クロス・ウェーブ幕張
（2F）
ハイテク通り

⑦ 幕張テクノガーデン（MTG）
エスニック料理にんにくに４（エスニック料理）

至

043-296-5055

幕

張

本

ディナータイム（17：00 ～ 23：00）のみ １グループお会計から 500 円引

味一献土風炉幕張テクノガーデン店（居酒屋）

郷

駅（

浜田公園

043-298-1026

JR

・

ディナータイム（17：00 ～ 23：00）のみ １ドリンクサービス

謝朋殿（中国料理）

お食事ご利用の方に限り、
１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

玄海（日本料理）

043-296-0193

お食事ご利用の方に限り、
１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

カーメル（ブッフェレストラン）

043-296-0069

お食事ご利用の方に限り、
１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

まで
1

マクドナルド（ハンバーガー）

ペットモール

043-296-7488

ビッグマックセット（ポテトＭ・ドリンクＭ）を購入の方、アップルパイ１個サービス

ファミリー
モール

12

⑧ 三井アウトレットパーク幕張
アウトレットモール

043-212-8200

1F 総合案内所で館内店舗で優待割引などが利用できる「スペシャルクーポン」プ
レゼント！ ※他の割引との併用不可

イオンモール幕張新都心

コストコ
ホールセール幕張

7

P

イオンタワー

C

10

浜
田
川

グランドモール

展示ホール

東京ガス

南口

マリブイースト

P

10

マリブウエスト

9

幕張イベントホール

アクティブ
モール

? ¥

P

幕張メッセ駐車場

ホテルフランクス

② ホテルグリーンタワー幕張
ラ・フォーレ（ビュッフェレストラン）

043-296-1255

飲食代金の５％割引 ( ランチ及びディナータイム）

桂翠（和食）

043-296-1126

050-3184-1800
050-3134-3729

飲食代金の５％割引 ( ランチ及びディナータイム）

ザ・テラス（レストラン・ラウンジ）

050-3134-4496

飲食代金の５％割引 ( ランチ及びディナータイム）

④ ホテルフランクス
ＢＢＢラウンジ ( レストラン・ラウンジ )

043-299-5568
043-310-0006

16 時以降ご飲食代 10％ＯＦＦ（割引上限金額 10,000 円まで
ライデ－サービス、他割引との併用は不可

野郎ラーメン・大ふく屋（ラーメン）

※プレミアムフ

5

043-296-2111

043-299-1848

043-275-8800

60 分コース 1,000 円割引

043-296-7531

Ｋポイントカード提示で ポイント 3 倍付与

043-297-7111
043-310-0361
043-211-8890

かまどか（居酒屋（釜飯・串焼き））

043-351-9494

ディナータイム時：会計時 10％ＯＦＦ（お会計 5,000 円以上・他クーポン、サービ
スとの併用は不可）

オールウェイズ（アイリッシュパブ）

043-299-0856

平日：19:00 以降のご利用時、お会計より 10％ OFF 土・日・祝：終日 お会計より 10％ＯＦＦ
※平日・土日祝 ともに お会計 2,000 以上・他のサービス、割引、コースとの併用はできません。

⑩ ワールドビジネスガーデン（WBG）

飲食代金より１０％ OFF( 終日） ＊現金支払いに限る。 要予約。

プロント（コーヒー＆ショットバー）

リゾートスパ アリュメール（リラクゼーションサロン）

ディナータイム (17：30 ～ 23：00) 5％オフ

043-274-9333

60 分以上のメニューに限り、各クーポンより 500 円割引。

ピーターバード（輸入雑貨）

043-350-5005

3,000 円以上お買い上げで可愛い小物雑貨プレゼント

GREEN

TAIME（ファーマーズキッチン）

043-305-5565

メインディッシュ（オムライス等）
、サラダ単品、デザート単品オーダーでドリン
ク無料 + ３００円でデザート テイクアウトドリンク L サイズが M サイズ料金

ラ・ベランダ（バイキングレストラン）

043-296-1326

お料理代金からランチタイム・・・200 円割引。
ディナータイム・・・300 円割引。 ＊その他の割引・特典との併用不可

和Style（ブランド品・ジュエリー【ＵＳＥＤ】・フィギュア＆着物レンタル）

043-304-5177

お会計 5,000 円以上＆着物レンタル１Ｄａｙ利用で 500 円引き ※免税可

043-276-6166
043-306-7573

043-297-5517

40 分コース 10％割引

2,000 円以上ご利用の方 飲食代金より 10％ OFF（17:00 ～ 26:00） ＊その他の割引・セットメニューとの併用不可

043-296-0094

043-306-7280

m.f. エディトリアル

欅（鉄板焼）

ラ ジュエ ド シエル幕張（カジュアルフレンチレストラン）

ブルーウォーターシュリンプ

牛たん炭焼 利久

さくら水産（海産物居酒屋）

043-211-1110

店頭表示価格より 5%OFF

043-297-8000

店頭表示価格より 5%OFF

043-297-6311
※一部商品を除く

ローリーズファーム

043-297-6711

店頭表示価格より 5%OFF

グリーンパークストピック
店頭表示価格より 5%OFF

店頭表示価格より 5%OFF

ファミリーモール

※一部商品を除く

043-306-7240

コンタクトのアイシティ
店頭表示価格より 10%OFF

タイムステーション NEO

山菜トッピングサービスまたは大盛り無料

たごさく（おこわ・弁当）

043-271-5656

スタディオエス

043-441-8533

自店ポイントカードポイント 2 倍

It's up to you

043-306-7555
※セール品、特価品を除く

お弁当全品 5％ OFF

043-307-8887

043-306-1283

替玉または煮玉子サービス

043-297-2612

THE BODY SHOP

ワイアードキッチン（カフェ＆レストラン）

043-350-3377

043-276-6261
※セール品を除く

RIDERS FACT
店頭表示価格より 5%OFF

中国老舗 天津飯店
VILLAGE VANGUARD DINER

043-271-1080
043-272-2391

お会計時 5%OFF

※会計時

恵比寿かつ彩

043-306-4760
※他割引との併用不可

明洞食堂

043-213-6400

かなざわ舞紋屋

043-239-6364

ソフトドリンク1杯サービス ※お食事ご注文のお客さま ※1チケット1杯限り

One Dish Pizza Meal

043-216-4011

※お料理のみ対象

ティーヌン

043-304-6745
※お食事をご注文のお客さま

牧場創菓 momom［モーマム］

043-310-3267

ペッシェドーロ

043-306-7566

竹清［ちくせい］

043-276-7870

1 杯につきうどん大盛サービス

リアット！

043-274-0043
※一部商品を除く

ナチュラルボディ
全コース店頭表示価格より 5%OFF

043-307-4371
※他割引との併用不可

043-301-6640
043-306-7332

カルディコーヒーファーム
ポピーズ 50 円引き

※お食事ご注文のお客さま

靴鞄修理・クリーニング 5%OFF

043-306-7081
※セール品を除く

043-213-7801
※他の割引との併用不可

パンケーキ 1 品ご注文でパンケーキ 1 枚サービス

043-441-7242

DHC 直営店
店頭表示価格より 5%OFF

八献

自店ポイント 2 倍※他特典との併用不可

ソフトクリームご注文で 1 巻増量

ご来店で「お肌の悩みに合わせた」フェイスケアサンプルをプレゼント

博多一風堂（ラーメン）

パセリハウス

アイスジャスミン茶 1 杯サービス

※一部商品を除く

コスメーム

043-306-7789

お食事の方 中国茶 1 テーブル 1 茶サービス ※ジャスミン茶・プーアル茶・凍頂烏龍茶・東方美人の 4 種

店頭表示価格より 5%OFF

コスメームオリジナルあぶらとり紙プレゼント

043-306-6310

花粥

ごはん大盛サービス

・1,000円（税抜）以上の商品 店頭表示価格より5%OFF ・電池交換 店頭表示価格より500円引き ※セール品を除く

店頭表示価格より 5%OFF

043-306-2165

043-350-5470

043-299-3821

店頭表示価格より 5%OFF

店内商品 5%OFF ※一部商品を除く

※ 6 名さままで

043-306-7730

※付属品、一部商品を除く

チェルシーニューヨーク

店頭表示価格より全品 10%OFF

※他のクーポンとの併用不可

店頭表示価格より 5%OFF

焼き餃子（5 個入り）半額 225 円（税抜） ※ご注文時にご提示ください

『セット』のドリンクサイズアップ無料

※一部除外品あり

043-306-9424
※一部商品を除く

クレアーズ
043-239-9344

店頭表示価格より 10%OFF

043-297-7088

とみや
店頭表示価格より 5%OFF

043-306-7757

※一部商品を除く

ジーランド

043-272-0910

紅虎餃子房

お会計より 10%OFF

CIRCUS by PARIS JULIET

そばいち（そば）

お会計より 10％ OFF

※セール品を除く

※セール品を除く

バーンズソーホーストリート

※塩サイダーを除く

ソフトドリンク or グラスビール 1 杯サービス

043-350-3685

ヘザー

店頭表示価格より 5%OFF

⑪ ペリエ海浜幕張

TOKYO 豚骨 BASE MADE by

店頭表示価格より 5%OFF

043-306-7067
※一部商品を除く

043-301-6121
※一部商品を除く

043-213-2175

fran de lingerie

ディナータイム時：お一人様 お会計が「現金払いで税抜 1,500 円以上」の場合、
5％
割引 ※宴会・他サービス券との併用は不可

ＣＡＦＥ（ピッツァ＆カフェ）

043-307-3271

アクアステージ 21

スタンプ 2 倍

043-307-3800

サービス料５０％割引

ＭＯＭＯ

銀だこキッチン
自店スタンプカード

Cook jeans vis

※セール品を除く

KinKura［キンクラ］（カフェ＆ダイニング）

ザ・ラウンジ（ティー＆カクテル）

ランチタイムのみ１０％割引（１１：４５～１５：００） ＊現金支払いに限る

043-306-1194

店頭表示価格より 10%OFF

043-297-1567

店頭表示価格より 5%OFF

人数分ソフトドリンク 1 杯サービス

16 時以降のご来店： ご注文の際に専用のバッチを提示でドリンク 1 杯サービス（人数分）

043-298-3530

エンスウィート ルミエール デトワール

パレットプラザ

店頭表示価格より 5%OFF

海鮮餃子 帆船［ジャンク］（中国家庭料理）

太陽楼（飲茶バイキング )

043-306-6374

※他割引との併用不可

サンマルクカフェ（カフェ）

サービス料５０％割引 ( ランチ及びディナータイム※個室は除く）

⑥ アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞

※セール品を除く

お会計より 10%OFF ※他クーポン・サービスとの併用不可 ※ 1 グループに限る

大観苑（中国料理）

サービス料５０％割引 ( ランチ及びディナータイム※個室は除く）

axes femme premium（アクシーズファム プレミアム）

店頭表示価格より 5%OFF

リフレッシュサロン・ピュア（リラクゼーション整体）

松籟亭

アパホテル＆リゾート
〈東京ベイ幕張〉

ペットモール

ベビードール

ビジター料金 1,080 円（レンタル 5 点セット付き）※ 1 回のご利用・5 時間のみ

043-299-1850

グランドモール

店頭表示価格より 5%OFF

P

ホテルニューオータニ幕張

マリーンズストア ミュージアム店

金沢まいもん寿司

043-272-0309

3

海浜大通り

⑫ イオンモール幕張新都心

店頭表示価格より 5%OFF

6

エールデルクールブラン

ゴールドジム 幕張千葉 ANNEX（フィットネスクラブ）

043-299-1847

7

6

ライス 1 スクープ追加サービス ※プレートお買上げの方 ※ご注文時にご提示ください

サービス料５０％割引 ( ランチ及びディナータイム※個室は除く）

043-299-1852

5

8

1,900 円（税抜）以上お買い上げで店頭表示価格より 500 円引き ※一部商品を除く

くまざわ書店（書籍・文具）

⑤ ホテルニューオータニ幕張

4

ラーメンご注文のお客様に限り、水餃子 2 個 サービス

ドリンクバー無料

2,500円(税サ込)でフリードリンク(アルコール含)・フリーフード(セルフスタイル)

SATSUKI( オールデイダイニング）

カプリチョーザ（イタリア料理）
はなの舞（海鮮居酒屋）

飲食代金の５％割引 ( ランチ及びディナータイム）

ベラ・ルーサ（フランス料理）

043-299-0408

P

4

P C
3

国際展示場

有賀藤（お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼）

ソフトドリンク 1 杯サービス

③ ホテル ザ・マンハッタン
おりじん（日本料理）

⑨ プレナ幕張
お会計より 10％ 割引

飲食代金の５％割引 ( ランチ及びディナータイム）

2

ホテルグリーンタワー幕張

ホテル ザ・マンハッタン

展示ホール
1

2

プレナ幕張

国
際
大
通
り

国際会議場

三井アウトレットパーク 幕張

QVCジャパン

マリブダイニング

メッセ大通り

東京ベイ先端医療・
幕張クリニック

8

県立幕張
海浜公園

? ¥ C
P

¥

C

¥ 〒 C

9

豊砂公園

¥ C

P

地
下

P

JR海浜幕張駅 11 ペリエ海浜幕張

ワールドビジネスガーデン
11

あうね幕張

京成バス案内センター

北口

P

P

P ¥
C

スーク海浜幕張
メッセ・アミューズ・モール

¥ C

¥ C

1

ホテルスプリングス幕張

幕張テクノガーデン

イオンタワー Annex

5分

043-274-1741

ディナータイム（17：00 以降）のみ 飲食代より 10％ＯＦＦ

043-296-0094

スで
駅

東京駅まで最速 23 分

居酒家土間土間幕張テクノガーデン店（居酒屋）
翠嵐（中国料理）

）バ

043-274-7655

飲食代より５％ＯＦＦ（終日）

① ホテルスプリングス幕張

京成

地
下

NTT

運転免許センター

P

P

ROOM DECO

P ¥ 〒

043-299-0221

Café R［カフェ アール］

043-216-5446

※物販・パーティープランを除く

※ Café のみ対象

おひつごはん 四六時中
店頭表示価格より 5%OFF

043-301-5175

※お食事ご注文のお客さま

さぬき麺市場

043-276-8870

うどん 1 杯につきドリンク 1 杯サービス

築地銀だこ

043-213-2176

ドリンク 1 杯サービス

※引換券併用不可

ケンタッキーフライドチキン

043-271-2112

ナゲット半額

モスバーガー
ドリンク S サイズ

043-213-3801
1 杯サービス

幸楽苑
ソフトドリンク 1 杯サービス

043-307-3700
※お食事ご注文のお客さま

ペコちゃん だいすき

043-351-2108

ソフトクリームのトッピング or ソース無料

モーリーファンタジー

070-3100-4250

メダル 20 枚プレゼント

Re.Ra.Ku
60 分以上のコース 店頭表示価格より 20%OFF

043-441-6690

