
詳しくはウェブサイトをチェック！！いますぐアプリをダウンロード！!

財布を出さずにスマホで簡単支払い！
※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》などの対象
カード会員様がご利用いただけます。

※アプリde支払いにご登録されたクレジットカードは、必ずご携行ください。
※対象カードなど詳細はウェブサイトをご確認ください。一部対象外施設・店舗がございます。※クーポン表示には、「簡単登録」からアプリとカードの連携（Myページログイン）が必要です。

アプリ内のクーポンご提示でも
特典・サービスが受けられます。

2倍！出光サービスステーションでのご利用なら 全国の出光サービスステーションでの
ご利用で永久不滅ポイントを通常の
2倍プレゼントいたします。

永久不滅ポイントがおトクにたまる！ 2019年4月1日（月）～2020年3月31日（火）

本紙掲載の情報は2019年4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。

ご利用にあたっての注意事項
●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》・東京ミッドタウンカード《セゾン》
（2019年4月以降に新規発行されたカード）・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・特別ご優待パスポート

●ご優待対象金額は、全て税抜となります。

※三井ショッピングパークアプリとカードを連携された方は、
　アプリクーポンのご提示でもご優待を受けられます。

●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。
●お買上げの方のみ、ご優待を受けていただくことができます。

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

ポイントアップデー
ポイント
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。

三井ショッピングパークポイント

クレジット払い100円（税抜）▶2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
※三井ショッピングパークアプリとカードを連携された方は、アプリクーポンのご提示でもご優待を受けられます。

は三井ショッピングパークポイントに交換できます！

永久不滅ポイント400ポイント 三井ショッピングパークポイント2,000ポイント

グルメ＆フード

ご注文時にカードをご提示ください

石焼炒飯店

※注文時の提示に限る
杏仁豆腐サービス

500円以上お買上げで
自店ポイントカード

ポイント2倍
お茶の井ヶ田 喜久水庵

軽井沢ファーマーズギフト

自店ポイントカード

ポイント2倍

1,000円以上お買上げで
クレープ1点
トッピング無料

DeeDeeSweets

京都　勝牛

厚切り牛カツ膳
100円引き

函太郎(カンタロウ)

3,000円以上お買上げで

10％OFF
※他サービスとの併用不可

創作オムライス・洋食ポムの樹

お一人様
対象グラスドリンク
サービス
※対象ドリンクはスタッフにお尋ね下さい

※カード1枚につき1杯
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

ドリンク
サイズアップ
無料

タリーズコーヒー

サンマルクカフェ

※自店スタンプカードを併せて提示
　（即日発行可）

自店スタンプカード

＋1スタンプ
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る

アイスコーヒー・
アイスティー・
オレンジジュース
サイズアップ無料

デリフランス

※ランチメニューは除く
5％OFF

トラットリア　ハミングバード

にしきや

※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る

自店ポイントカード

ポイント2倍

※1回のご提示につき4名様まで
※他サービスとの併用可

長崎ちゃんぽん、
長崎皿うどんご注文で

ぎょうざ5個
50円引き

長崎ちゃんぽんリンガーハット

丸亀製麺

1,000円以上ご注文で

温泉卵
サービス

Fruit Full by ITAGAKI

発送商品
3,000円以上お買上げで

お好きな生ジュース
1杯プレゼント
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る

Buffet Style ASSORT

5％OFF

お土産用パン(5個入り)
プレゼント

1,000円以上ご注文で

ベーカリーレストラン サンマルク

サービス

Yモバイル

新規ご契約で
ご成約特典
プレゼント

ラフィネプリュス

4,800円→4,320円
※バリュアブルカード、チョイスコース、
　他サービスとの併用不可

アロマトリートメント35分

10％OFF

Nail Salon ROSEDALE

新規・再来店のお客様限定
ワンカラー（単色塗り） or
クリアベースにラメグラデーション
通常7,360円→6,480円
※再来店は前回来店日より
　半年以上経っている方のみ
※他サービスとの併用不可

3,000円以上ご利用で

ビック・ママ

5％OFF

開運館E＆E

3,000円以上の
鑑定メニューご利用で

開運グッズ
プレゼント

エースコンタクト

15,000円以上お買上げで
自店ポイントカード

＋500ポイント

※他サービスとの併用不可
げんき堂整骨院/
げんき堂整体院

自店ポイントカード

ポイント2倍

ファッション・雑貨

自店ポイントカード

ポイント2倍
ORIHICA

ABC-MART

5,000円以上お買上げで

5％OFF
※一部除外品あり

5,000円以上のワンピース

5％OFF
※セール品は除く

L.O.H2 Onepiece Marche

CABANA in Bou Jeloud

※一部除外品あり
5％OFF

GRAN SAC’S

スーツケース

5％OFF

靴下屋

※他サービスとの併用不可
※3足均一価格商品・セール品は除く

自店ポイント（Tabioアプリ）

＋100ピースプレゼント

5％OFF
green parks topic

5％OFF
クレアーズ

GLOBAL WORK

7,000円以上お買上げで
プロパー商品

10％OFF
※セール品は除く

SM2 keittio

coen

5％OFF
※一部除外品あり

定価商品

10,000円以上お買上げで

全品5％OFF
※セール品は除く

SHIRTS PLAZA

5,000円以上お買上げで
ノベルティプレゼント

shop HABA

10,000円以上お買上げで
お好きなミニボトル
＋サンプルセットプレゼント

Celule

1,500円以上お買上げで

5％OFF
※一部除外品あり

CIQUETO Ikka

5％OFF
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る
※割引商品は除く

5,000円以上お買上げで

DHC直営店

商品お買上げで
肌のお悩みに合わせた
スキンケアサンプル
プレゼント
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る

※お一人様2個まで

Zoff

DUFT

バッグ全品

5％OFF
※他サービスとの併用不可

5％OFF
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る
※他サービスとの併用不可

5,000円以上お買上げで

212 KITCHEN STORE

2,000円以上お買上げで

5％OFF
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

※セール品、インポートシューズは除く

7,000円以上お買上げで

10％OFF
niko and...

HEART MARKET

20,000円以上お買上げで

送料無料
B-DESIGN

水曜日限定
定価商品

5％OFF

MAMAIKUKO

3,000円以上お買上げで

5％OFF
※特売品は除く

Marche de Bleuet plus

3,000円以上お買上げで

5％OFF
※食品、送料、ラッピング代、セール品は除く

eurobus

5,000円以上お買上げで
ノベルティプレゼント

REGAL SHOES

靴お買上げで
ミニ靴ベラプレゼント

PREMIERE

5％OFF
※他サービスとの併用不可
※特価品、500円以下の商品は除く

マーレマーレデイリーマーケット

6,000円以上お買上げで

500円金券
プレゼント
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　支払いに限る

ギフトBOX無料

マザウェイズ

お申し込みには、本人確認物（運転免許証・パスポートなど）が必要になります。
なお、お申し込みの意に添えない場合もございます。
※三井ショッピングパークカード《セゾン》プレミア・アメリカン・エキスプレス®・カードは
　年会費初年度無料（通常年会費3,000円/税抜）年会費永久無料！

三井ショッピングパークカード《セゾン》 ウェブからも
ご入会いただけます！

検索三井ショッピングパークカードセゾン

三井ショッピングパーク ララガーデン長町  カードご優待特典

最大10%OFF!
期間：2019年4月1日（月）
 ～2020年3月31日（火）

カード会員様限定！


