エスニック料理にんにくに４
（エスニック料理）

至

043-296-5055

幕

張
本

ディナータイム
（17：00〜23：00）
のみ １グループお会計から500円引

味一献土風炉幕張テクノガーデン店（居酒屋）

郷

駅（

浜田公園

043-298-1026

JR
・

京成

2021年1月1日（金）〜1月17日（日）

スで
駅

043-274-7655

飲食代より５％ＯＦＦ
（終日）

マクドナルド（ハンバーガー）

）バ

イオンタワー

① ホテルスプリングス幕張
翠嵐（中国料理）

043-296-0094

お食事ご利用の方に限り、
１杯ドリンクサービス
（グラスワインorソフトドリンク）

レストランカーメル（洋食）

043-296-0069

お食事ご利用の方に限り、
１杯ドリンクサービス
（グラスワインorソフトドリンク）

043-296-1255

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

桂翠（和食・中華）

043-296-1126

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

おみやげKINGDOM（おみやげ）

043-445-7788

お買い上げの方に、
チーバくんショッピングバックお買い上げ個数分プレゼント

おりじん（日本料理）

⑧ プレナ幕張

浜
田
川

043-275-3235

はなの舞（海鮮居酒屋）
舎鈴（つけめん・中華そば）
サンマルクカフェ
（カフェ）

043-296-0133
043-272-0309
043-350-1309

お会計より 5％OFF

ベラ・ルーサ（フランス料理）
ザ・テラス（レストラン・ラウンジ）

スパゲッティーのパンチョ
（ナポリタン専門店）

043-307-1021

お好きなトッピング1品無料サービス

40分以上のコース10％割引 60分以上のコース1,000円割引）

④ ホテルニューオータニ幕張
SATSUKI(オールデイダイニング）

043-299-1848

サービス料５０％割引(ランチ及びディナータイム) ※個室は除く

043-296-1326
043-296-1343

アパホテルオリジナルＰＢ商品プレゼント

七海（鉄板焼）

043-296-1325

アパホテルオリジナルＰＢ商品プレゼント

ラ ジュエ ド シエル幕張（カジュアルフレンチレストラン） 043-306-2750
飲食代金より１０％OFF(終日）＊現金支払いに限る。要予約。
貸切パーティー 幹事様1名様無料 もしくは 30分延長料金無料

ＴＫＰガーデンシティ幕張

043-351-7831

48階会議室：10％割引 地下会議室：30％割引

ＭＯＭＯ ＣＡＦＥ
（ピッツァ＆カフェ）

043-211-1110

2,000円以上ご利用の方飲食代金より１０％OFF（17：00〜26：00）
＊その他の割引・セットメニューとの併用不可"

GREEN TIME（ファーマーズキッチン）

043-305-5565

メインディッシュ
（オムライス等）
、
サラダ単品、
デザート単品オーダーでドリンク無料+３００円でデザート
テイクアウトドリンクLサイズがMサイズ料金

mr.kanso(缶詰バー)

043-441-4905

唐揚2個サービス

アパホテルオリジナルＰＢ商品プレゼント

スカイクルーズマクハリ（ダイニング＆バー）

043-299-7788

メンチカツorドリンク一杯サービス

築地食堂源ちゃん（海鮮・食堂）

⑤ アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞
ラ・ベランダ（バイキングレストラン）

キムカツ（とんかつ）

043-211-8655

麺処直久（ラーメン・餃子）

043-310-0361

16時以降のご来店：
ドリンク1杯サービス
（アルコールドリンク含む）

さくら水産（海産物居酒屋）

043-211-8890

ディナータイム時：お一人様 お会計が「現金払いで税抜 1,500円以上」の場合、5％割引
※宴会・他サービス券との併用は不可

温野菜（しゃぶしゃぶ）

043-211-8829
043-213-6100

ドリンクバー無料

043-213-3890

全コース10%oﬀ ※初回のみ。他のサービスと併用不可。

そばいち（そば）

60分以上のメニューに限り、各クーポンより500円割引。

ピーターバード（輸入雑貨）

043-350-5005

043-306-2165

山菜トッピングサービスまたは大盛り無料

TOKYO 豚骨 BASE MADE by 博多一風堂（ラーメン） 043-306-1283

スリークォーター（ブティック）

替玉または煮玉子サービス

043-296-1905

プロスパー（ブティック）
10％OFF

グランドモール

Desigal

ホテルグリーンタワー幕張

QV Cジャパン

¥ 〒 C

P

国
際
大
通
り

国際会議場

ホテル ザ・マンハッタン

4

4

5

6

7

8

5

3

P

ホテルニューオータニ幕張

P C
3

グランドモール

043-274-1286

10,000円以上お買上げで10％OFF ※セール品を除く※他の割引サービスとの併用不可※各種プロモーション併用不可

fran de lingerie

043-306-7067

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

Flor by Rew de Rew

ライトオン

紅虎餃子房

見浜園

アパホテル＆リゾート
〈東京ベイ幕張〉

グランドモール

043-239-9344

やみつき餃子6個入りが半額 店内ご利用 本体価格 210円（税込 231円）お持ち帰り 本体価格 210円（税込 227円）※ご注文時にご提示

恵比寿かつ彩

043-306-4760

店頭表示価格より全品10%OFF ※他割引との併用不可

043-299-3158

店頭表示価格より5％OFF ※一部商品を除く

とみや

花粥

043-306-7789

お食事ご注文のお客さまに選べるスイーツサービス

043-306-7240

八献

043-213-7801

ご飲食代お会計より10%OFF ※他の割引との併用不可

043-299-3166

BULLS GRILL

バッチorクーポンご持参で3,000円（税抜）以上お買上げのお客さま 店頭表示価格より5％OFF ※一部商品を除く ※他割引との併用不可

お食事ご注文のお客さまドリンクバーサービス ※オーダー時に提示

axes femme premium（アクシーズファム プレミアム） 043-306-6374

サンマルクカフェ

税込7,700円以上お買い上げで店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く ※他割引との併用不可

店頭表示価格より5％OFF※他割引との併用不可

グリーンパークストピック

海底撈火鍋

043-306-7757

043-350-3585

namco/eggnam
ペットモール

アクアステージ21
ミニストップ

ファミリーモール

043-213-6213

お会計時10%OFF ※パーティー利用・物販を除く、店内利用のみ

043-307-7767

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

ベビードール

店頭表示価格より20％OFF※スープ、調味料を除く単品料理が対象※他割引との併用不可

GLASOS

043-297-7088

ベーカリーレストラン サンマルク

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品除く

会計時、3,300円
（税込）
以上ご注文のお客さまレストランパン5個入り1袋プレゼント

バーンズソーホーストリート

043-275-6106

インドカレー＆ナン ムンバイ

店頭表示価格より5%OFF ※付属品、一部商品を除く

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

コンタクトのアイシティ

043-350-5470

店頭表示価格より10%OFF ※他割引との併用不可

タイムステーションNEO

パセリハウス

043-216-4011

バッチorクーポンご持参でノベルティプレゼント

043-239-7411

お好きなクレープ1コ330円
（税込）

043-213-6400

お食事ご注文のお客さま店頭表示価格より5%OFF

043-276-7870

ドリンクSサイズ 1杯サービス ※お食事ご注文のお客さま ※コーラ・ジンジャエール・メロンソーダ・ウーロン茶

043-301-5510

うどん1杯につきソフトドリンク1杯サービス

One Dish Pizza Meal
中国老舗 天津飯店

刻印無料サービス

Rurban de tiara

明洞食堂
竹清（ちくせい）

043-441-7242

旨い安い腹いっぱい

はなまるうどん
幸楽苑

博多だるまJAPAN

ソフトドリンク50%OFF
（税込55円）※お食事ご注文のお客さま

043-211-8588

リンガーハット

ラーメン一杯につきソフトドリンク1杯無料

043-306-7799

ティーヌン
お食事ご注文のお客さまアイスジャスミン茶1杯サービス

牧場創菓momom（モーマム）

043-296-9221

043-304-6745

043-307-8887

神戸六甲道ぎゅんた
VILLAGE VANGUARD DINER

Re.Ra.Ku
全コース店頭表示価格より5%OFF ※他割引との併用不可

043-272-2391

メダル20枚プレゼント

モーリーファンタジー
Moﬀ animal caf̲

『セット』
のポテト2倍

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く

043-307-1237

鳥さく

043-215-8180

043-213-2175

牛カツ京都勝牛

043-272-0910

リアット！

043-304-6330

ソフトドリンク1杯orグラスビール1杯orとろろプレゼント ※ご注文時にご提示※定食ご注文の方※チケット1枚につき1個

靴鞄修理・クリーニング5%OFF ※一部商品を除く

金沢まいもん寿司

イオンカルチャークラブ

043-306-7573

お食事ご注文のお客さまに1枚でソフトドリンク1杯サービス ※塩サイダーを除く

体験無料

ペッシェドーロ

ナチュラルボディ

043-306-7566

パンケーキ1品ご注文でパンケーキ1枚サービス ※ご注文時にご提示 ※単品の商品み

全コース店頭表示価格より5%OFF ※他割引との併用不可

043-274-0043
043-273-3870
043-307-4371

043-301-5175
043-213-3801
043-276-8870
043-307-3700
043-216-2978
043-213-2176
043-441-6690
070-3100-4250
043-445-7055
043-307-8552

景品ゲーム1回無料 ※1枚提示につき1回限り有効

トイザらス・ベビーザらス

お食事ご注文のお客さまドリンク1杯サービス

自店スタンプカード スタンプ2倍

043-301-3174

入場料 店頭表示価格より10％OFF※チケット1枚につきお一人さま

SPACE ATHLETIC TONDEMI

お食事ご注文のお客さま 50円引き

サンプルプレゼント

043-239-9358

8個入り
（各種）
ご注文でドリンク1杯サービス

043-306-9789

ソフトドリンク1杯サービス ※1会計につき1枚

043-306-7081

043-306-7332

お会計合計より10％OFF

築地銀だこ
043-310-3267

ソフトクリームご注文で1巻増量

店頭表示価格より全品5%OFF ※他割引との併用不可

銀だこキッチン

モスバーガー

バッチorクーポンご持参で50円OFF ※̲メニューご注文のお客さまに限ります。※お子さまラーメンは除きます。

店頭表示価格より5%OFF ※セール商品を除く ※一部商品を除く※他割引との併用不可

POLA THE BEAUTY

おひつごはん 四六時中

お子さまセット30円引き

043-297-2612

チャイハネ

RIDERS FACT

ディッパーダン

ごはん大盛サービス

043-306-6180

全商品5％OFF

コスメーム

パーティリコ

店頭表示価格より10%OFF ※お食事ご注文のお客さま

043-441-8888

043-306-7730

自店ポイント2倍

お食事ご注文のお客さま店頭表示価格より5%OFF

自店ポイントカードポイント2倍

043-307-5400

043-239-9000

10,000円（税抜）以上の商品 店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く 電池交換 店頭表示価格より500円引き

043-441-8533

043-306-9424

LION TEA 獅子茶
お買上金額から5％OFF ※他割引、
キャンペーン商品との併用不可

043-271-5656

043-216-5446

ご利用金額800円以上でソフトドリンク1杯サービス ※他の割引サービスとの併用不可

スタディオエス
b3Labo

043-306-5334

043-297-0011

ソフトクリームバニラ50円引き

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く※他の割引サービスとの併用不可

OUT DOOR PRODUCTS

043-301-6121

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く ※セール品を除く

Café R

043-307-9450

043-306-4765

バッチorクーポンご持参でクレーンゲーム1回無料

ジーランド

牛たん炭焼 利久
043-296-2027

2

プレナ幕張

⑪ イオンモール幕張新都心

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

3,000円以上お買い上げで可愛い小物雑貨プレゼント

セール品以外、10％OFF

8

三井アウトレットパーク 幕張

マリブダイニング

国際展示場

CIRCUS by PARIS JULIET

⑩ ペリエ海浜幕張

2

7

県立幕張
海浜公園

? ¥ C
P

¥

C

幕張メッセ駐車場

ご来店で
「お肌の悩みに合わせた」
フェイスケアサンプルをプレゼント

043-297-8000

3,000円以上ご利用の方 飲食代金より１０％OFF

リゾートスパ アリュメール（リラクゼーションサロン） 043-274-9333

マリブウエスト

? ¥

P

1

THE BODY SHOP

カフェタイム
（7:00〜17:30）
：パスタとドリンクご注文で50円引き
バータイム
（17:30〜）
：
レモンサワーor各ハイボール1杯サービス ※お一人様フード1品以上ご注文をお願いします。

りふれ幕張（マッサージ）

10

幕張イベントホール

アクティブ
モール

お買い上げの方に、
コスメームオリジナルあぶらとり紙プレゼント

⑨ ワールドビジネスガーデン（WBG）
プロント（コーヒー＆ショットバー）

P

メッセ大通り

東京ベイ先端医療・
幕張クリニック

スケッチャーズ

17時以降のご来店：5,000円以上のお会計で10％ＯＦＦ

カフェレストランガスト（ファミリーレストラン）

マリブイースト

9

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く※他割引との併用不可

043-306-7095

麺類をご注文のお客様に限り、
いずれか1品サービス（そぼろ丼・高菜丼・小ライス・味玉）

海鮮餃子 帆船（ジャンク）
（中国家庭料理）

展示ホール

東京ガス

豊砂公園

店頭表示価格より5%OFF ※特別提供品を除く

043-306-2010

リフレッシュサロン・ピュア（リラクゼーション整体） 043−297-5517

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

グランドモール

南口

¥ C

P

P

JR海浜幕張駅 10 ペリエ海浜幕張

ワールドビジネスガーデン
地
下

あうね幕張

京成バス案内センター

北口

P

P

11

043-310-0006

お土産チョコクロ1箱をご購入のお客様に チョコクロ 又は 季節チョコクロ 1個プレゼント

味噌汁1杯無料

043-275-3264

コストコ
ホールセール幕張

P ¥
C

スーク海浜幕張
メッセ・アミューズ・モール

展示ホール

メインメニューご注文のお客様に味玉・赤辛・エビ油
（海老香味油）
の中から一つサービス

海鮮三崎港（回転寿司）
043-275-3250

043-299-0408

16時以降ご飲食代10％ＯＦＦ
（割引上限金額10,000円まで）
※他割引との併用は不可

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

ファミリー
モール

イオンモール幕張新都心

9

お会計より 10％ 割引

鎌倉パスタ（生パスタ専門店）

③ ホテル ザ・マンハッタン

043-212-8200

1F総合案内所で館内店舗で優待割引などが利用できる
「スペシャルクーポン」
プレゼント！
※他の割引との併用不可

有賀藤（お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼）

② ホテルグリーンタワー幕張
ラ・フォーレ（ビュッフェレストラン）

⑦ 三井アウトレットパーク幕張
アウトレットモール

11

C

¥ C

¥ C

1

ホテルスプリングス幕張

幕張テクノガーデン

イオンタワー Annex

まで
15 分

ビッグマックセット
（ポテトＭ・
ドリンクＭ）
を購入の方、
アップルパイ１個サービス
ペットモール

6

P

東京駅まで最速 23 分

043-296-7488

ROOM DECO

P ¥ 〒

地
下

運転免許センター

ディナータイム
（17：00〜23：00）
のみ １ドリンクサービス

謝朋殿（中国料理）

P

P

⑥ 幕張テクノガーデン（MTG）

043-275-6200

3,000円
（税込）
以上のご購入でレジにて300円引き

アクティブモール

ヒーローズプレイグランド
30分延長無料 ※他割引との併用不可

043-306-2888

