ご優待特典

赤れんが テラス

2018 年 10月1日（月）〜2019 年 3月31日（日）
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。

定食・お食事ご注文のお客様に

ソフトドリンク or
グラスビール1杯
サービス
牛たん炭焼 利久

ビュッフェご利用の方

お食事のお客様に

5
％OFF
※シニア料金他割引サービスとの併用不可

※グループでの利用可

ドリンク1杯サービス
※1グループ5名様まで
※指定のドリンクのみ

YAKINIKU BAR TAMURA

鶴雅ビュッフェ ダイニング札幌

1,000円以上お買上げで

お茶1杯サービス

5％OFF

※ご注文時に要提示

boulangerie coron

中国料理 布袋

ご優待特典

三井アウトレットパーク
札幌北広島

2018 年 10月1日（月）〜2019 年 3月31日（日）
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。
5,400円以上お買上げで

ファッション

エフオーファクトリー

1点お買上げで

5％OFF

5,400円以上お買上げで

10％OFF

7,560円以上お買上げで

10％OFF

2点以上お買上げで

15％OFF

※他サービスとの併用不可
オリーブ デ オリーブ

アーニス アウトレット

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

ギャップ アウトレット

10
％OFF
※一部除外品あり

5
％OFF
※他サービスとの併用不可
8％OFF

サマンサモスモス
アウトレット

5,400円以上お買上げで

8
％OFF
※他サービスとの併用不可

アズ ノゥ アズ アウトレット

※一部除外品あり

チャオパニック／
シェトワ アウトレット

トミー ヒルフィガー

8
％OFF
※1会計につき1回の割引・会計後の訂正不可
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

ベーセーストック

540円引き

セール価格からさらに
ベベ アウトレット

ナイスクラップ アウトレット

10
％OFF
※一部除外品あり

10,800円以上お買上げで

7,560円以上お買上げで

1点あたり10,800円以上
お買上げで
マックレガー

アバハウス／
ルージュ・ヴィフ ラクレ

5％OFF

5,400円以上お買上げで
イング

10
％OFF
※一部除外品あり

ジェイフェリー アウトレット
セレクト

5,000円以上お買上げで

10
％OFF
※一部除外品あり

エドウイン

10％OFF

ジェラートピケ／スナイデル／
フレイアイディー／リリーブラウン

15
％OFF
※他サービスとの併用不可

5
％OFF
※一部除外品あり

10％OFF

3,000円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10,800円以上お買上げで

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

※B品・サンプル品・80％OFF商品は除く

ミツミネ

ナノ・ユニバース

メゾピアノ

10％OFF

10,800円以上お買上げで
ニコル

20％OFF

3％OFF

10,800円以上お買上げで

10,800円以上お買上げで

10
％OFF
※一部除外品あり

5
％OFF
※一部除外品あり
10,800円以上お買上げで

3,000円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可※B品・サンプル品・80％OFF商品は除く

12％OFF

10,800円以上お買上げで

16,200円以上お買上げで
ナチュラルビューティーベーシック

20％OFF

1点あたり10,800円以上
お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可
5
％OFF
※他サービスとの併用不可

10％OFF
※他サービスとの併用不可
5,400円以上お買上げで

※一部除外品あり

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10％OFF

商品は除く

10％OFF
※他サービスとの併用不可

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

5％OFF

ジーナシスアウトレット

8
％OFF
※ブライダル商品・1,080円以下の
5,400円以上お買上げで

5％OFF

5,400円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

5％OFF

5,400円以上お買上げで

7,560円以上お買上げで

アクシーズファム アウトレット ※一部除外品あり

5％OFF

3,240円以上お買上げで

6,480円以上お買上げで
セシルマクビー／ビーラディエンス
／ファビュラスアンジェラ

10％OFF
※一部除外品あり

バナナ・リパブリック
ファクトリーストア

プロズヴェール

スタディオ クリップ

5,400円以上お買上げで
グローバルワーク アウトレット／
ローリーズ ファーム アウトレット

15％OFF
5％OFF

5,400円以上お買上げで

アーノルド パーマー タイムレス

アーバン リサーチ
ウェアハウス

※他サービスとの併用不可

10,800円以上お買上げで
ジュン

5,000円以上お買上げで

5
％OFF
※他サービスとの併用不可
5
％OFF
※一部除外品あり

パッゾワークス

5,400円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10,800円以上お買上げで

10％OFF

500円引き

メルシーボークー,ネ・ネット

10％OFF

2点以上お買上げで

10％OFF
※一部除外品あり

ファッション
ラルフ ローレン
ファクトリー ストア

20％OFF
※一部除外品あり

10％OFF
※一部除外品あり

5,400円以上お買上げで

ランドリーズ

21,600円以上お買上げで

グッズ＆
バラエティ

エスエヌ ニシカワ

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

※一部除外品あり

2,160円以上お買上げで

レイカズン

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10％OFF
※一部除外品あり

※タイムセール中は割引適用外

10％OFF
※カウンセリング化粧品等、
マツモトキヨシ アウトレット

一部除外品あり
※セール時は割引適用外

10,800円以上お買上げで

5,400円以上お買上げで
ダンスク アウトレット

5,400円以上お買上げで
たち吉

20％OFF

3,240円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可
5
％OFF
※他サービスとの併用不可

裾上げ料金無料
リーバイス アウトレット

レゴ クリック ブリック

500円引き

32,400円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

5％OFF

54,000円以上お買上げで

10％OFF

※他サービスとの併用不可
テンピュール®

1,500円以上お買上げで

ファッション
グッズ
コスメティックス セルレ

5,000円以上お買上げで

5％OFF

10％OFF

セイコー アウトレット

10％OFF

ゼロハリバートン

10％OFF
※一部除外品あり

さらに

ハンティング・ワールド

シューズを5,400円以上お買上げで

8
％OFF
※他サービスとの併用不可

※一部除外品あり

フォッシル

5％OFF

5,000円以上お買上げで
ホーキンス

10％OFF

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

メガネ一式、サングラスが
眼鏡市場 アルク

フォリフォリ カンパニーストア

ラシット･パピヨネ･
バイパルコレクション

10
％OFF
※一部除外品あり

10％OFF

サングラス、
メガネフレームが

3,240円以上お買上げで

5％OFF

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10,800円以上お買上げで

10,800円以上お買上げで

15％OFF

10％OFF

メガネ一式、サングラスが

10
％OFF
※他サービスとの併用不可※一部除外品あり
10,800円以上お買上げで

10
％OFF
※特価品を除く

5％OFF

20％OFF
5,000円以上お買上げで

10,800円以上お買上げで

3点以上お買上げで

※アクセサリー対象外

ボウシヤ アウトレット

10％OFF
5
％OFF
※他サービスとの併用不可

5,400円以上お買上げで
タイメックス

10
％OFF
※他サービスとの併用不可

10％OFF

10,800円以上お買上げで

5
％OFF
※一部除外品あり

5
％OFF
※一部除外品あり

さらに

クロックス

ハートダンス

5,400円以上お買上げで

30%OFFの商品に限り
5,400円以上お買上げで

グレゴリー

2,160円以上お買上げで

10
％OFF
※他サービスとの併用不可※一部除外品あり

10,800円以上お買上げで

10
％OFF
※一部除外品あり

5％OFF
※一部除外品あり

1,500円以上お買上げで

5
％OFF
※特価品を除く

10,800円以上お買上げで
クラークスアウトレット

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

10,800円以上お買上げで

5
％OFF
※一部除外品あり

10,000円以上お買上げで
オリエンタルトラフィック
アウトレット

※一部除外品あり

10,800円以上の
SEIKOウォッチお買上げで

5,400円以上お買上げで
エース アウトレット

2,160円以上お買上げで

30%OFFの商品に限り10,800円以上お買上げで

サムソナイト ブラック レーベル

5,000円以上お買上げで
ヴァンズ

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

レイバン

10％OFF

3,240円以上お買上げで
フクスケ アウトレット

10％OFF

3点以上お買上げで
トリンプ ファクトリー
アウトレット

5％OFF

10％OFF

20,000円以上お買上げで

10％OFF
キャロウェイ

10,800円以上お買上げで

5
％OFF
※セール品との併用可

5％OFF

対象商品
オークリー ボルト

※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり
※1会計につき1回の割引
※お会計後の訂正不可

5
％OFF
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

10,800円以上お買上げで
ビラボン

8％OFF

ナイキファクトリーストア

5％OFF

5
％OFF
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

20,000円以上お買上げで

5％OFF

8％OFF

40,000円以上お買上げで

10％OFF
パーリーゲイツ

※1会計につき1回の割引・会計後の訂正不可
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

5％OFF

10,800円以上お買上げで
リーボック
ファクトリー アウトレット

10,800円以上お買上げで
ニューバランス
ファクトリーストア

10％OFF

5,400円以上お買上げで
プーマ アウトレット

5,400円以上お買上げで

5,400円以上お買上げで
クイックシルバー ファクトリー
アウトレット ストア

5％OFF

10,800円以上お買上げで
テーラーメイド-アディダスゴルフ

5,400円以上お買上げで

※一部除外品あり

5
％OFF
※特別プロモーションとの併用不可

ティンバーランド
アウトレットストア

10,000円以上お買上げで

10,800円以上お買上げで

エーグル

8％OFF

10,800円以上お買上げで

※一部除外品あり

5,400円以上お買上げで

10,800円以上お買上げで

10
％OFF
※一部除外品あり

5
％OFF
※他サービスとの併用不可

5％OFF

キーン

アディダス
ファクトリーアウトレット

5,400円以上お買上げで

5,400円以上お買上げで

スポーツ＆
アウトドア
アシックス
ファクトリーアウトレット

10％OFF

10％OFF
※一部除外品あり

5,400円以上お買上げで
ルコックスポルティフ

5％OFF

アイスクリームを2,000円以上注文で

グルメ＆
フード・サービス
飲食店は、ご注文時にカードをご提示ください

コールド･ストーン･クリーマリー／
クロワッサンたい焼き

お茶サービスと
100円引き

麺または飯ご注文で

杏仁豆腐1個サービス
※他サービスとの併用不可

ゴディバ

温玉トッピング
サービス

鮮魚 かなざわ

※他サービスとの併用不可

お食事ご注文で

オレンジジュースまたは
ウーロン茶1杯サービス
※他サービスとの併用不可

洋食YOSHIMI

レギュラーサイズの
ラーメン1杯以上ご注文で

揚げたてドーナツご注文で

カップアイス・特別割引商品は対象外
※詳しくはスタッフにお尋ねください

餃子5個サービス

※他サービスとの併用不可※ご本人様の
ラーメンに限る※個別会計は不可

生クリーム
トッピングサービス

ショコリキサー
10％OFF

レギュラーサイズの
ラーメン1杯以上ご注文で

お好きなトッピング
1品サービス

えびおろしそば or うどん
（冷のみ 780円）
・
たぬきそば or うどん
（温 670円・冷 680円）
・
納豆そば or うどん
（冷のみ 780円）

5％OFF

5％OFF

宮越屋珈琲

5
％OFF
※ショコリキサー・アイスクリーム・ソフトクリーム・

※他サービスとの併用不可

鎌倉パスタ

コーヒーまたは
紅茶サービス

ドリンク・ソフトクリーム

※他サービスとの併用不可

5,400円以上お買上げで

麺または飯ご注文で

帯広名物 豚丼のぶたはげ

お茶サービス

※1会計につき1杯

ソフトドリンク1杯サービス

あんかけ焼きそば七星

コーヒーまたは
紅茶サービス
クロワッサンたい焼き6匹で20円引き

100円引き

餃子5個＋味付玉子
トッピングサービス
弟子屈（てしかが）
ラーメン
ひがし北海道･海と大地から

揚げたてドーナツご注文で

リルドーナツ

1,500円以上お買上げで

ルピシアのお茶
一煎袋1つプレゼント

※他サービスとの併用不可
※ご本人様のラーメンに限る
※個別会計は不可

10
％OFF
※他サービスとの併用不可
マザーリーフ

※物販・値引き品・テイクアウトは除く
※レディースデイ・メンズデイ対象商品との併用不可

1,500円以上お買上げで
ルピシア・ボンマルシェ

ルピシアのお茶
一煎袋2つプレゼント

そば or うどんご注文で

10％OFF

ごまそば八雲

お好きな天ぷら
1品サービス

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》
・三井アウトレットパークカード
（赤れんが テラスは除く）
・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 ※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。
スペシャルメンバークーポンのご利用には、アプリのダウンロードが必要です。詳しくは下記をご覧ください。

●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。

ご利用方法
のご 優 待 は、三 井 ショッピ ン グ
パーク スペシャルメンバー会員様のアプリクーポン限定
特典です。
優待利用には、
三井ショッピングパークアプリの ダウン
ロード・カード連携が必要となります。

❶三井ショッピングパークアプリをダウンロード
❷「簡単登録」で、アプリとカードを連携（Myページログイン）する
❸クーポン画面をお会計時・ご注文時に店舗スタッフへ提示

ダウンロードはこちら

三 井ショッピングパークアプリ

検索

※三井ショッピングパーク スペシャルメンバーとは、毎年4月から翌年3月までの期間中、全国の対象施設で対象カードによるクレジット払いを年間30万円
（税込）以上ご利用いただいた会員様のプログラムです。
【対象カード】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

三井アウトレットパーク 札幌北広島 周辺ご優待
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》
・三井アウトレットパークカード・
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ゴールドをご提示ください。

温泉・スーパー銭湯・スパ
ホテルモントレエーデルホフ札幌
カルロビバリスパ

札幌市中央区北2条西1-1
14Fカルロビバリスパ
TEL:011-330-4455

カルロビバリスパご入浴料半額
（通常2,880円→1,440円）
※他のプランとの併用不可 ※通常料金のみの割引となります。
※休館日については別途ご確認ください。※カードをご提示ください。

入館料100円引き
※他券・他のサービスとの併用不可 ※大人2名様まで対象※カードをご提示ください。

苗穂駅前温泉 蔵ノ湯

札幌市中央区北5条西2-5
JRタワーホテル日航札幌
JRタワーホテル日航札幌22F
スカイリゾートスパ「プラウブラン」
TEL:011-251-6366

ご入浴料 大人70円引き

ご入浴料 2,900円→2,400円

竹山高原温泉

すすきの天然温泉 札幌市中央区南7条西3 ジャスマックプラザホテル2〜4F
湯香郷
TEL:011-513-8107

ご入浴料 大人100円引き

ご入浴料 大人2,700円→2,160円、子供1,400円→1,080円

札幌北広島クラッセホテル

※会員様ご本人と同伴者2名様まで対象 ※ご利用は18歳以上限定 ※カードをご提示ください。

※他券・他のサービスとの併用不可 ※カードをご提示ください。

天然温泉 スパ・サフロ

札幌市中央区南6条西5-3-2
TEL:011-531-2233

通常料金より500円引き 男性2,600円→2,100円、女性2,900円→2,400円
※18歳未満はご入館できません ※0：00〜5：00は深夜料金が別途かかります ※カードをご提示ください。

ガトーキングダムサッポロ
フェアリー・フォンテーヌ

札幌市北区東茨戸132
TEL:011-773-3311

温泉＆プール1日コースの入館料50円引き
※4歳〜未就学児は対象外 ※1カードにつき同伴者5名様まで対象

北広島市西の里511-1
TEL:011-375-2850

里の森 天然温泉森のゆ

札幌市中央区北2条東13
TEL:011-200-3800

※カードをご提示ください。

北広島市富ヶ岡896
TEL:011-373-2827

※他券・他のサービスとの併用不可 ※1グループ全員対象 ※カードをご提示ください。

日帰り温泉 700円→600円
※他割引チケットとの併用不可 ※カードをご提示ください。

北広島市中の沢316-1
TEL:011-373-3800

近隣施設

観光施設
札幌ドーム

札幌市豊平区羊ケ丘1 TEL:011-850-1000（9：00〜17：30 不定休）
ドームツアー・展望台のお問い合わせ TEL:011-850-1020（9：30〜17：00 不定休）

ドームツアー券、展望台券、
ドームツアー・展望台共通券が
割引料金でご利用いただけます。

エーデルワイスファーム直売店

北広島市輪厚531-7
TEL:フリーダイヤル 0120-295-586（携帯からは011-377-6656）

3,000円以上お買上げで、ハムorベーコンの切り落としプレゼント

札幌市豊平区羊ケ丘1
TEL:011-851-3080

「ダイナスティゴルフクラブ北広島」
練習場用ボール32球またはコーヒー券1枚サービス

苫小牧市美沢114-7
TEL:0144-58-2116

※受付にてカード提示

「ダイナスティスキーリゾート」
①スキーシーズン券を1,000円OFF
②レンタルセット
（スキー スノーボード 手ぶら）
500円OFF
（セットプランに限る）

スノーラフティング 大人600円→500円
※大人のみ100円引き ※カードをご提示ください。

ぬくもりの宿

札幌市南区定山渓温泉西4-353
TEL:011-598-2345

ふる川

通常2,200円の貸切風呂または岩盤浴サービスを半額1,100円でご利用いただけます。
※優待除外日有り。カードをご提示ください。

登別市登別東町1-22
0143-83-3800

登別マリンパークニクス

入館料 大人
（中学生以上）
2,200円
（通常2,450円）
小人
（4歳以上小学生）
1,150円
（通常1,250円）

札幌市清田区美しが丘3条1-7-20
TEL:011-882-8882

牛屋 江戸八
17時以降お会計より5％ＯＦＦ

北広島市大曲幸町1-11-13
TEL:011-370-5885

auショップ 大曲

札幌市中央区伏見5-3-7
TEL:011-561-8177

札幌もいわ山ロープウェイ料金割引 大人：1,700円→1,500円 小人：850円→750円
※カードをご提示ください。

登別市中登別町53-1
TEL:0143-83-3311

登別伊達時代村

※期間2018年12月オープン〜2019年2月28日
（1月1日〜1月4日を除く）
※カード提示での現金支払いのみ

※他券併用不可・宴会除く

※クーポン券をプリントアウトの上ご提出ください。

札幌もいわ山ロープウェイ

北広島市仁別82番4
TEL:011-376-2611

ダイナスティリゾート

入場料割引 大人520円→470円、子供300円→270円

ノーザンホースパーク

北広島市大曲並木1-7-1 TEL:011-375-0100（北広島インター店）

基本料金5％OFF
（一部車種を除く）
※他のカードとの割引併用不可

※イベントの都合により、休業の場合や営業時間が変更になる場合があります。
※他券・他のサービスとの併用不可

さっぽろ羊ヶ丘展望台

トヨタレンタリース札幌 札幌市中央区北5条東2-1 TEL:011-241-0100（札幌予約センター）

（札幌・千歳地区25店舗）

通行手形付フリーパス券：大人（中学生以上）2,900円→2,700円、
小人（小学生）1,400円→1,300円、幼児（4歳〜未就学児）600円→500円

他社からお乗りかえで10,000円キャッシュバック増額
※カードをご提示ください。

三井アウトレットパーク札幌北広島
クローバー・モール2F

道産子スララ
額を無料プレゼント

※大色紙サイズのみ ※カードをご提示ください。

※カードをご提示ください。

ホテル

ガソリンスタンド
ジェイ・クエスト大曲店

北広島市大曲幸町7-1-1
TEL:011-370-3550

（セルフガソリンスタンド）

ガソリン・軽油・灯油 当店最大割引

ニューオータニイン札幌
ご飲食料金5％OFF

※対象施設・
・
・1Fダイニング＆カフェ ランデブーラウンジ、B1Fパーティー＆ダイニング
フォーシーズン、B1Fバー オークルーム ※他の割引との併用不可、一部除外あり

メルキュールホテル札幌

出光サービスステーション〈全国〉
カードでのお支払いで永久不滅ポイントを 通常の 2倍プレゼント
※全国の出光サービスステーション対象

札幌市中央区北2条西1-1-1
TEL:011-222-1111

札幌市中央区南4条西2-2-4
TEL:011-518-5708

メルキュールホテル札幌 3F レストラン ボルドー
ランチビュッフェ
（連日開催）
＆ディナービュッフェ
（金・土開催）
10％OFF
※特別催事は適用外 ※他の優待割引との併用不可
※詳しくはスタッフまでお問い合わせください

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

※交換は総合案内所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2018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。

