
※お食事のコースにジェラートがある場合は、

ドリンク 1 杯サービス

※スタンプラリーカードご提示の 1 名様のみ

９ホールプレイ料金お一人様 ( 通常 )

５００円を１００円に！
※ただし 10 名以上のご利用でもらえる

優勝カップサービスはございません。 



ヒナタの杜
「オリジナルタオル」

引換券プレゼント
※キャンペーン期間中は使用不可

貸しボール

50 球プレゼント
※お一人様 1 回まで。

1,100 円以上の店内

観葉植物商品 10%OFF

※お一人様 1 回まで。

コーヒー 1 杯
プレゼント

※お一人様 1 回まで。

※カフェまでお越しください。

店内商品 550 円以上お買い上げの方は

サービスカウンターにて

コーナンオリジナルグッズプレゼント
※お一人様 1 回まで。※無くなり次第終了。

先着 300 名様 小学生以下のお客様限定

コーヒーソフトクリーム
（コーン or カップ）

50円引

通常 320 円→270 円

カット + フルカラー +

ピトレティカトリートメント

15,180 円→9,900 円
お電話にて事前ご予約必須

TEL：092-885-6039　

（受付時間 9：00 ～ 17：00)

コーヒーと冷凍食品の専門店



※予告なく内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【1F】

■ACE BAGS & LUGGAGE

　お買上げ商品 10％OFF　※一部対象外商品あり

　※他サービスとの併用不可

■JUN

　3,300 円以上お買い上げでレジにて 10％OFF 

　※一部対象外商品あり　※他サービスとの併用不可

【2F】

■asics FACTORY OUTLET

　11,000 円以上お買い上げのお客様に限り、レジにて

　さらに 10％OFF　※他サービスとの併用不可

■NICE CLAUP OUTLET

　3,500 円以上お買い上げで 10％OFF

　※他サービスとの併用不可

■ete

　11,000 円以上お買い上げで 5％OFF　※他サービス

　との併用不可

■帽子屋 OUTLET

　10％OFF　※一部除外品あり

アウトレットⅠ棟



【１F】

■ABC-Cosme Store

　ABC-COSME STORE ポイントカード 2 倍。

　通常 1,000 円に付き 1 ポイントを、アプリ利用で

　2 倍に変更　※他サービスとの併用不可

■Samsonite

　店内対象の 25％OFF ～ 30％OFF の商品のみ、

　さらに 5％OFF　※一部対象外商品あり

　※他サービスとの併用不可

【2F】

■TRUNK

　8,800 円以上お買上げで 5％OFF　※他サービス

　との併用不可

■Fissler

　7,000 円以上お買い上げで 10％OFF　※50％OFF

　以上のセール商品は対象外　※他サービスとの併用不可

【1F】

■BANANA REPUBLIC FACTORY

　BANANA REPUBLIC FACTORY の新規メール登録

　でお買上げ商品 10％OFF　※他サービスとの併用不可

■NICOLE

　11,000 円以上お買い上げで 10％OFF

　※セール期間中のイベント内容との併用不可

アウトレットⅡ棟

アウトレットⅢ棟



■CITIZEN

　アウトレットプライスより 5％OFF

　※一部対象外商品あり

【2F】

■Hurley OUTLET STORE

　アウトレット価格よりさらに 10％OFF　※一部対象

　外商品あり　※他サービスとの併用不可

■LEATHER SHOES & NUOVO OUTLET

　シューズ・ウェアご購入時、レジにて ABC-MART

　携帯アプリ 100 ポイントプレゼント　※シューケア・

　小物は対象外です

【1F】

■ぎゅうまる

　ハンバーグ 40ｇUP 無料 140ｇ→180ｇ

　※ご注文時にご提示ください　※店内飲食に限ります

　※他サービスとの併用不可

■いきなりステーキ

　鉄皿商品のご注文でセット無料（スープ・ライス・

　サラダ）　※ご注文時にスタンプラリーカード提示の

　1 名様のみ適用　※他サービスとの併用不可

■大戸屋

　店内お食事ご注文でドリンク 1 杯無料サービス

　※スタンプラリーカード 1 枚につき 3 名様まで

　※他サービスとの併用不可

マリナサイド北棟



【2F】

■ポムの樹

　お食事注文でドリンクバー無料

　※他サービスとの併用不可

■神戸元町ドリア

　店内お食事のお客様限定ドリンク 1 杯無料

　※スタンプラリーカード 1 枚につき 1 名様まで

　※他サービスとの併用不可

■量り売り専門店 HAKACCIAO!!

　しぼりたてピーナッツバター 5％OFF　※他サービス

　との併用不可

【1F（フードコート）】

■100 時間カレー

　カレー 1 杯ご注文でトッピングから揚げ 1 つ無料

　※他サービスとの併用不可

■全国ご当地 グルメ屋台

　全品 20％OFF 　※他サービスとの併用不可

■丸亀製麺

　温泉卵トッピング無料　※他のクーポンとの併用不可

【2F】

■タイトーステーション

　メダル 1,000 円以上ご利用で 100 枚プレゼント

　※お 1 人様 1 日 1 回まで　※メダルご購入前に

　スタッフにお声掛けください

マリナサイド南棟



※2Fインフォメーションにて「エンタメ割り」ご優待カード と

お引替えいただき、対象店舗にてご提示ください。

【1F】

■武田メガネ

　店頭価格より 1,000 円 OFF※眼鏡・サングラスのみ

　※一部対象外あり

■ハニーズ

　5%OFF　※セール商品含む

■Cel Be

　3,000 円 ( 税込 ) 以上のご購入で 10%OFF

　※一部対象外あり

■coen

　5%OFF　※一部対象外あり ※他割引との併用不可

■ABC コスメストア

　3,300 円 ( 税込 ) 以上のご購入で 10%OFF

■AMERICAN HOLIC

　10%OFF　※一部対象外あり

■Patebloom garden

　5%OFF　※一部対象外あり ※他割引との併用不可

■day&day's

　5%OFF　※一部対象外あり

物販店舗



【2F】

■HIBASIC

　時計本体に限り 5%OFF

■アクタス

　5%OFF　※一部対象外あり

■TAKANO MOKKOU

　5%OFF　※一部対象外あり

■リーバイス R ストア

　10%OFF

　※一部対象外あり　※店頭キャンペーンとの併用不可

■R-YOMA カトレアサックス

　スタンプカードポイント 2 倍

■コラントッテオフィシャルショップ

　5%OFF　※一部対象外あり

■sarasa design lab

　オリジナル商品 5%OFF　※セール品除く

【3F】

■ikka

　1 点ご購入で 5%OFF2 点以上ご購入で 10%OFF

■トイザらス・ベビーザらス

　3,000 円 ( 税込 ) 以上のご購入で 300 円 OFF

　※一部対象外あり　※他割引との併用不可

■Kish Plus＋

　10%OFF　※一部対象外あり

■THE SECOND BASE by Flava headwear

　10%OFF　※一部対象外あり



【4F】

■コジマ × ビックカメラ

　5%OFF　

　※MAC 他、一部対象外あり　※免税は対象外

■コンタクトのアイシティ

　10%OFF

【1F】

■ミシン工房 ×FUKUOKA POLISH

　10%OFF

【4F】

■スタジオアリス HALULU

　写真撮影ご予約でソフトバンクホークスコラボハンド

　タオルプレゼント　※なくなり次第終了

■リラクゼーションスペース　ルポ

　5 分延長サービス

　※他のクーポン・サービスとの併用不可

■Dolly Lash

　エクステ：コーティングサービス

　まつ毛パーマ：ケラチントリートメントサービス

■スマイルライン歯科・矯正歯科

　スポーツマウスピース 20%OFF

サービス店舗



【1F】

■MoMoChi CAFE＆DINING

　100 円 OFF

■Ivorish

　フレンチトースト 1 皿注文で、1 ドリンクプレゼント

　※自家製ドリンクは対象外

【3F】

■いっかく食堂

　定食をご注文いただいた方、ソフトドリンク 1 杯無料

　※丼は対象外

■ドライブイン鳥

　定食または丼ぶりをご注文いただいた方、ソフト

　ドリンク 1 杯無料 (M サイズ )

■名島亭

　ラーメンご注文の方、ソフトドリンク 1 杯無料

■韓美膳

　10%OFF　※一部対象外あり

　※映画半券サービスは 16：00 ～対象

カフェ・レストラン

エンターテイメント

【3F】

■Moff animal cafe

　ドリンクバー無料



【３F】

■博多天ぷら たかお

　600 円 ( 税込 ) 以上ご注文いただいた方、お好きな

　天ぷら 1 品サービス　※一部対象外あり

■中華バイキング　九龍點心

　5%OFF　※他サービスとの併用不可

■西新初喜

　ご注文いただいた方、ソフトドリンク 1 杯無料

■デンバープレミアム

　5%OFF

【1F】

■千鳥屋

　1,080 円 ( 税込 ) 以上のご購入で 5%OFF

■HEART BREAD ANTIQUE

　5%OFF

フード

※2Fインフォメーションにて「エンタメ割り」ご優待カード と

お引替えいただき、対象店舗にてご提示ください。


