
住友不動産 ショッピングシティ
イオンカード限定特典
ご入会は有明ガーデン内イオンカード募集カウンターまたはWEBにて

岩盤浴料金半額
￥800→￥400

特別宿泊プラン
1泊1名様

朝食･温浴付料金
￥9,900

レストランご利用
10%OFF

※中学生未満のお子様はご利用
いただけません。
※岩盤浴のみのご利用はいただけ
ません。

※本割引はご同伴の方にも適用さ
れます。 
※一部ご利用いただけない日程が
ございます。
※その他優待、割引との併用はで
きません。

泉天空の湯
有明ガーデン

ホテルヴィラフォンテーヌ
グランド東京有明

オールデイダイニング
グランドエール

年会費
無料

●セール品・セット商品等一部対象外がございます。他キャンペーン・割引との併用が
できない場合があります。
●価格は全て税込表記です。 ●優待カード・レシート・チケットは当日のみ有効です。 ●対象
カードやチケットを提示されたご本人さまのみ有効です。 ●ノベルティ類のプレゼントは、
1日１回限りの特典となります。●掲載内容は予告なく中止、変更となる場合があります。 
●数に限りがある場合がございますのでご容赦ください。 ●掲載内容の問い合わせは
各店舗までお願いします。 ●掲載の写真は全てイメージです。

ご
注
意

2023.4.1時点

GOODS／雑貨

FASHION／ファッション

アットアロマ／モール2F%OFF3 お会計から

※対象外商品あり

SERVICE／サービス

FOOD／食物販

RESTAURANT／レストラン R Fレストラン
カフェ フードコート

ジェイ・イー・エム／モール3F

2点以上お買上げで

ティティベイト／モール2F

ロフトスキー／モール3Fローカルモーション／モール3F

サマンサモスモス ケイッティオ／モール2F

%
OFF ※他割引、セールとの併用不可 ※一部商品対象外 

※他割引との併用不可

10
お会計から

※セール品対象外 ※他割引との併用不可

※他割引、セール品との併用不可

※一部商品対象外
※セールとの併用不可

ジェニーハーツ／モール2F

ジンズ／モール4F

エンジェリーベ／モール4F

ブランシェス／モール4F マーキーズ／モール4F

※小物、セール品等除く

ジーランド エクストリーム／モール3F

アクシーズファム／モール2F

%OFF
￥7,700以上お買上げで

※一部除外品あり
※他割引併用不可

※メンバーズポイント使用可

￥11,000以上お買上げで
スケッチャーズ／モール2F

キラット／モール2F

※他割引との併用不可
※５0％~70%OFF、￥1,000以下等
　一部商品対象外

アメリカンホリック／モール2F

イフミー／モール4F

※一部商品対象外

￥5,500以上お買上げで
※レンズ交換、雑貨対象外

ゾフ／モール3F

お会計から

5

※小物、セール品、一部商品対象外 ※他サービスとの併用不可

￥5,900以上お買上げで

￥2,200以上お買上げで

￥5,000以上お買上げで
次回使える￥500チケット

キューブシュガー／モール2F

オプティック パリミキ／モール2F

￥5,500以上お買上げで
メガネのお手入れセットプレゼント

※イベントに応じてお渡しできない場合あり

ヒース／モール3F

お買上げで
限定オリジナルステッカー

※カラーコンタクト等一部商品・
ケア用品対象外

ビアンキ製品お買上げで
※自転車除く

ビアンキバイクストア／モール1F

ブルーノ/トラベルショップミレスト／モール2F

￥5,500以上お買上げで
ベビースマイル／モール4Fハートアップ／モール4F

※セール品・セット商品等一部商品対象外
※他キャンペーン・割引との併用不可

%OFF
お会計から

1

※一部商品対象外
※他割引、セールとの併用不可

ムラサキスポーツ／モール3F ココマット／モール3F

※一部商品対象外
※セールとの併用不可

ゼットクラフト／モール2Fカレンド／モール2F

ナタネ バイ ハッカ／モール2F

コラントッテ オフィシャルショップ／モール3F

欧州航路／モール2F

ニキティキ コレクション／モール4F

￥3,000以上お買上げで
※一部商品対象外

マライカ／モール3F

※トモズアプリのご登録が必要
※処方箋、カウンセリング化粧品、

一部商品対象外
トモズ／モール2F

技術料金
ピーシーデポスマートライフ／モール4F

※限定商品、金券類、発売日から
1か月以内の商品等一部商品対象外

HMV／シアター2F

%OFF

￥3,300以上お買上げで
※一部商品対象外 ※セールとの併用不可

とうしょう窯／モール2F

￥3,300以上お買上げで
※一部商品対象外 ※セールとの併用不可

お会計から

555

ジウォーク／シアター2F

￥5,500以上お買上げで
※一部商品対象外 ※セールとの併用不可

WTW（ダブルティー）／モール3F
※一部商品対象外 ※他割引との併用不可

京商ビレッジ／モール2F
※他割引との併用不可 ※一部商品対象外

￥15,000以上お買上げでノベルティ

￥5,500以上お買上げで
アミューズボーテ公式アプリ

＋2ポイント
※ダブルスタンプ開催中除く

アミューズ ボーテ／シアター2F

おもちゃのハッピーフレンズ／モール4F

￥1,650以上お買上げで
ネーム刺繍（1行に収まる分）1点

ホットマン／モール4F

hontoポイント5倍
丸善／モール4F

コスムラ／モール3F

￥3,000以上お買上げで
化粧品サンプル

￥16,500以上お買上げで
ノベルティ

ホップルタウン／モール4F

￥990以上お買上げで
選べるノベルティ

スリーミー3338ご購入で
VISAギフト券 ￥5,000分

お買上げでマスクシート（1枚）

プレゼント

ファンケル ニューミー／モール2F

島村楽器／モール4F

まくらぼ／モール3F

オーダーメイド枕をご購入で枕カバー

はぎもの舎アプリポイント100ポイント
はぎもの舎／モール3F

Fプレミアムプラザ／モール2F

￥2,200以上ご注文で
※クレジットカードご利用時は5%OFF

※ディナータイム限定

R

鶏の唐揚ねぎ香味だれ定食
さち福やカフェ／モール5F ディップガーデン テラス／モール5F

R R

韓美膳（ハンビジェ）／モール5F

F

F

TGI フライデーズ／モール5F マジカレー／モール5F

￥5,000以上ご注文で
※ハッピーアワーとの併用不可

お会計から

10

￥1,200以上ご注文で

%OFF

※テイクアウト商品は対象外
※会計時にご提示ください

※他割引との併用不可

※他サービスとの併用不可

メゾン・ド・ヴェール／モール2F

R R

R

￥1,000以上ご利用で

RR

R

バーガーご注文で

R

F

%OFF ジ アレイ／モール2F キリンシティプラス／モール2F

お会計から

R
ドリンク・フード
ご注文で

グロウ ジュース スタンド／モール5F

ウマミ バーガー／モール5F成都 陳麻婆豆腐／モール5Fピッツァアンドワイン カヤバール／モール5F

ミートフレッシュ シェンユイシェン／モール5F

千房／モール5F

5

フードメニューご注文で
日本茶￥50引

R R

茶寮 伊藤園／モール2F シュマッツ・ビア・ダイニング／モール5F

引割 ファーストビール1杯￥550
※お連れ様を含めます 
※ファーストオーダー時にお声掛けください
※店内限定 ※割引やコース料理と併用不可

F

どうとんぼり神座／モール5F
ラーメン1杯ご注文でウーロン茶1杯

飛車角／モール5F

R

コーヒー豆ご購入で、10％増量
※一部商品対象外 ※会計時にご提示ください

タリーズコーヒー／モール4F・シアター2F

R

こなな／モール5F

RR

お食事ご注文でソフトドリンク1杯
※ご注文時お声掛けください

しゃぶ食べ／モール5F

R

キムカツ亭／モール5F

ソフトドリンク飲み放題無料
※食べ放題コース利用限定（3皿セットは対象外）

十割蕎麦 さがたに／モール5F

ブリッジ／モール5F

R

￥1,500以上ご利用でコーヒー・
紅茶・アイスクリームのいずれか

※イートイン限定

F

鶏白湯らーめん 自由が丘 蔭山／モール5F

FF

¥1,000以上ご注文で ソフトドリンク1杯
※他割引との併用不可

築地食堂源ちゃん／モール5F

お食事ご注文でソフトドリンク1杯
中華料理 紅燈籠（コウトウロウ）／モール5F

F

牛たん炭焼 利久／モール5F

F

モミアンドトイズ／モール5Fホブソンズ アイスクリームパーラー／モール5F

F

￥1,000以上ご注文で
ソフトドリンク1杯

ステーキ＆ハンバーグ デンバープレミアム／モール5F

お食事ご注文で指定ソフトドリンク1杯
※ファーストオーダー時にお声掛けください

ラーメンご注文で
￥120以下のトッピング1品

お食事・デザートご注文で
ソフトドリンク1杯 サンドイッチ・バーガーご注文で

ソフトドリンク1杯
※平日限定　

スイーツクレープご注文で
カスタード

またはアイストッピング

ソフトドリンク1杯
※ご注文時にお声掛けください

お蕎麦の大盛（＋100g）

FF

プレゼント

マジックミシン／モール2F

無料体験説明会の参加で、
入室料

スマートフォンケース
※セール品対象外

リアット！／モール2F

裾上げシングルご利用で

お会計から

%OFF10 靴かかとリフト交換ご利用で

ママガク／モール4FSmaPla（スマプラ）／モール3F

商品お買上げ時、定価から
※他キャンペーン・割引との併用不可

ミチュールフォトスタジオ／モール4F

エステティックコース・
TBCオリジナル商品お買上げで
※住友不動産ショッピングシティイオン
　カード会員さま限定の特典となります

エステティックＴＢＣ／モール5F

クリーニングご利用で
※ポイント精算以外の割引併用不可

国際クリーニング／モール1F

%OFF
お会計から

5

ボーネルンドあそびのせかい／モール4F

お子様のキドキド（あそび場）の
ご入場料金（30分）￥100引

※平日限定 ※お子様3名様までご利用可

￥5,000以上ご利用で
アヴェダミニサンプル

10分延長
※初めてご来店の方限定

キッズデュオ／モール4Fイルニード／モール4F

各オプションメニュー15分延長
※体験コース20分、オプションコース15分は対象外

※他キャンペーン・割引との併用不可

アイ フィーリング／モール3F

無料体験レッスンで
コペルオリジナル「あいうえお表」

有明動物病院／ホテル2F

¥100投入につきゲーム＋1回
※おひとり様1日1回限り
※￥100ゲームが対象

フードサンプル

体験・見学でノベルティ

ご利用でお菓子をさらに
＋1個プレゼント

体験レッスンご参加で
レゴエデュケーション
オリジナルグッズ

ギーゴ／モール5F

資料請求でドラえもんグッズ

フェリー アヴェダ／モール2Fドクターストレッチ／モール2F

プレゼント
コメ兵 買取センター／モール2F

初めてご来店の方限定
合計￥5,000以上の買取成立で

「住友不動産 ショッピングシティ お買物・お食事券」¥500分

入学でノベルティ

チョッキンズ バイ ロンド／モール4Fソフトバンク／モール4F

ご成約でノベルティ
小学館の幼児教室 ドラキッズ／モール4F

幼児教室 コペル／モール4F レゴⓇスクール／モール4F

5月OPEN予定

マキュレハウス／モール2F

マダム ドリュック／モール2F

アニバウム／モール2F ブリジェラ／モール2F

キタノエース／モール2F

※他割引との併用不可
※一部商品対象外

お会計から

5%OFF

※イベントデコレーションケーキ等
　一部対象外あり、詳しくはスタッフまで
※他割引との併用不可
※会計時にご提示ください

ピネード／モール2F

お会計から

%OFF
3

ナチュラルクレープ／モール2F

ジュース1杯あたり
テイクアウト￥54引 イートイン￥55引
※何杯でもご利用可 ※セール品との併用不可

ワンダーフルーツ／モール2F

￥700以上お買上げで
豆乳生地変更無料 ※平日限定割引

※2名様利用時の料金となります。
※利用人数に応じ料金は変動しま
すので、ご予約時にプランをご確
認ください。
※一部ご利用いただけない日程が
ございます。
※その他優待、割引との併用は
できません。

有明ガーデンで受けられるお得な優待サービス！

対象カード・チケット・会員証対象カード・チケット・会員証

住友不動産 ショッピングシティ
イオンカード

東京ガーデンシアター

公演日と会場名が確認できる
チケット

有明四季劇場

紙チケット
もしくは

QRチケット

ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド
東京有明

チェックイン時にお渡しする
優待カード

「住友不動産のふれあい＋S」
会員様

公式アプリ「住友不動産の＋Sfan」による
デジタル会員証

泉天空の湯
有明ガーデン

精算レシート

イオンマークの
カード

毎月20日・30日限定

3
%OFF

5
%OFF

10%OFF

期間：2024年3月31日まで

見せるだけでお得！

お会計時やご注文時にご提示くださいお会計時やご注文時にご提示ください ※店舗ごとにご利用条件がございます。

有 明 ガ ー デ ン

そ の 他 施 設


