ご優待内容

三井ショッピングパーク
アルパーク

2017 年 10月1日（日）〜2018 年 3月31日（土）

木

三井ショッピングパークポイント

100円

2ポイント！

（税抜）
▶

クレジット払い

※一部対象外の店舗・ポイント付与数が異なる店舗がございます。

ポイントアップデー

クレジット払い

三井ショッピングパークカード《セゾン》で
につき
クレジット払いだと100円（税抜）

ポイント

※クレジット払い・ポイント対象外の店舗がございます。

お会計時・ご注文時に対象カードをご提示ください
1,500円以上お買上げで

きものお手入れ

ファッション・雑貨

5％OFF

きものやまと

シルバー用みがき布
プレゼント

クスクスプラス

アーノルドパーマータイムレス

※対象商品は期間によって異なります

スーパースポーツ

ゼビオ

50,000円以上お買上げで

高級セーム革
ウォッチクロスプレゼント
※他サービスとの併用不可

ストーンマーケット

10,800円以上お買上げで

3COINS

ノベルティプレゼント

toco toco

CAFE CELLU LOID

5％OFF

HOUSE OF ROSE

ノベルティプレゼント

牛麺大王

グラスワインor
ソフトドリンク
1杯サービス

アルカフェコナミ

10％OFF

※1枚につき1グループのみ有効

しゃぶ葉

ソフトドリンク
１グループ様サービス
※お1人様1杯に限る ※他サービスとの併用不可

しらき寿し

ポテト
（S）3個
プレゼント

WISTARIA FIELD-ZAWA

トリートメントメニュー
1,080円引き

やまだ屋

セイハ英語学院ラビインターナショナルスクール

ノベルティプレゼント
【水曜日限定】
3,240円以上お買上げで

10％OFF

ライトオン

5％OFF

※他サービスとの併用不可

オリジナルミニタオル（ピンク）
プレゼント

ご注文で

40％OFF

NAIL DE SIRELLA

２Lプリント無料券
プレゼント

※6名様まで

らあめん花月嵐

人数分の
ワンドリンクサービス
※三井ショッピングパークカード《セゾン》払いに限る

ソフトドリンク
1杯無料券プレゼント
※三井ショッピングパークカード《セゾン》払いに限る

お饅頭1個プレゼント
ご予約・ご来店で

コース8％OFF

※ご予約の際に割引ご利用の旨お伝えいただいた方

事前予約の上、生命保険の
ご相談をされた方に
保険見直し本舗

生活用品ノベルティプレゼント

※予約受付番号／ 0120-33-0526

5,400円以上お買上げで

新規ご入会で

※ご予約の際に要申込

モンディアド

①あなたにぴったりの
メイクカラー診断。
②谷間orスタイルアップ体験。
バストが下垂しない方法教えます。

1,000円以上お買上げで

デジカメ、スマホプリントL・ましかくご注文で
次回からご利用可能な

写真のニイダ

森の朝

※お1人様2個まで

※一部除外品あり
※他サービスとの併用不可

次回使える

全メニュー

KIKI S NAIL

スキンケアサンプルプレゼント

5％OFF

ご新規の方、半年以上ご来店のない方

サービス

5％OFF
マツモトキヨシ

姓名学鑑定無料

パーティトレイ1個お買上げにつき

サブウェイ

20％OFF

はん・印刷のOTANI

お食事ご注文で

ご注文時にカードをご提示ください

帽子屋Flava

2倍

Timberland
オリジナルシューホーン（靴べら）
プレゼント

※三井ショッピングパークカード《セゾン》払いに限る

1,000円以上お買上げいただき
メンバーズカードご入会で

3,000円以上ご注文で

グルメ＆フード

※一部除外品あり

サンプル1日分
プレゼント
中折れHAT・婦人帽子

10,800円以上お買上げで

1,080円以上お買上げで

2倍

自店ポイントカード
ORIHICA

ティンバーランド

【平日限定】
5,400円以上お買上げで

5％OFF

※一部除外品あり

16,200円以上お買上げで

10％OFF

じぶんまくら

961円以上の商品

watch

DHC直営店

一部対象商品

5％OFF

10％OFF

ファンケル

三井ショッピングパークカード《セゾン》のご利用で
肌のお悩みに合わせた

※他サービス・イベントとの併用不可
※一部除外品あり

SM2

【木曜日限定】

WEGO

チャオパニックティピー

5％OFF

5％OFF

※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

自店ポイントカード

5％OFF
定価商品

5,400円以上お買上げで

イッカ

多山文具

2,160円以上お買上げで

ギフトラッピング無料

アモスタイル

Celule

5,400円以上お買上げで

925

3,000円以上お買上げで

5％OFF

ノベルティプレゼント

ラフィネ

ハーブティー
2種類プレゼント

ご利用にあたっての注意事項
●サービス対象カード ※お会計時・ご注文時にご提示ください。
三井ショッピングパークカード《セゾン》
・ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》
・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP・
※三井ショッピングパークアプリのクーポン提示でもご利用いただけます。
三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド・特別ご優待パスポート
●ご優待対象金額は、全て税込となります。
●店舗により、その他サービスとの併用不可の場合や一部商品・サービスが対象外となる場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。
●ノベルティは、数に限りがございます。
●繁忙期など一部期間でサービス提供の対象外となる場合がございます。
●閉店等により、サービス提供の対象外となる場合がございます。

アルパーク 周辺ご優待施設

三井ショッピングパークカード
《セゾン》／ラゾーナ川崎プラザカード
《セゾン》／
三井ショッピングパークカード
《セゾン》LOOP ／三井ショッピングパークカード
《セゾン》LOOPゴールドをご提示ください。

広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-2-11
パルティ・フジ坂敷地内
TEL:082-886-3345
http://www.seare.jp/

Asian Resort Spa
Seare

24H営業の天然温泉スパ！沖縄創作料理「海人」
や世界のリラクゼーションメニューがあり、癒しのアイテムが豊富です。

◆リラクゼーションコース 2,200円→1,780円
◆ハーフコース
1,150円→ 980円

※受付時に上記カードをご提示の上、ご精算時（ご入浴の後）に上記カードにてご精算ください。
※特定日（お正月・GW・お盆）は除く。

出光リテール販売（株）
中国カンパニー
◆ガソリン・軽油

広島市西区草津新町2- 6 -1
カフェ・ド・ジーベン
TEL:0120-03-9424
草津店
http://www.sieben.co.jp/index.html
大山の生クリームを直送して使用している、素材にこだわった洋菓子専門店。特にホールケーキは大人気！

◆ご購入で 10％OFF

※他の割引と当店イベントとの併用不可 ※上記カードでのクレジット払いに限ります。
※自店ポイントはお付けできません。 ※12月23.24.25日、3月3日

【井口ss】広島市西区井口明神1-1-18
TEL:082-501-0595
http://sasp.mapion.co.jp/b/idemitsu/info/02617/

Fleur d KARIN

【庚午ss】広島市西区庚午中1-19-17
TEL:082-271-1748
http://sasp.mapion.co.jp/b/idemitsu/info/03810/

◆ 5％OFF

※現金でのお支払いに限ります。

広島市中区中町9 -12
三井ガーデンホテル広島内
TEL:082-240-1125
コフレール
http://www.gardenhotels.co.jp/hiroshima/

現金価格から 2円/ℓ引き
広島市中区吉島東1-15-2
TEL:082-241-8810
http://woody-cmp.jp/

2フロア64打席160ヤードの練習場。きれいな設備は女性のお客様にも好評いただいております。

◆入場料

300円→ 200円

広島市西区草津新町2-5-13
TEL:082-270-2121
http://www.eflora.co.jp/shop/f-karin/

Fleur d̀ KARINは花からはじまるふれあいを大切にしています。

※上記カードでのクレジット払いに限ります。

ウッディゴルフスクエア

フルール ド カリン

フレンチベースの創作料理をバイキングで
お楽しみいただける自慢の広島ブッフェです。

◆お食事の方 100円引き

※1枚で4名様まで ※ランチタイムブッフェに限ります。
※現金でのお支払いに限ります。

※現金でのお支払いに限ります。

MRC乗馬クラブ広島

広島県廿日市市飯山18-99
TEL:0829-72-0233
http://www.mrc-joba.com/hiroshima

広大な冠高原をロケーションに爽やかな乗馬ライフを満喫できるクラブです。

◆体験乗馬1回コース 6,100円
（通常5,400円+レンタル・保険料700円）
→3,000円

※1組2名様まで ※事前に電話予約が必要です。予約の際、優待利用の旨をお伝えください。

永久不滅ポイントは施設で使えるお買物券に交換できる！

400ポイント

お買物券

※交換はカードデスクにてお申し付けください。

2,000円分

永久不滅ポイント 400 ポイントを施設で使える
お買物券 2,000 円分に交換いただけます。

本紙掲載の情報は2017年10月1日現在のものです。都合により変更になる場合もございますのでご了承ください。詳しくはウェブ等でご確認ください。

