
★精算前に必ず従業員証をご提示ください。 従業員証の本人のみ有効です。 従業員証の貸借は禁止 !!　★一般のお客さまの前でのご使用はご配慮ください。

有効期間　201７ 年 10 月 1 日～ 2018 年 5 月 31 日イオンモール橿原従業員対象特典一覧表

リーバイスストア

インタープラネットウィング

レプシィム

コーエン

ニコアンド

ディスコートパリシアン

ＬＵＣＡ

結・ＹＵＷＡＩ

カラースタジオ

THE BODY SHOP

ココカラファイン

コスメーム

LEEPH

靴下屋

ナチュラル クラフト メルシー

アナヒータストーンズ

カレンド

ハンプティダンプティ

果汁工房 果琳

フレッシュネスバーガー

マネケン

ロンフーダイニング

五穀

カプリチョーザ

三國屋善五郎

ミスタードーナツ

デリス

串家物語

越後叶家

たんとと和くら

ココプラス

グレイスガーデン

ステラリュヌ

タリーズコーヒー

ビアードパパ

サブウェイ

しゃぶ葉

SiSiパスタ

銀のあん

サンマルクカフェ

久世福商店

アールヌーボ

マジックミシン

クリーニングルビー

ラビキッズワールド

リアット！

NEW

NEW

NEW

10％OFF　※セール品を除く

店内商品10％OFF　※一部除外品あり

プロパー商品10％OFF　※一部商品除く

新作15％OFF　※セール品を除く

店内商品10％OFF　※一部除外品あり

10％OFF　※一部除外品あり　※詳しくはスタッフにお尋ね下さい。

店内商品10％OFF　※一部除外品あり（くつ・Bag・小物・Sale品等）

10％OFF　※セール品除外

割引対象外商品、通常ポイント3倍のところ4倍
店内商品お買上の方にフェイスケアサンプル3枚プレゼント。（場合によって内容や枚数が異なる場合がございます。）

1,000円(税込)以上お買上げの時、従業員証ご提示で店内商品5％OFF (一部除外品あり)※他のサービス(DM・クーポン)との併用不可。

お会計時合計金額から5％OFF
店内商品10％OFF ※一部対象外商品あり

単品商品のみ10％OFF
一般価格より全品10％OFF ※特価品・セール品・その他一部対象外商品あり

10％OFF ※一部対象外商品あり

ご自宅用　切花　鉢花　5％OFF
店内商品全品5％OFF ※一部除外品あり

全品80円引き　※セール品は除く

10％OFF

10％OFF 　※他の割引きとの併用不可

10％OFF　※他の割引きとの併用不可

10％OFF

ご飲食代5％OFF　※他の割引きとの併用不可

5％OFF　※一部除外商品あり

ドーナツ・パイ10％OFF ※数に限りなしとする。

ご本人様のみ ケーキセット842円（税込）⇒600円（税込）で販売　・　パスタランチセット8％OFF　※単品メニュー対象外、ケーキビュッフェの割引不可

ドリンクバー無料サービス。（一人でも従業員証を持っていれば、グループ全員を無料にします。）　　　

10％OFF

ソフトドリンク１杯無料＋会計時10%OFF＋持ち帰り会計時10％OFF

全商品　20円引き　※他の割引きとの併用不可

ドリンクサービス（対象外商品あり） or ミニデザートサービス（時々により種類変更あり）

5％OFF

ドリンク（１杯）当店平常価格より30円引き　※但し、他の特典・割引との併用はできません。

セットメニューから50円引き

サンドイッチ1つ50円引き ※他の割引きとの併用不可

本人様分10％OFF　※他の割引きとの併用不可

飲食代金10％OFF

たい焼き１匹につき30円引き

10％OFF　※他の割引きとの併用不可

ジェラート30円引き

・カット⇒2,800円　・ご新規の方全メニュー会員様料金

お直し10％OFF ※一部除外品あり

20％OFF　※トクトク券併用可　特殊品は除く　他の割引券とは併用不可　但しルビー会員様のみ適用　

一時預かり⇒登録料半額600円　　　月極入園料半額5,400円

靴修理・合鍵作成10％OFF　（物販等、一部のメニューは除きます。）

レピピアルマリオ

MAJESTIC  LEGON

Brara by Wacoal

CORNERS　Sports　Authority

イーアールジー

AMO'S STYLE by Triumph

エウルキューブ

Lovetoxic

petit main

axes femme

ARROW

OZOC

RANDA

ビブレ ジーン

カシュカシュ

Cullet

WA ORiental TRaffic

polcadot

プリーズ

ジュエリーツツミ

LUSH

ファイテンショップ

エヴァンジル

NEW
NEW

店内商品10％OFF　※一部除外品あり

プロパー商品10％OFF　※セール商品5％OFF
定価のみ10％OFF ※セール品は除外

店内商品「現金のお支払で10％OFF カードのお支払で5％OFF」※一部割引対象外商品がございます。

プロパー商品10％OFF
定価商品 30％OFF　※セール品を除く。年に２、３回程度。

店内商品10％OFF　※ご本人のみ　プロパー商品のみ　平日のみ

プロパー商品10％OFF　※雑貨除外

5％OFF　※セール商品は除外

店内商品5％OFF　※一部除外あり　　※他割引きとの併用不可

店内商品5％OFF　※他割引きとの併用不可

店内商品10％OFF　※一部対象外あり

10％OFF　※一部除外品あり

全品10％OFF ※他の割引との併用不可

10％OFF　※セール品除外

5％OFF
10％OFF ※セール品等、除外品あり

店内商品10％OFF
自店スタンプカード2倍押し

ピアス　イヤリング20％OFF　※1,000円以上の品2点以上お買上げの方　※一部除外品あり　※他の割引との併用不可

ソープ１個プレゼント（種類はお選びいただけません。）　※無くなり次第終了する場合あり

フットマッサージ器 「ファイテンソラーチ」1日１回無料

10％OFF ※自店スタンプ・他サービスとの併用不可。
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NEW

NEW

NEW
NEW
NEW

NEW
NEW

NEW

Hush Puppies

CIAOPANIC TYPY

レイジブルー

ＷＥＧＯ

ライトオン

グローバルワーク

ＢＲＩＣＫＨＯＵＳＥ by Tokyo Shirts

P.S.JOY

INDEIGO  LIFE

タカキュー

Cross Charm

アイシティ

カメラのキタムラ

PARIS  JULIET

AQUA　JEWELS

リーガルシューズa.k.a

チャイハネ

ＡＩＧＡＮ

パスポート

旅へ

ＪｉＮＳ

ディッチャ

ストーンマーケット

京都インバン

スポーツオーソリティ

ブランドオフ

ジャムハウス

Tre Frecce

京鼎楼小館

ミアクッチーナ

JACK IN THE DONUTS

京都北白川ラーメン魁力屋

いきなりステーキ

ELK.NewYork.Brunch

野菜を食べるカレーcamp express

えびのや

ザ・ブッフェダイナー

仙台牛たん 福助

ソフトバンク

ＪＴＢ

ジュージヤカルチャーセンター

ワールドウェディング

日本旅行

ソユーゲームフィールド

10％OFF　※セール品は除く

10％OFF　※一部除外品あり。ポイントカード捺印不可。

定価商品10％OFF
10％OFF　※セール品除く　※税抜1,000円以上の商品

定価商品10％OFF
10％OFF　※セール品除外。他の割引との併用不可。

10％OFF　※1,000円以下の商品とパターンオーダーは除外

全商品10％OFF　※他の割引券との併用不可　※既に割引しているものは対象外。

5％OFF　※一部対象外あり

10％OFF　※赤札商品は除く　※他の割引との併用不可

店内商品15％OFF
10％OFF　※他の割引との併用不可。

アルバム5％OFF　※他の割引との併用不可

税込み1,080円以上お買上げで10％OFF
店内商品10％OFF ※一部対象外商品あり

靴のみ10％OFF
店内商品5％OFF　※セール品は除く

従業員ご本人様・ご家族様10％OFF
10％OFF ※セール品・割引品除く

１回の精算が税込み1,080円以上10％OFF　※現金払いのみ、セール品・一部割引除外品有り　他優待など併用不可

総額（フレーム＋レンズ等）から5％OFF ※他の割引との併用不可

店内商品10％OFF ※一部対象外あり

店内商品10％OFF ※一部対象外あり

全品10％OFF ※一部対象外あり

10％OFF　（レジにて30%OFF以上の商品や当店指定割引除外商品あり）

※お支払は現金に限られます。　※クレジットでのお支払は8%OFFになります。

全品5％OFF ※一部対象外あり

プロパー商品5％OFF ※一部対象外あり

商品・修理 税込1,080円以上お買い上げで、10％OFF ※プロパー商品のみ

ソフトドリンク1杯無料サービス!

ご飲食代10％OFF　※他の割引きとの併用不可

10％OFF　※他の割引きとの併用不可

ソフトドリンク1杯サービス

ソフトドリンクサービス　※黒ウーロン茶・すこやか茶以外

ソフトドリンク1杯無料サービス　※対象ドリンクの詳細はスタッフにお尋ねください。

平日⇒従業員様専用メニューをご用意します。（別途チラシ案内）　土日祝⇒カレー各種100円引き

10％OFF　※他の割引きとの併用不可

ご飲食代金合計から5％OFF ※1組6名さままで

定食メニュー全品10％OFF
現金キャッシュバック　※詳細はスタッフにお尋ね下さい。

国内旅行「エース」 ※宿泊プラン除く　海外旅行「ルック」 ※お買い得旅除く 3％OFF ※ご本人さまのみ　※クレジットカード使用不可

入会金20％OFF　通常5.400円（税込）⇒4.320円（税込）

新婦様・新郎様衣装10％OFF　その他関連アイテム5％OFF　オリジナルキティちゃんグッズプレゼント！

ベストツアー（海外）・赤い風船（国内）3％OFF　※ご本人及び同行者、合わせて4名まで割引対象

【平日限定】クレーンゲーム利用時、500円投入でプラス1ゲーム分サービス　※コイン投入後のサービスは不可

【平日限定】プリクラ100円割引　※プリクラ撮影前に従業員証提示で100円割引（グループ内に一名従業員がいればＯＫ、他サービスとの併用不可）

NEW

NEW

NEW

丸福珈琲店

クレープドラゴン

吉野家

ケンタッキーフライドチキン

海鮮王

丸亀製麺

サーティーワン　アイスクリーム

麺大将

ペッパーランチ

ポムの樹ジュニア

ＫＣＮ　ＳＴＡＴＩＯＮ

エスエイ歯科

小学館幼児教室　ドラキッズ

エステサロンピュア

イオン保険サービス

ネイルネイル

フィトナチュール

ラフィネ

美容室イレブンカット

スタジオキャラット

スタジオキャラット

エステタイム

グンゼスポーツクラブ

ピュアメディカルクリニック

店内飲食10％OFF

10％OFF

丼単品、そば単品、丼とそばのセット50円引き

従業員さま限定メニューをご用意　※別途チラシ案内

フードメニュー注文時限定　　・ご飯大盛り　・ドリンクS　・ミニうどん　から2つ選べます。

うどん１杯につき30円OFF

スモールダブル40円OFF　レギュラーダブル50円OFF

ソフトドリンク１杯無料サービス

ソフトドリンク（Mサイズ）1杯無料サービス!

オムライス一品お買い上げの従業員さまにドリンク一杯無料

お問い合わせの方に粗品プレゼント！

新規加入時の基本初期費用（基本工事費）無料　※対象外のプランあり

保険外診察10％OFF　詳細はスタッフまでお尋ね下さい。

入会金無料（通常10,800円 税込）

店内商品10％OFF　※一部除外品あり　＋　コース契約の方に歯のホワイトニング3回付き

保険相談・見積りされた方に粗品プレゼント

前日までの事前予約で施術料金40％OFF ※一部メニュー対象外

40分以上のコース20％OFF 以下のコース10％OFF　※他の割引の併用不可

施術料10％OFF　※キャンペーン・チョイスコース・バリュアブルカード・フットバスは除く。

カット＆ブロー女性・男性　1,620円（税込）⇒1,296円（税込）

撮影して頂いたお客様A4サイズカレンダー特典（通常3,330円税別）（ご購入頂いたカットより作成させて頂きます。）

17万以上の振袖をレンタル成約いただきましたお客様10％OFF

新規の方限定10％OFF　（割引金額上限5,000円まで）

・会員登録料5,400円（税込）⇒0円　　・従業員会員月会費4,320円（税込）⇒初月会費0円　・体験料金500円（税込）　

※1回限り、初めての利用の方に限る。　必ず利用前に従業員証を提示下さい。　他の割引との併用不可。

脇脱毛5回定価29,800円→19,800円　※初回限定


