
お会計またはご注文時にアプリクーポン画面をご提示ください
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今すぐ
ダウンロード！

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問合わせください。※本優待は、お買上げ・ご注文いただいた方が対象となります。※一部対象外（セール品・
特価品など）がございます。※他サービス・特典との併用はできません。※期間中の営業終了・改装等により、優待対象外となる場合がございます。※優待対象店舗はららぽーと湘南平塚の店舗のみとなります。※掲載内容は予告なく中止・変更になる
場合がございます。予めご了承ください。※商品数に限りがある場合がございます。品切れの際はご容赦ください。※2021年4/1（木）～2022年3/31（木）までの優待内容です。※「自店ポイント」とは三井ショッピングパークポイントではなく、各店舗
のポイントになります。※クーポンにより、先着順でのサービス提供によるものや、利用回数に限りがある場合がございます。※アプリクーポンご利用の際、パケット通信料がかかります。※上記以外のアプリクーポンもございます。※掲載内容のお問い
合わせは、各店舗までお願いいたします。※店舗により営業時間が異なります。詳細は公式ホームページをご確認ください。

※各施設・各店舗により
　クーポン内容は異なります。

1 クーポンでおトクにお買物

※アプリ登録時に「プッシュ通知」を
　許諾いただいた方に限ります。

2 プッシュ通知でおトク情報を
すぐにお届け！

※期間限定での実施となります。

3 ミニゲームで豪華賞品が
当たる！？

アプリをダウンロードすると特典いっぱい！三井ショッピングパークアプリ

グルメ・フードインテリア・雑貨 サービス&その他ファッション

弊社の商業施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、施設内の衛生管理につきましては、厚生労働省発表の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に基づき、対策を実施しております。また、政府の協力要請
などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけ
しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。

3F

2F2F2F1F

L.L.Bean

15,000円以上お買い上げで

5%OFF
20,000円以上お買い上げで

10%OFF
※セール品は除く

※一部除外品あり
※他サービスとの併用不可

axes femme

自店アプリ画面提示で

5%OFF

VENCE share style

5,500円（税込）以上お買上で

5%OFF

オークリーストア

5%OFF
※修理、セール品等、一部対象外商品あり

2F

ALLSAINTS

10％OFF
対象商品

※お一人様1日1回限り
※一部除外品あり

2F

QUIKSILVER STORE

5％OFF
5,000円（税込）以上お買上げで

3F

アカチャンホンポ

水99％
手口ウェット

10枚入りプレゼント

【毎月28日】先着30名様

※お一人様1日1回限り ※無くなり次第終了となります。

3F

眼鏡市場

500円OFF
眼鏡一式またはレンズ交換

※他サービスとの併用不可

3F

RADCHAP

5％OFF
定価商品5,000円以上お買上げで

※お一人様1日1回限り ※他優待との併用不可

1F

ドゥ・セー

ポイント2倍
自店ポイントカード

3F

B-DESIGN

枕カバー
じぶんまくらご購入時に同時購入で

10％OFF

1F

吉祥庵

ウーロン茶または
オレンジジュース
1杯サービス

770円以上のご注文で

※1画面につき1杯 ※ご注文時にお見せください

1F

3 Little Eggs

エビフライ
1本プレゼント

お子様プレートご注文で

※おひとり様1日1回限り

クリニカルエステ/イーズ

5,500円
雪肌フェイシャル

※お一人様1回限り

1F

湘南の恵みビュッフェ
ごちそうさま

10％OFF

1F

フロ プレステ―ジュ

ナッツのタルトレット
1枚サービス

2,000円以上お買上げで

1F

VEGEGO 오늘의 식당&CAFE

ソフトドリンク
1杯サービス

※お一人様1回限り

※お一人様1回限り

3F

5％OFF

2F

ゴンチャ

トッピング
1つ無料

ドリンク1杯につき

G麺7-01

味付玉子
1つサービス

らーめんご注文で

※お一人様1日1回限り

※他サービスとの併用不可

2F2F

joyキッズポート
あんふぁにぃ

（通常8,800円から3,300円引き）
※クレンジング→プラントマスク→
フェイスマッサージまたは光美容→
首肩デコルテマッサージ→保湿パック

BINA TERRACE エースコンタクト

施術後に
ヘッドマッサージ
サービス

2F

お預かり延長料金

10分無料

来店時にクーポンご提示で
16,500円以上お買上げで

3F

ノベルティ
プレゼント

QBハウス

店舗ご利用で
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