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食品スーパー

イオンフー ドスタイルbyダイエ ー

スナモ火曜暑協賛セール開 中！！

ドラッグスト アトモズ
トモズポイントカード提示で

全品5%0FF
（調剤・カウンセリング化粧品等除く）

帽子専門店マオズ

自店ポイントカード
ポイント2倍

アクセサリ ー P ARTS CLUB
3,300円以上お買上げでポイントカ ー ド

（作成費通常110円）をプレゼン ト
※カー ド未発行の方orカ ー ドをお持ちの方は

1ポイントプレゼント

レディス Ludie Park
50/oOFF 

（セール品、 一部商品除外）

園メガネ JINS

ノ芍鼻翌努繋ント

園健康グッズファイテンショップ
IP会員入会金

5,000円→0円

璽ファミリー

THE SHOP TK MIXPICE 
メルマガ登録で5%0FF

セール品はセール価格より
さらに5%0FF

スマホアクセサリー専門店SmaPla
ケース全品100/oOFF
（セール商品は除く）

り '!II へアカット専門店カットバリュー

こ利用のお客様
100円キャッシュハック

Ill ホームセンター カインズ
江東区•江戸川区（一部地域）当社指定ポックス
1個口配送料無料 ※江戸川区（一部地域）の対象エリアは
サー ビスカウンターまでお問い合わせください

Ill 冨宮ーティソリュ
ー ションズ ’'揺晨悶芋悶ーファーム

トモズポイントカー ド提示で
全品5%OFF 季節ふ：合わせた

（調剤・カウンセリング化粧品等除く） お員［い1守セールを開催

Ill 300円ショップMODA300+ ， Ill ストレッチ専門店Dr．ストレッチ
990円以上 ドクターストレッチ

お買い上げのあ客様50/oOFF 10分延長券プレゼント
（当日も�lj用いただけます）

園匹SM2 keittio 
店内商品2点以上

お買上げで100/oOFF
※他割引併用不可

園メンズ ・レディス WEGO
WEGO公式アプリ

会員限定
50/oOFF※＿部除外品あり

園化粧品コスメティックセルレ
1回2,000円以上

お買上げでレジにて
100/oOFF ※→B除外品あり

スポーツショップスポー ツデポ

お買い得商品販売

璽メガネ才プティックパリミキ

5,500円以上お買上げで
メガネスタンドプレゼント

園アミュー ズメント
親と子供のふれあい遊び場びょんびょん

自店スタンプ2倍
（有料での入場に限ります）

園幼児教室

小学館の幼児教室ドラキッズ
フリーダイヤルにてお問い合わせ頂いた方

1週間以内のご入会で入会金50%0FF
(11,000円→5,500円）
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園層インセンス
1,000円以上

お買上げで50/oOFF

園時計 ・時計修理 move
1会計20,000円以上で

1d%0FF 
（修理・セール品除外）

園洋服のお直し専門店
ママのリフオ ー ム

自店閉イントカード
ハイント2倍

’’ファンシー雑貨パー ティリコ
自店『イントカード

ハイント2倍

’’リサイクルショップ買取店わかば
ご成約の方に

ノベルティ（日用品 ・お菓子な〇
1つプレゼント

（金券、両替は除外）
園コンタクトレンズ中央コンタクト

ケア用品50/oOFF

園住宅相談カウンタ ー

suumo カウンタ ー

相談会またはセミナー参加で
suumo オリジナル
グッスプレゼント

日

象店舗に

オーダー まくら、寝具まくら9

オーダーメイド枕購入の方に
ピロケースプレゼント

‘’メンズ ・レディス ORIHICA
特別セール実施

（ソックスセット、
ワイシャッセットを特別価格にて）

園 3蒻iんクリー ニング

メンズ ・レディス
AM ERICAN HOLIC 

2点以上お買い上げで、
お会計より100/oOFF

音楽 ・ 音楽教室島村楽器

楽器本体呼上げで
ノベルティ レゼント

メガネ OWND AYS
メガネこ購入の方50/oOFF

(NB商品・セール商品・
小物は対象外）※割引併用不可

園写真スタジオ
+nachu by STUDIO ARC

6切り写真1枚プレゼント
（送料別途必要）

園接骨院みなみすな町整骨院

自由診療50/oOFF

ビューティー＆ヘルス Ki rei Viking 
整体・エステ・ポディケア

100/oOFF※割引併用不可

飲食

カフェ上島珈琲店
コーヒー抽出器具

150/oOFF 

り'!!'I フー ドコー ト
長崎ちゃんぽんリンガーハット

野菜たっぷりちゃんぽん
ご注文でドリンクサー ビス

園フー ドコー トペッパーランチ
ご飯のおかわり無料

※ペッパーライスはサー ビス対象外

園フー ドコー ト元天ねぎ蛸
自店スタンプカード

ポイント2倍

園
冗ニプリ ー MOMl&TOY'S

自店ポイントカード
1個サービス

園和食大子5屋ごはん処 ‘'毎網理阿里城

おすすめメニューご注文で
ドリンク1杯サービス

園フー ドコー トえび豚骨拉麺春樹
100円以内の

トッピングカ無料

50/oOFF 

園焼肉 ・韓国料理
美食焼肉トラジ葉菜

食後の「アイス」サー ビス
※ランチ・ディナーともOK ※お一人様1つ

SUNAMO 

人を、想う力。街を、想う力。三菱地所グル ーフ

園フー ドコ→丸亀製麺
とろ玉サイズアップ

（並→大のみ）

園フー ドコー ト 8DAYSASWEET
自店ポイントカード

ポイント2倍

園レストラン
たまご洋食グリルモア

スナモプレート100/oOFF

園フードコー トカレー の市民アルバ
自店スタンプカ ー ド

ポイント秤第3火曜日のみハイント3倍
｀＇フー ドコー ト独ー処餃子

大盛サービス

園フー ドコー ト
フレッシュネスバー ガー

ドリンクカード
スタンプ5倍

園二這門札幌三代目月見軒

ラーメンセット・
半ラーメンセット50円OFF

園レストランポポラマーマ
テイクアウト

Pizza10%0FF 

園レストランBAQET

ドリンクバー
110円

り9ーインド ・エスニック料理
インディアンデリマントラ

①火曜祭限定ディナーバイキング®ランチタイム／ラッシーサービス (1グルーカ③ディナータイム／ファーストドリンクサービス
(1グループ）

とんかつ

やわらか豚かつマ・メゾン

親碍翡究庖採

祝日及び指定繁忙期は火曜祭サ ー ビス ・ イベントは実施致しません。

●表示は税込価格です。 ●他の割引券、サ ー ビスとの併用はできません。 ●記載のサ ー ビス ・ イベントな

と2022年3月末日までの内容となります。 ●内容は予告なく変更になる場合がございます。 ●掲載情報

（提供している各種サ ー ビス）は、その内容について保証するものではありません。お客様が掲載情報に

基づいて生じた損害 ・ 不利益等に対していかなる責任も負いません。
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