
映画を観る日は、みーんなおトクに！
2022/4/1（金）～2023/3/31（金）

109シネマズ川崎で映画をご鑑賞いただいたお客様に、1店舗につき1日1回限り、当日のみ
使えるおトクな特典をご用意しました！109シネマズ川崎の映画鑑賞券、または半券
（スマホの予約画面も可）をご注文時およびお会計時にご提示ください。

【優待特典注意事項】※2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）までの優待内容です。※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。※本優待は、原則お買上げ・ご注文いただいた方が対象となり
ます。※対象店舗はラゾーナ川崎プラザの店舗のみとなります。※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。※「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。
※掲載内容のお問い合わせは、各店舗までお問い合わせください。

●表示金額は、すべて税込です。●掲載内容・価格は予告なく中止・変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●一部商品・サービスが対象外となる場合がございます。●原則、他サービス・特典との併用はできません。

店内商品10％OFF
※ギフトセットは除く

萬珍茶房/中華惣菜1F

お食事ご注文で
クレミアソフト（デザートサイズ）
サービス椿屋カフェ/カフェ3F

3,000円以上のホールケーキお買上げで

キャンドル（130円）サービス
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー/洋菓子1F

サンマルクカフェ/カフェ3F

5％OFF
資生堂パーラー サロン・ド・カフェ/カフェ2F

ドリンクサイズアップ無料
※ワンサイズドリンク・アルコールは除く
※セットドリンクは除く

É PRONTO/カフェ、バー1F

ワンサイズアップ無料
タリーズコーヒー/カフェ1F

【平日限定】お食事ご注文で
ミニ杏仁豆腐 or
アイスジャスミン茶1杯サービス

南国酒家 NANGOKUSYUKA/中国料理4F

ソフトドリンク1杯サービス
※セットメニューご注文の方に限る

韓美膳/韓国料理4F

5％OFF
マンゴツリーカフェ/タイ料理4F

10%OFF
チャイニーズレストラン 西安餃子/中華料理4F

10%OFF
マザー牧場 CAFE＆SOFTCREAM/ソフトクリーム3F

10%OFF
名代とんかつ かつくら 京都三条/とんかつ4F

5％OFF
※お食事利用でもドリンク利用でも可

ROSIE’S CAFE/カフェ4F

お食事ご注文で
ソフトドリンク1杯50円引き

うまげな/セルフ式うどん1F

コンタクトレンズ全品

店頭価格より5%OFF
※一部割引併用できない場合あり

エースコンタクト/コンタクトレンズ1F

25,000円以上お買上げで

5%OFF

アクシーズファム/レディス3F

10％OFF
※一部除外品あり ※他サービスとの併用不可

RODEO CROWNS WIDE BOWL/メンズ・レディス・キッズ2F
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5,500円以上お買上げで

5%OFF
※セール品は除く

BOARDRIDERS/レディス・メンズ・キッズ・ベビー3F

5%OFF
※セール品は除く ※他サービスとの併用不可

COMME CA STYLE/メンズ・レディス3F

ace./バッグ・服飾雑貨 1F

お会計より5%OFF
EX Blue THE BUFFET/ブッフェ4F

お食事ご注文で
グラス生ビール（小）
or ソフトドリンク1杯サービス
※ご注文時のクーポン提示に限る越後叶家/そば4F

お食事ご注文で
ちんすこうプレゼント

沖縄地料理 龍泉/沖縄地料理4F

半券1枚につき
ワンドリンクサービス

Oyster Plates/洋食4F

ビックカメラ/家電1～4F

お会計時5%OFF
※セール品は除く

ＣＡＮＤＹ Ａ★ＧＯ★ＧＯ！/菓子4F

お食事ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

釜たけうどん お好み焼 めっせ熊/うどん・お好み焼4F

お食事ご注文で
対象ドリンク1杯サービス

California Pizza Kitchen/プレミアムピザダイニング4F

お食事ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

牛たん炭焼 利久/牛たん4F

海女のり汁 or ソフトドリンク
どちらか1杯サービス

二代目ぐるめ亭/回転寿司1F

お食事ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス

ぴょんぴょん舎オンマーキッチン/盛岡冷麺1F

お食事ご注文で
ドリンク1杯サービス
※他サービスとの併用不可

洋食や 三代目 たいめいけん/洋食1F

5%OFF
※タイムセール中は除く

R Baker/ベーカリー1F

サンドイッチハウス メルヘン/サンドイッチ1F

サンドイッチ5%OFF
※オードブル、パック類、ドリンクは除く

全商品5％OFF 
マネケン/洋菓子1F
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ご注文前のご提示で

10%OFF
※セール品を除く

RF1/いとはん/ベジテリア/洋惣菜1F

CHEESE GARDEN/チーズケーキ、クッキー1F

10％OFF
※他サービスとの併用不可
※福袋などの特価商品は割引不可

クレーンゲーム機1回分増量
例：100円1プレイ→100円2プレイ
例：200円1プレイ→200円2プレイ
※お1人様1日1回限り有効
※一部使用できない機種がございます

※1日1杯まで

namco/アミューズメント4F
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1,000円以上ご注文で
ソフトドリンク1杯サービス
※丼・定食・御膳ご注文の方に限る

鶏三和/親子丼1F

天丼ご注文で
味噌椀 or
ドリンク（S）1杯サービス

金子半之助/天丼1F

お食事ご注文で
ドリンク１杯サービス
※他サービスとの併用不可

こめらく/お茶漬け1F
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10％OFF

赤・白ワイングラスorウーロン茶・アイスコーヒー・
アイスティー・オレンジ・グレープフルーツのいずれか
※ご注文時のクーポン提示に限る ※お会計時の提示は無効

商品お買上げで
自店ポイント100ポイント付与

ビックカメラポイント3%アップ
※一部除外品あり
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