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ディナータイム（17：00～22：00）のみ１グループお会計から500円引

ディナータイム（17：00～23：00）のみ１ドリンクサービス

飲食代より5%OFF（終日）

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

お会計より10％割引

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

お好きなトッピング1品無料サービス

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

お会計より5％OFF

味噌汁1杯無料

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

メンチカツ or ドリンク一杯サービス

唐揚2個サービス

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）

ゴールドジム初めて利用の方に限り、ビジター利用￥1,100（税込）※必ず公的身分証明書をお持ちください

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）

5,000円以上のお会計で10％OFF

お食事ご利用の方に限り、グラスワイン or グラスビール1杯ドリンクサービス

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）

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）

飲食代金の5%割引（ランチ及びディナータイム）

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

アパホテルオリジナルPB商品プレゼント

アパホテルオリジナルPB商品プレゼント

アパホテルオリジナルPB商品プレゼント

2,000円以上ご利用の方、飲食代金より10％OFF　※その他の割引・セットメニューとの併用不可

3,000円以上ご利用の方、飲食代金より10％OFF

3,000円以上お買い上げで可愛い小物雑貨プレゼント

60分以上のメニューに限り、各クーポンより500円割引

48F会議室：10％割引、地下1F会議室：30％割引

自店スタンプカード1スタンププレゼント

全商品5％OFF ※その他割引券・クーポンは 使用不可です

サンプルプレゼント

店頭表示価格より10%OFF ※他割引との併用不可

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

靴鞄修理・クリーニング5%OFF ※一部商品を除く

半券1枚につきお好きなMサイズのジュース80円引き

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

お買い上げ金額より5％引き ※他割引・サービス併用不可 ※セットは対象外

全商品50円引き

ご利用金額税込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

税込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

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 ※一部商品を除く ※セール品を除く ※グッズチャームを除く

電子ピアノご購入のお客さま お手入れセットプレゼント

税込3,000円以上のお会計でノベルティプレゼント

・税込11,000円以上の商品 店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く　・国産腕時計の電池交換 店頭表示価格より500円引き

自店ポイントカード ポイント2倍

ペアリング10%OFF ※ペアでご購入時に限る ※一部除外品有り ※他の割引との併用不可

店頭表示価格より5％OFF ※一部商品を除く

刻印無料サービス

入会金無料

ドリンク単品50円引き

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、会計時の提示は対象外 ※バッチ1枚につき1名様分

山芋スムージー全品半額

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 ※単品の商品のみ

やみつき餃子(6個入り)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) ※注文時に提示

会計時、税込3,300円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

お食事ご注文のお客さまに選べるスイーツサービス

店頭表示価格より5%OFF ※特別提供品を除く

バッチ or クーポンご持参で税込3,300円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

通常査定金額より+5%up にてお買い取り致します！

バッチ or クーポン提示で5%OFF

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

バッチorクーポンご持参でハンバーガーをご注文の方はポテトドリンクセットが無料 ※ご本人さまのみ

ワンディッシュピッツァ（ローマ風除く）ご注文の方ドリンク1杯サービス

店頭表示価格より10%OFF ※お食事ご注文のお客さま

おひつメニュー注文のお客さまで1会計につき ドリンク1杯 サービス ※他の割引併用不可

お食事ご注文のお客さま 50円引き

お食事ご注文のお客さま ドリンク1杯サービス

バッチorクーポンご持参で50円OFF ※麵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

ソフトドリンク1杯サービス ※1会計につき1枚 ※他割引との併用不可

ラーメン一杯につきソフトドリンク1杯無料

丼ぶり1つに対し ソフトドリンク1杯サービス ※他割引併用不可

取り扱い商品店頭表示価格より10%OFF ※一部除外品あり

バッチ or クーポンご持参でクレーンゲーム1回無料 ※おひとりさま1日1回限り ※複数枚のご利用はできません

プレー料金100円引き

税込3,000円以上ご購入で300円OFF

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

施術料金から10%OFF ※全メニュー対象

店内商品5％OFF　※一部対象外あり　※他割引と併用不可

お会計時10%OFF ※パーティー利用・物販を除く、店内利用のみ

ご利用のお客さま ノベルティプレゼント

店頭表示価格より5％OFF　※一部除外品あり ※セール品対象外

お好きなクレープ1コ 税込330円

全コース店頭表示価格より5%OFF ※他割引との併用不可

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

バッチ or クーポンご持参でけしゴムすくい1回サービス

ソフトドリンク50%OFF（税込55円）※お食事ご注文のお客さま

お食事ご注文のお客さま店頭表示価格より5%OFF

8個入り(各種)ご注文でドリンク1杯サービス ※割引券併用不可

お会計合計より10％OFF

景品ゲーム1回無料 ※1枚提示につき1回限り有効

ソフトクリームバニラ50円引き

30分延長無料 ※他割引との併用不可

C-SITE 1F総合案内所にご提示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」をプレゼント！　

ドリンクセット（M／240円・L／290円）無料 ※お食事／デザートご注文のお客様限定

店頭表示価格より5%OFF ※他割引併用は不可

山菜トッピングサービスまたは大盛り無料

替玉または煮玉子サービス

5%割引 ※他割引併用は不可

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

合計500円（税込）以上お買上げに限り、合計金額から2%割引（お酒、たばこ、新聞、雑誌、書籍、郵券類、プリペイドカード、
バリアブルカード、suicaチャージ、公共料金、チケット類、SIMカード、各種サービス）を除く。 ※その他クーポン類との併用不可

①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
②テイクアウトドリンクLサイズがMサイズ料金　　

にんにくに４（無国籍料理）

味一献 土風炉（居酒屋）

謝朋殿（中国料理）

マクドナルド（ファストフード）

有賀藤（お好み焼・もんじゃ・鉄板焼）

はなの舞（海鮮居酒屋）

いきなり！ステーキ（ステーキ）

サンマルクカフェ（カフェ）

鎌倉パスタ（生パスタ専門店）

海鮮三崎港（回転寿司）

スパゲッティーのパンチョ（ナポリタン専門店）

リフレッシュサロン・ピュア（リラクゼーション整体）

キムカツ（とんかつ）

築地食堂源ちゃん（海鮮・食堂）

麺処直久（ラーメン・餃子）

ゴールドジム 幕張千葉ANNEX（フィットネスクラブ）

海鮮餃子 帆船（ジャンク）（中国家庭料理）

さくら水産（海産物居酒屋）

温野菜（しゃぶしゃぶ）

カーメル（レストラン）

ラ・フォーレ（ビュッフェレストラン）

桂翠（和食・中華）

おりじん（日本料理）

ザ・テラス（カジュアルレストラン）

ベラ・ルーサ（フランス料理）

SATSUKI(オールデイダイニング）

スカイクルーズマクハリ（ダイニング＆バー）

鉄板焼 七海（鉄板焼レストラン）

ラ・ベランダ（ビュッフェレストラン）

MOMO Café（カフェ＆ピッツァ パスタ＆バー）

mr.kanso（缶詰バー）

ピーターバード（アジアンコレクション）

リゾートスパ アリュメール（デイスパ）

TKPガーデンシティ幕張（貸会議室）

GREEN TIME（ファーマーズキッチン）

Hamilton essence（レディスファッション）

スケッチャーズ（レディース・メンズ・キッズシューズ）

POLA THE BEAUTY（化粧品、フェイシャルサービス）

コンタクトのアイシティ（コンタクトレンズ）

コスメーム（化粧品）

リアット！（靴・バッグ修理、靴・バッグクリーニング、合鍵作成）

果汁工房 果琳（フルーツジュース）

日本一（焼鳥、惣菜、からあげ定食）

ミスタードーナツ（ドーナツ・ドリンク）

くれおーる（たこ焼き、焼きそば）

インドカレー＆ナン ムンバイ（インドカレー、ナン、ラッシー、ハーラールフード）

DESIGUAL（レディス&メンズファッション）

OUTDOOR PRODUCTS（バッグ）

crocs（サンダル、シューズ）

島村楽器（楽器、音楽教室、レンタルスタジオ）

CIRCUS by PARIS JULIET（服飾雑貨、インテリア雑貨）

タイムステーションNEO（時計及び時計メンテナンス）

スタディオエス（バッグ）

TTM JEWELRY TSUTSUMI（ジュエリー）

fran de lingerie（ランジェリーファンデーション）

b3Labo（レザーグッズ）

イオンカルチャークラブ（カルチャー教室）

エクセルシオール カフェ（カフェ）

BULLS GRILL（鉄板ステーキ専門店）

山薬 清流庵（自然薯料理、麦めし）

ペッシェドーロ（パスタ&パンケーキ）

紅虎餃子房（アジア料理）

ベーカリーレストラン サンマルク（洋食）

花粥（台湾料理）

とみや（呉服）

Right-on（メンズ・レディス・キッズ）

ワンダープライス（貴金属、ブランド品、時計、金券買取）

LOWRYS FARM（レディスファッション）

axes femme premium（レディス・キッズファッション）

ナチュラルボディ（整体・ストレッチ）

VILLAGE VANGUARD DINER（グルメバーガー）

One Dish Pizza Meal（ピッツァ）

中国老舗 天津飯店（北京ダック、麺）

こめらく みんなでお茶漬け日和。（和食、創作だし茶漬け）

鳥さく（唐揚げ、親子丼、とり天、南蛮）

牛カツ京都勝牛（牛カツ）

旨い安い腹いっぱい（つけ麺、ラーメン）

神戸六甲道ぎゅんた（鉄板焼き、お好み焼き、焼きそば）

博多だるまJAPAN（ラーメン）

ローストビーフ星（ローストビーフ）

UNIX Beauty Innovation（美容室）

namco/eggnam（アミューズメント）

PING PONG PARK（卓球場）

トイザらス・ベビーザらス（玩具、ベビー用品）

ベビードール（ベビー・キッズファッション）

Brilliant Nail（ネイルサロン）

room&room（寝具・生活雑貨）

Café R（カフェ）

QBハウス（ヘアカット専門店）

ふわりぃ（ランドセル、スクール関連のバッグ等）

ディッパーダン（クレープ・タピオカ）

Re.Ra.Ku（ストレッチ&ボディケア）

Moff animal cafe（アニマルカフェ）

パーティリコ（キャラクター&バラエティ雑貨）

幸楽苑（らーめん）

おひつごはん 四六時中（和食おひつごはん）

築地銀だこ（たこ焼）

リンガーハット（長崎ちゃんぽん）

SPACE ATHLETIC TONDEMI（スポーツアスレチック）

ミニストップ（コンビニエンスストア）

ヒーローズプレイグランド（体験型スポーツテーマパーク）

アウトレットモール

NEWDAYS海浜幕張中央（コンビニエンスストア）

カフェソラーレ（イタリアン／カフェ）

Bao-zi tessen（惣菜・弁当 デリ）

そばいち（そば・うどん）

TOKYO 豚骨 BASE MADE by 博多一風堂（ラーメン）

ビアードパパ（洋菓子 スイーツ）

⑥ 幕張テクノガーデン（MTG）

⑦ 三井アウトレットパーク幕張

⑧ プレナ幕張

① ホテルスプリングス幕張

② ホテルグリーンタワー幕張

③ ホテル ザ・マンハッタン

④ ホテルニューオータニ幕張

⑤ アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞

⑨ ペリエ海浜幕張

⑩ イオンモール幕張新都心
グランドモール グランドモール グランドモール

ファミリーモール

ペットモール

アクティブモール
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