ドゥ・スポーツプラザ豊 洲 を
ご利用の皆さまへ

お手持ちのドゥ・スポーツプラザ

/ ドゥ・スクールメンバー

！
会員カードをご提示いただくと特典が受けられます！
アーバンドック ららぽーと豊洲の各レストラン・ショップで下記の特典・サービスを受けることができます。

2 0 2 2 年 4 月1日 ( 金 ) 〜 2 0 2 3 年 3 月 3 1日 ( 金 )
ドゥ・スポーツプラザ アーバンドック ららぽーと豊洲

特典・サービス対象店舗

店内商品5％OFF

※セール品は除く
※他割引との併用不可

京都宇治 茶想もりた園

カフェ・スウィーツ・フード
〈ららぽーと豊洲1〉1F

10％OFF

メンズ・レディス・スポーツ
DESCENTE
〈ららぽーと豊洲1〉1F
11,000円（税込）以上お買い上げの方
5％OFF
※一部商品は除く

グランブッフェ

NERGY

フライドチキン
ケンタッキーフライドチキン 〈ららぽーと豊洲1〉
1F
ドリンクMサイズ
100円（税込）
※1回のご提示で1杯まで有効

レディス・スポーツ
〈ららぽーと豊洲1〉1F

10％OFF

※一部商品は除く

P.S.FA

メンズ・レディス・雑貨
〈ららぽーと豊洲1〉2F

5％OFF

※他割引との併用不可
※一部商品を除く

キッズ
インテリア・生活雑貨

ベビー用品・雑貨
KATOJI
〈ららぽーと豊洲1〉2F
5,500円（税込）以上お買い上げの方
300円OFF

ヴィクトリアゴルフ

5％OFF
オリンピア

ゴルフ用品
〈ららぽーと豊洲1〉2F

※セール品とゴルフクラブは除く

ステーショナリー・キャラクター雑貨
〈ららぽーと豊洲1〉3F

自店ポイント2倍
スーパースポーツゼビオ

スポーツ用品
〈ららぽーと豊洲1〉2F

グルメ・フード

メンズ・レディス・キッズ・雑貨
〈ららぽーと豊洲1〉2F

グルメ・フード

ファッション・ファッショングッズ

コムサスタイル

※他割引との併用不可

10％OFF

Les deux Bleue

ALOHA TABLE

10％OFF

5％OFF

グルメ・フード

たこ焼
築地銀だこ
〈ららぽーと豊洲1〉1F
お食事ご利用の方
自店スタンプカードスタンプ+1個

アプレシオ

つきじ鈴富 すし富

※他割引・クーポンとの併用不可

シュマッツ・ビア・ダイニング クラフトドイツビール＆モダンドイツ料理
〈ららぽーと豊洲3〉1F
お好きなクラフトドイツビール
（樽生 通常759円（税込）〜1,199円（税込）商品）
１杯目605円（税込）

小籠包カフェ＆ダイニング
〈ららぽーと豊洲1〉3F

化粧品
東京小町
〈ららぽーと豊洲1〉1F
商品購入の方
スキンケアサンプルプレゼント

ハワイアン・カフェ＆ダイニング
〈ららぽーと豊洲3〉1F

エスニック・麺料理・その他
コムフォー
〈ららぽーと豊洲3〉B1
お食事ご利用の方 フォーorごはん
大盛無料
※注文時提示 ※ミニサイズのメニューは除く

焼肉
正泰苑
〈ららぽーと豊洲1〉3F
【平日ランチタイム】お食事ご利用の方
ソフトドリンク1杯サービス

小籠包2個サービス

ドッグカフェ
〈ららぽーと豊洲1〉1F

5％OFF

カフェ
〈ららぽーと豊洲1〉2F

5％OFF

タイ料理
〈ららぽーと豊洲1〉3F

5％OFF

【平日14：00〜】カステラパンケーキご注文の方
トッピングアイスサービス

京鼎樓

バーガーカフェ・スイーツ
〈ららぽーと豊洲1〉1F

※他クーポンとの併用不可

マンゴツリーカフェ

卵料理・カフェ
〈ららぽーと豊洲1〉3F

サンマルクカフェ

※他割引・クーポンとの併用不可

フレッシュネスバーガー

韓国料理
コリアンキッチン ポジャギ〈ららぽーと豊洲1〉
1F
【水曜日限定】お食事ご利用の方
ソフトドリンク1杯サービス

サロン卵と私

韓国料理
〈ららぽーと豊洲1〉3F

クレープ
フタバフルーツパーラー 〈ららぽーと豊洲1〉
1F
クレープorパフェご注文で
セットドリンクプレゼント

ブッフェレストラン
〈ららぽーと豊洲1〉3F

5％OFF

韓美膳
（ハンビジェ）
お食事ご利用の方
5％OFF

Soup Stock Tokyo

スープ専門店
〈ららぽーと豊洲3〉B1

セット購入の方 ドリンクサービス

寿司
〈ららぽーと豊洲1〉1F

代官山炭火焼肉 猿楽
お食事ご利用の方
ミニホルモン皿サービス

焼肉ホルモン
〈ららぽーと豊洲3〉1F

とんかつ
とんかつ新宿さぼてん
〈ららぽーと豊洲1〉3F
お食事ご利用の方10%OFF
テイクアウトの方8％OFF

トラットリア・カルネジーオ

イタリアン・トラットリア
〈ららぽーと豊洲3〉1F

ソフトクリーム・サンデー
伊豆高原ケニーズハウス 〈ららぽーと豊洲1〉
3F
ソフトクリーム・
クレミアを除く
サンデー50円OFF ※あげパンソフト・※１枚につき
１個

PASTA&TAPAS PIETRO

カフェ＆
Royal Garden Cafe & TAVERN タバーンレストラン
〈ららぽーと豊洲3〉1F
お食事ご利用の方
5％OFF
※物販・テイクアウトは除く

ラーメン
江戸前煮干中華そば きみはん 〈ららぽーと豊洲1〉
1F

Butter

コミック＆インターネットカフェ
〈ららぽーと豊洲2〉2F

ブース利用料金 10％OFF
グリルダイニング
@TOKYO GRILL HARBOUR 〈ららぽーと豊洲1〉
3F

【平日ランチタイム】
お食事ご利用の方
ソフトドリンク1杯サービス

肉丼専門店
柿安 Meat Express
〈ららぽーと豊洲1〉1F
お食事ご利用の方
ドリンクSサイズサービス ※一人前ご利用の方に限る

5％OFF

パスタ＆タパス
〈ららぽーと豊洲1〉3F

※他サービスとの併用不可 ※物販を除く

お食事ご利用の方
トッピングアイス無料
ババ・ガンプ・シュリンプ

5％OFF

パスタ全品 大盛無料

パンケーキ＆カフェ
〈ららぽーと豊洲1〉1F

アメリカンシーフード
〈ららぽーと豊洲1〉3F

※他割引、
クーポンとの併用不可

サービス・その他

お食事ご利用の方 味玉or大盛無料

お食事・テイクアウトご利用の方
ドリンク（Mサイズ）1杯サービス ※キッズメニューを除く

QBハウス

ヘアカット
〈ららぽーと豊洲1〉3F

ノベルティプレゼント
スーモカウンター

不動産
〈ららぽーと豊洲1〉1F

スーモカウンターサービスご利用の方

オリジナルノベルティプレゼント

【本サービスをご利用の前に、注意事項をお読みいただき、詳しくは店舗スタッフにご確認ください】※本サービスをご利用の際、飲食・サービス店舗ではご注文時、
またその他店舗ではお会計時に会員カードをご提示ください。※本サービスは、
アーバンドック ららぽーと豊洲の店舗のみ対象となります。※掲載価格は消費税（本体価格の10％ ※軽減税率対象品目は8％）
を含んだ
総額の表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。※会員カード1枚でご利用いただける人数は、店舗により異なります。※本サービスは、会員様ご本人のみ、1日に1回ご利用いただけます。※一部対象外の商品・メニューがございます。※他の割引、特典サービスなどとの併用はできません。※掲載内容は予告なく、変更・中止に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。※平日とは土曜、
日曜、祝祭日を除く月〜金曜日をさします。※感染症拡大防止のため、
ご無理のない行動をお願いいたします。※営業時間変更や臨時休館の場合がございます。
ご来館前に施設ウェブサイトをご確認ください。※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。

