マリノアシティ福岡

ナルシティ博多

リバーウォーク

クーポンを
チェック︕

★下記のショップで f-JOY アプリ会員限定のサービスを実施しています
クーポン有効期間︓2021/6/30（水）まで

ご提示で、アプリクーポンと同じご優待を受けられます。

アウトレットⅠ棟 1F

〈フレグランス〉

アウトレットⅠ棟 １F

パフュ—ムハウス ピオニア

５％OFF!!
アウトレットⅠ棟 1F

一部対象ブランドのみ、
PALCLOSETアプリのショップフォローで

お買い上げ時、レジにて

１０％OFF!!

５％OFF!!

PRICE OFF

〈メンズ〉

※他サービスのとの併用不可

アウトレットⅠ棟 1F

アウトレットⅠ棟１F

PRICE OFF

５％OFF!!

ABC-MART携帯アプリポイント
100ポイントプレゼント!!

ドリンク1杯サービス!!

※一部商品対象外 ※他サービスとの併用不可
※1会計につき1回まで。会計後の訂正は不可。

PRICE OFF

PRICE OFF

※特別価格商品は対象外

※テイクアウト不可

ぎゅうまる

ハンバーグ40gUP

裾上げ無料！
PRICE OFF

※他サービスとの併用不可

Restaurant

〈ハンバーグ＆ステーキ レストラン〉

パンツご購入で

５％OFF!!
Point UP

５％ＯＦＦ!!
PRICE OFF

Levi's OUTLET

33,000円以上お買上げで

通常の2倍!!
※他サービスのとの併用不可

※一部商品対象外あり
※他サービスとの併用不可

TEMPUR

ABCポイントが

店内での飲食

アウトレットⅢ棟２F 〈 メンズ ・ レディス ・ バッグ ・ 雑貨 〉

アウトレットⅡ棟２F 〈 寝具 〉

ABC-Cosme Store
1,000円以上の購入で

ご飯ととろろ とろ麦

１０％OFF
PRICE OFF

Restaurant

マリナサイド北棟１Ｆ 〈和食〉

Hurley OUTLET STORE

全品さらに

５％OFF!!

※他サービスとの併用不可
※クーポン1枚につき３名様まで

Point UP

アウトレットⅢ棟２F 〈 メンズ レディス キッズ 〉

LAUNDRY'S

アウトレットⅡ棟１F 〈 コスメ , 雑貨 〉

PRICE OFF

PRICE OFF

アウトレットⅡ棟２F 〈メンズ ・ レディス ・ キッズ〉

※企画品・特価品・Ｂ品等の一部商品は除く
※他サービスのとの併用不可

ACE BAGS & LUGGAGE

※一部除外品有
※他サービスのとの併用不可

※一部商品は対象外

Restaurant

大戸屋

５％OFF!!

５％OFF!!

１０％OFF!!

マリナサイド北棟１Ｆ 〈定食〉

LEATHER SHOES OUTLET/NUOVO OUTLET

店内のお食事のご注文で

１０％OFF!!

お買い上げ商品

※他サービスとの併用不可

シューズご購入時、レジにて

アウトレット価格よりさらに

〈バッグ＆ラゲージ〉

１０％ＯＦＦ!!
Point UP

11,000円以上お買い上げで、レジにて

お買い上げ商品

アウトレットⅠ棟１F

ABC-MART携帯アプリポイント
100ポイントプレゼント!!
アウトレットⅢ棟２F 〈 メンズ レディス シューズ 〉

SEIKO OUTLET

サムソナイト

PRICE OFF

喜水丼

25,000円以上お買上げのお客さまに限り、
アウトレット価格よりレジにてさらに

JUN

※一部商品除く
※他サービスのとの併用不可

どんぶり居酒屋 喜水丸

シューズご購入時、レジにて

アウトレットⅡ棟２F 〈 レディス 〉

アウトレットⅡ棟１F 〈 ラゲージ ・ バッグ〉

〈メンズ ・ レディス〉

マリナサイド北棟１Ｆ 〈どんぶり居酒屋〉

ABC-MART SPORTS OUTLET

PRICE OFF

PEARLY GATES

11,000円 以上お買い上げで
レジにてアウトレット価格より

※他サービスとの併用不可

PRICE OFF

〈ゴルフ ・ メンズ ・ レディス〉

MEN'S BIGI FACTORY OUTLETS

５％OFF!!

アウトレットⅢ棟２F 〈 シューズ ・ スポーツウェア ・ アクセサリー 〉

INTERPLANET two

PAL GROUP OUTLET

アウトレット価格より、レジにてさらに

※現金決済の場合のみ

アウトレットⅡ棟２F 〈 レディス 〉

〈メンズ ・ レディス ・ 雑貨〉

無料!!

Point UP

※140g → 180g ※他サービスとの併用不可
※店内飲食に限ります。ご注文時にご提示ください。

Restaurant

マリナサイド北棟１Ｆ

アウトレットⅠ棟１F 〈メンズ シューズ〉

アウトレットⅡ棟１F 〈 メンズ ・ レディス ・ バッグ ・ スポーツ 〉

ランバン コレクション / キャサリン ハムネット
ロンドン シューズコレクション

TaylorMade

15,000円以上のお買い上げでレジにてさらに

15,000円以上お買い上げで

５％OFF!!

１０％OFF!!

※他サービスのとの併用不可

※他サービスのとの併用不可

アウトレットⅠ棟 ２F

PRICE OFF

10％OFF!!
アウトレットⅠ棟 ２F

ABAHOUSE

5,500円以上お買上げで

11,000円以上お買上げで

１０％OFF!!

１０％OFF

PRICE OFF

※他サービスのとの併用不可
※一部商品対象外

ABC-MART携帯アプリポイント
100ポイントプレゼント!!

bussola

※他サービスとの併用不可
※一部対象外あり

GJ OUTLET

ete
11,000円以上お買い上げで、レジにて

５％OFF!!
※他サービスとの併用不可

PRICE OFF

１０％OFF!!
※他サービスとの併用不可

アウトレットⅠ棟 １F

PRICE OFF

7,000円以上お買上で

アウトレットプライスより

１０％OFF!!

５％OFF
PRICE OFF

※一部サービス対象外あり

PRICE OFF

※他サービスとの併用不可

Point UP

※一部対象外商品あり

ご飲食

１０％ＯＦＦ!!
PRICE OFF

※予告なく変更または終了する場合がございます。予めご了承ください。
。
※セール期間中は対象外となる場合がございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※記載の金額は、特段の表記がない限り全て税込価格表示です。

トッピングから揚げ1つ無料!!
※他サービスとの併用不可

Point UP

店内のお食事のお客様限定

１０％OFF
※セールアイテムもさらに10%OFF
※他サービスとの併用不可

カレー1杯ご注文で

神戸元町ドリア

BANANA REPUBLIC FACTORYの
メール登録でお買い上げ商品

ドリンク1杯無料!!
PRICE OFF

※他サービスとの併用不可

Restaurant

100 時間カレー

マリナサイド北棟２Ｆ 〈洋食〉

BANANA REPUBLIC FACTORY

※他サービスとの併用不可

マリナサイド南棟１Ｆ 〈カレー〉

５０枚プレゼント!!
PRICE OFF

Restaurant

全国ご当地 グルメ屋台

メダル1,000円以上ご利用で

※お一人様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

無料!!

マリナサイド南棟１Ｆ 〈ご当地グルメ〉

タイトーステーション

アウトレットⅢ棟１F 〈 メンズ & ウィメンズ 〉

Restaurant

卵トッピング

マリナサイド南棟２Ｆ 〈アミューズメント〉

CITIZEN

１０％OFF!!

１０％OFF!!

PRICE OFF

アウトレットⅢ棟１F 〈 腕時計 〉

Fissler

店内飲食に限り、 １会計

ご提示で

※他サービスとの併用不可

Restaurant

丸亀製麺

ＧＪ

※他サービスとの併用不可
※一部商品対象外

※他サービスとの併用不可

マリナサイド南棟１Ｆ 〈うどん〉

マリナサイド北棟２Ｆ 〈メンズバッグ＆アクセサリー〉

５％ＯＦＦ!!

倉式珈琲店

COLE HAAN

※詳しくは店舗スタッフへお尋ねください

１０％OFF

アウトレットⅡ棟１Ｆ 〈喫茶 ・ カフェ〉

〈靴 ・ 革製品〉

PRICE OFF

５倍!!

※他サービスのとの併用不可
※50%OFF以上のセール商品は対象外

PRICE OFF

粗品プレゼント!!

5,500円以上お買い上げで

Point UP

ドリンクバー無料!!

3,000円以上お買い上げで、

11,000円以上お買い上げで、レジにて

※他サービスとの併用不可

お食事注文で

St.Cousair Factory Outlet

自店カードポイント

NICE CLAUP OUTLET
5,500円以上お買い上げで

※他サービスとの併用不可
※一部商品は対象外

Restaurant

ポムの樹

マリナサイド北棟２Ｆ 〈グロッサリー〉

by THE KISS OUTLET

アウトレットⅡ棟２F 〈 調理器具 ・ 台所小物 〉

〈レディス〉

PRICE OFF

※他サービスとの併用不可

※他サービスとの併用不可
※クーポン1枚につき3個まで

マリナサイド北棟２Ｆ 〈創作オムライス〉

５％ＯＦＦ!!

アウトレットⅢ棟１F 〈 アクセサリー 〉

アウトレットⅡ棟２F 〈 メンズバッグ＆アクセサリー 〉

〈ジュエリー ・ アクセサリー ・ 時計〉

PRICE OFF

店内商品

５％OFF
PRICE OFF

３３０円!!

倭物やカヤ

お買い上げ商品がレジにて

１０％OFF!!

※他サービスとの併用不可

マリナサイド北棟２Ｆ 〈和雑貨〉

Adam et Rope'

5,500円以上お買い上げで、アウトレット価格より

Point UP

PRICE OFF

アウトレットⅢ棟１F 〈 メンズ ・ レディス 〉

アウトレットⅡ棟２F 〈 レディスシューズ 〉

〈シューズ〉

シューズご購入時、レジにて

アウトレットⅠ棟 ２F

PRICE OFF

※他サービスとの併用不可

バナナチョコクレープ

５００円ＯＦＦ!!

アウトレットⅢ棟２F 〈 メンズ ・ レディス ・ バッグ ・ 雑貨 〉

ABC-MART OUTLET

アウトレットⅠ棟 ２F

PRICE OFF

ディッパーダン

5,500円以上お買い上げで

５％ＯＦＦ!!
※SALEイベントとの併用不可

マリナサイド北棟２Ｆ 〈クレープ〉

ikka

5,500円以上お買い上げにて

ParAvion

アシックスファクトリーアウトレット
11,000円以上お買上げの
お客さまに限り、レジにてさらに

マリナサイド北棟２Ｆ 〈レディス ・ メンズ ・ キッズ〉

ＮＩＣＯＬＥ

アウトレットⅡ棟２F 〈 レディス 〉

〈メンズ ・ レディース ・ キッズ〉

※他のサービスとの併用不可

アウトレットⅢ棟１F 〈 メンズ ・ レディス 〉

Restaurant

Restaurant

