヒスーパードライ 生ビール［お一人様1杯（ファーストドリンク）］ 
税込￥390 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込￥290
きしめんあまの
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 半額

※次回来店時利用100円引券進呈

ワインバー マイアミパティオ
マルゲリータ［1組様につき1枚まで］ 税込￥1,630 ・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥800

※その他割引との併用不可

ヨネヤ
生ビール中ジョッキ 税込￥430 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200

※その他割引との併用不可

串かつ料理 活
生ビール 税込￥490 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥245
風流 田舎そば
出汁!カレー南ばん［限定100個］ 税込￥823 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500

※その他割引との併用不可

花柳
特選へれかつ定食 税込￥1,200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥980

プチシャン

ノースモール２

イーストモール扇町

FARURU

mikke

Marusho
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※一部除外品あり

コクミン ファルル店
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ コクミンポイント10倍
GRAN SAC’S Fleur
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%～20%OFF

※一部除外品あり
※その他割引との併用不可

Maison de FLEUR
リップバーム+ハンドバター 税込￥2,700 ・・・・・・・・→40％OFF 税込￥1,620
ボディオイル+ボディクリーム 税込￥5,400 ・・・・・・→40％OFF 税込￥3,240
ボディオイル+ボディバター 税込￥5,832 ・・・・・・・・→40％OFF 税込￥3,499

※香り指定あり

スペッチオ
税込￥10,260～￥60,480 アイテム色々で70点・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥7,560
白牡丹
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 赤札価格よりさらに10%OFF

※特価商品は除外

CRAVATTERIA TAM
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
七宝〈SHIPPO〉
アコヤ真珠8～8.5mmネックレス［限定10個/お一人様1個まで］ 
税込￥100,000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥39,800
merceria
店内一部商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 70%OFF
Via Lattea aurino
店内革製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 30%～50%OFF
Via Lattea platino
店内定価の商品お買い上げで ・・・・→30%ポイントをその場で還元
and’or
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
ビジュー キク
税込¥5,000以上お買い上げ毎 ・・・・・・・・・・→¥500の金券プレゼント
CORO
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※一部除外品あり

LODISPOTTO
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※セール品除外

AIMER
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 一部ドレス半額
fleuve
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
VICKY
新商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※セール品除外

MAYSON GREY
新商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※セール品除外

LIPSTAR
新商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※セール品除外
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piccoLo
レトルトカリー（全商品）［限定300個］ 税込￥620 ・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥520
・・・・・・・・・・→ さらに10個お買い上げの方に1個プレゼント

※メンバーズカードのポイントの付与なし

ドトール センターモール店
豆などの売店商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※その他割引との併用不可
※一部除外品あり

SAZABY
全品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※一部除外品あり

Afternoon Tea LIVING
HAPPY BAG［限定100個］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥3,000
HAPPY BAG［限定20個］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込￥5,000
Afternoon Tea TEAROOM
エリンギとやわらかポークの黒ゴマパスタ（ハーフスイーツ or サラダ、お好きなお茶つき）
税込￥2,260相当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,590
ティータイムトートバッグ［限定30個］ 税込￥2,505相当 ・・・・・・・→ 税込￥1,944

※トートバッグお買い上げで缶ミラープレゼント

LiBARE
ザッハチョコBOX［限定20個/お一人様1個まで］ 税込￥1,280・・・・・・→税込￥880

※その他割引との併用不可
※お取り置きなし

心斎橋 ミツヤ
元祖あんみつ豆［限定50個］税込￥626 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥328

※その他割引との併用不可

R&K RECYCLEKING
創業祭 限定商品［限定15個］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 50%OFF
1日限定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ポイント10倍

※一部除外品あり

CAFE BREAK
クリームシフォン（4種）［限定200個］ 税込￥210 ・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥110

※売切れ次第終了

メニコン
コンタクトレンズ用 ケア用品（洗浄液、レンズケース、装着薬）・・・・・→ 50％OFF

※その他割引との併用不可
※一部除外品あり

SANRINO
FILAカジュアルブーツ（底から4cmは4時間防水） 税込￥8,100 → 税込￥4,050
ミズノ ウエルネスショップ
税込￥5,000以上お買い上げでポイントカードポイント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 500ポイントプレゼント

※当日新規入会可

green
コーヒーチケット11枚つづり 税込￥2,700 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥2,100
アトリエ はるか
ポイントメイク又はヘアアレンジ 税込￥1,620 ・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,080
丹青堂
ミニイーゼル［限定10個］ 税込￥540 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥108

※その他割引との併用不可

LEUN うめだ店
ネコ柄チュニックとオリジナルポシェット［限定15個］ 税込￥3,024 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,620
ネコ柄マグカップ 税込￥540 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥486
ポーチ、かばんなど ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20％OFF
ミスタークイックマン魔法の手
スーパーソール（ハーフラバーソール） 税込￥2,160 ・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,728
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ear PAPILLONNER
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ダブルポイント
Chez toi
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF
Lois CRAYON relax
お買い上げのお客様全員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ノベルティプレゼント

※数に限りがございます

BRICK HOUSE by Tokyo Shirts
税込￥1,080以上の商品2点お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF
税込￥1,080以上の商品3点以上お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・→ 15％OFF

※税込￥1,080未満の商品、パターンオーダーは割引対象外
※その他割引との併用不可

阪神ドラッグストア
阪神薬局GENKIカード入会の方に割引対象外商品のみ通常10倍ポイントを
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→全品15倍ポイント
お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・→景品とサンプルセットプレゼント
evergreen
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※セール品除外

THE BODY SHOP
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※一部除外品あり

Bleu Bleuet
2点以上お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※セール品除外

BE BIRTH 美スギ
美スギポイント対象商品全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ポイント20倍

（例：税込￥5,400お買い上げで1,000ポイントプレゼント！）
※一部除外品あり

●106
●105

●104
●103

●102

●９７

●９８

●９９

●９６
●９５

●111
●110
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エフワン
SUPER110'sメリノウール オーダースーツ 税込￥63,720・・・・→ 税込￥32,184
MAUA
ご購入のお客様［先着20名様］ ・・・・・・・・→ フェルトポーチプレゼント

※お買い得商品を多数ご用意！

和み庵
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ポイント3倍
JINO
JINO10日間お試しセット（税込￥2,592）購入の方に
・・・→ シャンプー＆トリートメント ミニサイズをプレゼント
NATURAL KITCHEN
柳カントリーバスケット、ガラス耐熱トレー皿、ゴムの木モーニングトレーなど
姉妹店NATURAL KITCHEN＆の人気アイテムを数量限定販売！

angelique by LYON
2点以上お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
ELLE
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※セール品除外

Shoe Fantasy 梅田店
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF
美スギ
美スギポイント対象品全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ポイント20倍 

（例：税込￥5,400お買い上げで1,000ポイントプレゼント！）
※一部除外品あり

nooto
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20％OFF
LEUN 茶屋町本店
ブランケット［9時～21時］ 税込￥1,404 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥983
クッション［9時～21時］ 税込￥2,592 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,814

※一部の商品のみ30%OFF

B-Three
税込￥10,800以上お買い上げで［先着50名様］ → ノベルティプレゼント
Dr.ストレッチ
ご新規様［お一人様1回まで］
60分 税込￥6,600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥4,620
90分 税込￥9,700 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥4,850
120分 税込￥12,800 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥8,960

※その他割引との併用不可

STATIONERY Ami
ポケモン文具7点セット［限定15個］ 税込￥4,600 ・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,620
アシックスウォーキング
シューズ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ お買得商品を多数ご用意!
アイスマートデポ ホワイティうめだ店
ご成約のお客様［先着15名様］ ・・・・・・・・・・・・・・→ クリアファイルの進呈
BRICK HOUSE シャツ工房
税込¥1,080以上の商品2点お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10％OFF
税込¥1,080以上の商品3点以上お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・→ 15％OFF

※税込￥1,080未満の商品、パターンオーダーは割引対象外
※その他割引との併用不可

コクミン プチシャン店
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ コクミンポイント10倍
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成城石井
お菓子ハッピーバッグ［限定50個］ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥2,160
プレミアムチーズケーキ［限定100個］ 税込￥821・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥777
たこ八
持ち帰り たこ焼10個 税込￥650 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥325
ITS' DEMO
アパレル・ファッショングッズ2点お買い上げで・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF

※セール品除外

DHC直営店
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 5%OFF

※その他割引との併用不可。DHC会員特典との併用は可

江戸寿司
江戸にぎり［11時～13時半］ 税込￥1,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥900
カフェ すいーとぷれーと
プレーンワッフルセット（ドリンクセット） 税込￥900 ・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥810

※メンバーズカードとの併用不可

大起水産回転寿司
サーモンづくし［限定50個］ 税込￥734・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥540
Perfect Suit FActory
総額より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→10％OFF

※セール品・補正料金対象外 
数量限定スーツ1着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込¥10,800

※他の割引、割引特典との併用不可

英國屋 NORTH
焼ドーナツ［限定100個/お一人様5個まで］ 税込￥100 ・・・・・・・・・・・・→ 税込￥80

※その他割引との併用不可。テイクアウト不可

ローマ軒
ワイン飲み放題（50分間）［14時半～22時］ 税込￥972 ・・・・・・・・・・→ 税込￥540

※その他割引との併用不可

直福
アサヒスーパードライ 生ビール［11時～閉店まで］ 税込￥290 ・・・・・・→ 税込￥190
とんかつ豚晴 中店
とんかつ定食［限定500個］ 税込￥1,050 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥525

※その他割引との併用不可

文字の店
朱竹もみ皮ケース
12mm丸用 税込￥1,640 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥820
15mm丸用 税込￥1,760 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥880
スマートフォンケースストア
iPhone SE/5S,6/6S,6plus/6Splus,7のケース 税込￥2,130以上ご購入の方 
［先着各100名様］・・・・・・・・→ 専用ガラスフィルムをプレゼント
ドコモショップ
アンケート記入で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ノベルティプレゼント
サービス加入で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→さらにノベルティプレゼント
喫茶館キーフェル 泉のテラス
ミックスサンドイッチセット（サラダ、ドリンク付）［11時～22時半］ 
税込￥1,180 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥680

※ドリンクは珈琲、紅茶、コーラ、メロンソーダの中から選択
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𠮷野家
ご注文のお客様［先着250名様］ ・・・・→ オリジナルグラスプレゼント
メアリルボーン
スタンプカード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ポイント2倍
じょんのび にいがた
おいしいお餅 税込￥864 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500
claire’s
3点以上お買い上げで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20％OFF
英國屋倶楽部
フェアーワッフルマロンドリンクセット［22時半まで］ 税込￥1,300 → 税込￥1,170

※その他割引との併用不可

au
ご成約のお客様［先着15名様］ ・・・・・・・・・・・・・・→ クリアファイルの進呈
そば茶屋 信州庵
天ざる 税込￥1,180 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥800

※おそば食べ放題

TENDON ASAHI
上天ざるそば（うどん） 税込￥880 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥780
COCOⅤ
ワンピース 税込￥1,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500
innocence
アクセサリー、ヘアアクセサリー、ピアス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 一部70％OFF
卵と私
デザートセットをご注文のお客様［終日］ ・・・・・・・・・→ セットサラダサービス
まるしげ
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20％OFF

※一部除外品あり
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リフレッシュ工房オズ
極上足楽コース 60分 税込￥6,480 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥5,500

※その他割引との併用不可

洋麺屋五右衛門
ハーフ&ハーフをご注文のお客様 ・・・・・・・・・・・・・・→セットサラダサービス
星乃珈琲店
季節のパンケーキダブルと星乃ブレンドをご注文のお客様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ブレンドお替り1杯無料
うどん王
王様うどん 税込￥1,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥800
膳や
おろし豆腐ハンバーグ膳 税込￥750 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥500
REGAL SHOES
靴をお買い上げの方・・・・・・・・・・・・・・・・・→ ロング靴ベラをプレゼント
リフレッシュハンズ 泉の広場店
ヘッドマッサージ 10分 税込￥1,296 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥648
ヘッドマッサージ 20分 税込￥2,160 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,080

※その他割引との併用不可。30分以上のコースをご利用のお客様に限る

HEART BOX
時計電池交換［10時～17時］ 税込￥864～￥1,620 ・・・・・・・・・・・・→ 税込￥540

※1つの時計に電池が複数入っている場合、2個目以降は1つ税込￥270かかります
※その他割引との併用不可

コクミン イーストモール店
税込¥2,000以上お買物の方［先着50名様］→栄養ドリンクプレゼント
税込¥5,000以上お買物の方［先着20名様］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→コクミンオリジナルミラープレゼント
Soft Bank
新規スマートフォンご契約で充電ケーブル+粗品プレゼント!!
七津屋
ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉生中 税込￥250 ・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥220
ザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉生大 税込￥390 ・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥350
大翔ビール 税込￥350 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥310
日本酒（一合） 税込￥250 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥190
大阪トンテキ
創業祭限定オリジナルソースのトンテキ 税込￥920 ・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥820
福島上等カレー
カレーライス 税込￥550 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥380

※テイクアウト不可。トッピング不可

古潭
ラーメンご注文のお客様 ごはん税込￥230（ランチ税込￥120） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 無料おかわり自由

※定食メニュー休止

Bouchon
グラスワイン赤〈チリ〉［17時～20時/限定数60/お一人様2杯まで］ 
税込￥519 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥260

※別途仕出 税込￥324
※当店発行のサービス券との併用不可
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cookhouse BAKERY BAR
北海道とろ～り クリームパン［限定500個］ 税込￥162 ・・・・・・・・・・・・→ 税込￥108
夢ぎゃらりぃ ハトキン
お菓子set［限定30個］ 税込￥600 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥450
ジューサーバー
ミックスジュース（Sサイズ） 税込￥180 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥100
金澤 スッポン堂
能登の仔すっぽんエキス酒器〆酒 税込￥30,000 ・・・・・・・・・・→ 税込￥24,500

※その他割引との併用不可

をぐら屋
トクトクこん袋［限定100個］ 税込￥3,240 ・・・・・・・・・・・→ 半額 税込￥1,620
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●124
●123
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●120
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1年に1日限りのおトクDAY！ホワイティうめだでスペシャルをさがせ！
LEGSTERIA
グンゼ サブリナ 80デニール2足組タイツ［限定200個］
税込￥842 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 40％OFF 税込￥500
靴下・タイツ3足 税込￥1,080 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 4足税込￥1,080
Mew's
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
le VERT
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 20%OFF
La Boutique STELLACOTE
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 15%OFF

※一部除外品あり 
※ポイントカードとの併用不可

Nasabo  
レディスシューズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10%OFF

※一部除外品あり 

ANIMI MOTIO
税込¥1,620以上お買い上げで → アクセサリーケースプレゼント
COLORＳ by Jennifer Sky
税込¥10,800以上お買い上げで → 税込￥2,160以内の商品プレゼント
税込¥16,200以上お買い上げで → 税込￥3,240以内の商品プレゼント
SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH
DBミラノリブボトルネックセーター 税込￥4,120 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込¥972
DBミラノリブボトルネックボーダーセーター 税込￥4,120 ・・・・・・・・・・・→税込¥972
Bクルーネックカーディガン 税込￥3,132 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込¥972
アンゴラハイネックニット 税込￥2,052 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込¥972
STEAMCREAM
税込￥1,620以上お買い上げで ［先着50名様］
・・・・・・・・・・・・・・・→ オリジナルノベルティ（非売品）プレゼント
Daily russet 
タイムセール実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 全品10%OFF
税込￥5,400以上お買い上げで1回抽選
次回以降使える￥500or￥1,000のクーポンが当たる

※なくなり次第終了
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●３２

●３３

Quark
時計の電池交換［10時～19時］ 税込￥1,600～￥2,000・・・・・→ 税込￥1,000
焼きたてチーズタルト専門店 PABLO mini 
・・・・・・・・・・・・・→ PABLO mini スタンプカードポイント2倍
鳥の巣
たこ酢みそ（小鉢） 税込￥400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込￥300
ツナサラダ（小鉢） 税込￥400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込￥300
シュウマイ（小鉢） 税込￥400 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→税込￥300

※10時～売り切れまで。お一人様1個まで

belle-ville
ご来店のお客様に ・・・・・→ ドリンク一杯サービス券をプレゼント

※次回ご来店時、パンケーキご注文で利用可能

KIEFEL ホワイティうめだ店
野菜ジュース［限定20個/お一人様1個まで］ 税込￥700 ・・・・・・・・・・→ 税込￥350
VIE DE FRANCE
全品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 10％OFF
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●６３ 居酒屋おおえす
生ビール（中） 税込￥390 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥200
エビスバー
390（サンキュウ）エビス（全6種） 税込￥545 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥390

※ご来店から完全2時間制。予約不可。その他割引との併用不可

ピヨ
牛すじネギカレー［15時～/先着30名様］ 税込￥620  ・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥450

※玉子以外のトッピング不可

肉屋の肉バル TAJIMAYA
ドライエイジングビーフ リブロースステーキ 税込￥2,280 ・・・・・・・・→ 税込￥1,980

※なくなり次第終了

Rouge et blanc Kohaku
モリン エクストラ ドライ プロセッコ スペリオーレ［限定20杯］
税込￥670 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥335
丼丼亭
ミニめん（うどん・そば） 税込￥200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥100

※その他割引との併用不可。丼とのセットをご注文のお客様に限る

ベシャメルカフェ
パンケーキ80'sタワー 3枚+ドリンクセット［お一人様1品まで］ 
税込￥648 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥540

※その他割引との併用不可

ほけん百花
保険相談にご来店の方に ・・・・・・・・・・・・→ 生活応援グッズプレゼント
リフレッシュハンズ ホワイティうめだ店
ヘッドマッサージ 10分 税込￥1,296 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥648
ヘッドマッサージ 20分 税込￥2,160 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,080

※その他割引との併用不可。30分以上のコースをご利用のお客様に限る

魚deバール ウオチカ。
トンカツトルコライス［11時～15時］ 税込￥788 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥540

※その他割引との併用不可

トラットリア あるふぁ
ジェノバペースト 税込￥1,300 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥1,000
生ハムと酒処 アカリ
特別ランチ［限定100食］ 税込￥840 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥600
生中ビール 税込￥450 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥300
エクストラコールド 税込￥550 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ 税込￥400

●134

●130

●131

●132

●133

●129

●128
●127

※一部セール除外品がある場合もございますのでご了承ください。※限定数表示がないものでも売り切れの場合がありますのでご了承ください。※割引表示は通常価格からのものです。※お店の場所は番号に対応した裏面のマップをご参照ください。


