
フロア 店舗名 内容

1階 サンマルクカフェ デニブラン各種50円引き

4階 三河屋珈琲
ご注文の際に半券をご提示いただくと、フレンチトーストクリーム（ソフトクリーム付き）100円引き
※他割引券等との併用不可

7階 カイゾク　ディ　メイプルシティ お食事の方、ワンドリンクサービス（アルコールを含む）　※半券1枚につきお1人様１回限りとなります。

7階 カフェ　風車 抹茶パフェ100円引き　※1日先着30名様限定

7階 ナマステ ハッピーランチセット、マハラジャセットご注文の方、100円引き

7階 手打うどん　杵屋 10％OFF　　※他割引券等との併用不可※半券1枚につき１組1回限りとなります。

7階 生そば食事処　水車 1,000円（税込）以上お食事の方、100円引き　※1日先着30名様限定

7階 庄原食堂 季節の生ジュース200円（税込）

7階 うまいもん屋　五エ門 お好み焼きご注文の方、トッピング（ネギorチーズ）サービス

フロア 店舗名 内容

3階 もとまちグリル お食事の方、ソフトドリンク1杯サービス

3階 Mamma　Pizza お食事の方、ソフトドリンク1杯サービス

3階 蔵まつ 麺・ご飯大盛り変更無料

3階 リトルマーメイド mixドリンク+デニッシュバーのセット　　290円（税込）→270円（税込）　　※19時終了

3階 ますきち 牡蠣の土手鍋100円引き

3階 ベリテ 全品10％OFF　　※他割引券等との併用不可

3階 じんぼ 小いわしの天ぷら　1パック 324円（税込）→1パック 270円（税込）

3階 ボストン お買上げの方、ミニスティックケーキレモン1本プレゼント

3階 にしき堂 にしき堂バスセンター店で1,000円（税込）以上購入の方にもみじ饅頭1個プレゼント

3階 バスマチストア 1,080円（税込）以上お買上げの方、ノベルティプレゼント

3階 くすりのウェルネス お買上げの方、ドリンク1本プレゼント

3階 蟹田平牧場 手作りこんにゃく150円（税込）→108円（税込）

フロア 店舗名 内容

本館10F うどん・釜飯・しゃぶしゃぶ　名代　竹仙 お食事の方、ソフトドリンク１杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F イタリアン　トラットリア カッチーヌ お食事の方、ソフトドリンク１杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F 韓国伝統料理 クックハン 1,580円以上ご注文で、ソフトドリンク1杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F 美味しいごはん・とんかつ　廣島　仁多屋 お食事の方、ミニアイス１個サービス　※ご本人さまのみ

本館10F 加賀料理 加賀屋 「四季の彩り御膳」ご注文で、ソフトドリンク１杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F 江戸そば やぶそば 1,500円以上のお食事で、オリジナルデザート１個サービス　 ※ご本人さまのみ

本館10F 山形牛焼肉 牛兵衛 草庵 ①15:00までにお食事の方、ソフトドリンク1杯サービス　②15:00以降のご飲食代、１0％ＯＦＦ　　※１グループ全員

本館10F 鮨 すし波奈 お食事の方、ソフトドリンク 又は一口生ビール１杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F お好み焼き・鉄板焼き　みっちゃん総本店　雅 1,500円以上のお好み焼きご注文で、ソフトドリンク1杯サービス　※ご本人さまのみ

本館10F チャイナグリル　マダムシェンロン 点心全品　半額

本館5階 京の甘味処　文の助茶屋 ご飲食代より100円引き　※ご本人さまのみ

本館4階 カフェテラス　トリコロール ご飲食代より100円引き　※一部除外品あり※ご本人さまのみ

本館2階 エスプレッソカフェ　カフェラ ご飲食代より100円引き　※一部除外品あり※1組4名さままで

新館3階 喫茶　ポッシュファースト(神戸珈琲物語) ご飲食代より100円引き　※1組4名さままで
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フロア 店舗名 内容

B1F 中国麺飯店　万豚記 店内でご飲食の方、黒ごま坦々麺　通常税込950円→900円　　※他券との併用不可　※1グループ全員

B1F 廻る新鮮グルメ のん太鮨 店内でご飲食の方、10%引き　　※他券との併用不可　※1グループ全員

B1F ファブリックス 2,160円以上お買い上げで、キッチンクロスプレゼント　　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

４F マライカ
1,000円以上お買い上げで、マライカポイントカード２倍、新規メンバーズカード入会の方、１０ポイントプレゼント
※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

５F ハンドメイドギルド生活の木 ウェルカムドリンク(ハーブコーディアル)試飲プレゼント　※他券との併用不可　※1グループ全員

５F レディース ルネティルタ・メンズ ルネティルタ 1週間目標-５ｋｇファスティングエステ通常税込77,000円⇒32,184円　※他券との併用不可 ※ご本人さまのみ

５F スイーツナチュラルカフェ　紙屋町パ－ラー ランチ及びデザートご注文の方、セットドリンクサービス　※他券との併用不可　※1グループ全員

５F ことりカフェ（『森の朝』店内）
①コーヒーワンドリッププレゼント(数量限定、なくなり次第終了します。)
②ハンドクリームサンプル＋お肌に合ったスキンケアサンプルプレゼント　   　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

６F ミス　ホア 店内でご飲食の方、ワンドリンクサービス（グラスワインまたはジュース）　　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

６F ボーネルンド　あそびのせかい（キドキド）
こどもの最初の３０分料金通常税込600円→400円　※他券との併用不可　※大人の施設料500円、お子さま延長料金は通常料金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※ご本人さまのみ　※お子さま３名まで

６F 大きいサイズの店　フォーエル ご提示で１０％ＯＦＦ　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

７F 千房 店内でご飲食の方、ワンドリンク(ソフトドリンク)サービス　　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

７F コリアンキッチン　シジャン プルコギ石焼ビビンバミニ冷麺セットご注文でトッピングチーズサービス　　※他券との併用不可　※ご本人さまのみ

７F しゃぽーるーじゅ ビーフスパニッシュオムライス　ワンサイズアップサービス（Ｓ→Ｍ、Ｍ→Ｌ）　　※他券との併用不可　※1グループ全員

８F 花あかり～和膳～ 店内でご飲食の方、自然薯とろろサービス　　※他券との併用不可　※1グループ全員

８F 信州そば酒房　そじ坊 そばの大盛り無料サービス　　※他券との併用不可　※1グループ全員

フロア 店舗名 内容

北通り アフタヌーンティー・ティールーム
お一人様税込1,500円以上ご利用の方に、7色の中からお好きな紅茶1パックプレゼント〈1日先着20名様〉
※平日限定・お一人様1回限り

西通り 洋麺屋　五右衛門 ハーフ＆ハーフご注文で、セットサラダサービス　　※ご本人様のみ

西通り 羽前そば道場　極 ハイボール1杯100円　　※ご本人様のみ

西通り 和膳　花あかり お食事をご注文の方、グラスビール1杯無料　　※ご本人様のみ

西通り サザンカフェ スタイル プレートランチご注文のお客様、ミニデザートプレゼント　　※ご本人様のみ

西通り 春来
お一人様700円以上のお食事をご注文された方、ソフトドリンクまたはハイボール1杯サービス
※ご本人様のみ

西通り スティック ドリンク全品50円引（スムージー除く）　　※ご本人様のみ

西通り タリーズコーヒー パスタセットご注文で、アイスクリーム1カッププレゼント　　※ご本人様のみ

東通り タマル 全品サイズアップ無料　　※ご本人様のみ

フロア 店舗名 内容

エディオン広島本店 エディオンアプリご登録で500円引きクーポン進呈　　         ※合計5,000円以上(税込)のお買上げでご利用可能

フロア 店舗名 内容

B1階 葉山珈琲 ご利用金額から100円引き

B1階 紙屋町キッチン千 お食事の方にドリンクバーサービス

パセーラ

紙屋町シャレオ

エディオン広島本店

広島トランヴェールビルディング
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フロア 店舗名 内容

33Ｆ レストラン シャンボール ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

33Ｆ ダイニングバー リーガトップ ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

6Ｆ 日本料理なにわ ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

6Ｆ 鉄板焼なにわ ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

6Ｆ チャイニーズダイニング リュウ ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

1Ｆ オールデイダイニング ルオーレ ご飲食代10％ＯＦＦ　　※割引対象外のメニューがございます。予めご了承ください。他の割引・特典との併用は致しかねます。

フロア 店舗名 内容

2F 和ダイニングアストラル ご飲食代10％ＯＦＦ

フロア 店舗名 内容

1階 健康・体力サポートセンター ヘルスケアチェック（体脂肪率等＆骨密度測定）通常700円を500円で！　※電話等での予約制

フロア 店舗名 内容

1F エムズエキサイト 2 BUY 10%OFF　※一部除外品あり

1F セレル 商品お買上げで選べる景品プレゼント！！

1F corazon（バッグ） お買上げのお客様に次回から使えるクーポン券（390円OFF）プレゼント！

1F corazon（アクセサリー） 商品お買上げで10%OFF！

1F エディオン広島本店ディスクシティ 先着20名様に「味噌ちゃんこ鍋つゆ」プレゼント

1F g by GORGE 5,000円以上お買上げで1,000円チケットプレゼント！　※2/12～2/28まで

5F 3びきの子ねこ 古着10%OFF　※除外品あり、他のクーポンと併用は出来ません

フロア 店舗名 内容

おりづるタワー 入場料：団体割引適用　※他割引との併用不可

フロア 店舗名 内容

ひろしま美術館 入場料：団体割引適用　※他割引との併用不可

広島グリーンアリーナ

ひろしま美術館

サンモール

リーガロイヤルホテル広島

おりづるタワー

ホテルメルパルク広島


