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Fashion& Goods

６

a.v.vポイントカード

ポイント２倍サービス

【1F レディス・キッズ】

ポイント 5 倍サービス

【1F 化粧品・美容雑貨・健康食品】

【1F シューズ・スポーツアパレル】

お会計金額より

10％OFF

ノベルティプレゼント

【2F スポーツ】

当

店内商品

税込より

当

5％OFF

5％OFF

税込より

5％OFF

【2F 衣料】

セブンカードプラス・
セブンカードでのお支払いで
当 税抜より
【3F ベビー・キッズ】

5％OFF

※セール品は対象外

セブンカードプラス・セブンカード・
nanacoいずれかをご提示で
メガネ一式・フレーム・レンズ・サングラス
今ついている値札（税込）より
【3F 眼鏡・サングラス・補聴器】

5％OFF

※一部除外品あり
※その他企画・クーポンとの併用不可

ポイント２倍サービス

和装小物 9 点セット
プレゼント（1 万円相当）

【2F 呉服】

税込2,090円の形態安定シャツ3枚で
【3F メンズ・レディス】

ポイント２倍サービス

5,000 円（税込5,500円）

パーティリコポイントカード・アプリ
【3F バラエティ雑貨】

ポイント２倍サービス
アプリクーポンご提示で

さくら平安堂ポイントカード

[1F 雑貨 ／ 印鑑・和雑貨 ]

税込より

振袖ご購入のお客様に

パティズオリジナルｄポイントカード
【3F ファンシー雑貨】

当

税込より

※一部除外品あり
※その他割引との併用不可

【2F 宝石】

定価のトップス
今ついている値札(税抜)より

※一部除外品あり
※その他企画・クーポンとの併用不可

【2F ティーンズ】

【2F メガネ】

ピアス各種

20％OFF

メガネ一式お買い上げの先着10名様に

ノベルティプレゼント

5％OFF

当

※一部除外品あり
※その他割引との併用不可

【1F レディス】

税込3,000円以上お買い上げの
先着５名様に

セブンカードプラス・セブンカードを
ご提示及びnanacoでのお支払いで
当 5,000円
（税込）以上の品
【2F ジュエリー】

※シューズお買い上げ時に限る

90 円（税込100円）
店内商品

100ポイントプレゼント

WPCポイントカードご提示で
２点以上お買い上げいただいたお客様
【1F レディス】

【1F デジカメ・プリント】

ABC-MARTアプリポイント

100ポイントプレゼント
※シューズお買い上げ時に限る

ミニポケットアルバム
当 110円（税込）の品

アエナポイントカード

ABC-MARTアプリポイント

【1F キッズ＆ジュニアシューズ】

８

ポイント 10 倍サービス

【3F マタニティ＆ベビー・キッズ】

Service & Culture
【1F 鍵・靴修理】

ポイント２倍サービス
ドライクリーニング

【1F クリーニング】

10％OFF

当

食器用洗剤 1 本プレゼント

【1F 保険】

【2F 占い】

パワーストーン
または 粗品プレゼント
メダル貸し出し増量サービス

ゲルマニウム温浴

※特殊品は除く
（布団類・じゅうたん類・着物・皮革・毛皮等） 【2F 女性専用フィットネス】

無料サービス

※一家族様につき1本限り

税抜より

初めての方限定！ 10分無料

通常 2,000 円で 260 枚 → 300 枚
通常 3,000 円で 400 枚 → 500 枚
【3F アミューズメント】 通常 5,000 円で 800 枚 → 1,000 枚

育毛トリートメント

フットケアコースご利用のお客様に
漢方オイルまたは季節限定ジェル
【2F リラクゼーション】

鑑定されたお客様に

保険のご相談・お見積りをされたお客様に

ウィンリペアポイントカード

当

【2F まつげエクステ】

1,890円（税込）の品

1,000 円（税込1,100円）

※その他の割引・サービスとは併用できない場合がございます。※ 当 とは、当店通常価格の略称です。※セール期間等、サービスを停止する場合がございます。
※予告なくサービス内容を変更する場合がございます。※商品・プレゼントは、無くなり次第終了とさせていただきます。※本体価格と税込価格を併記しております。
※詳細は各店舗へお問い合わせください。

2022 年 6 月改定

６

Gourmet & Food
【1F フライドチキン】

税込 330 円

【1F アイスクリーム】

大人 1,650 円 / 小学生以下 800 円
※各税込価格(※飲み放題ドリンクは一部対象外あり)

【1F ベーカリー】

銀だこポイントカード

【2F カフェ】

ポイント３倍サービス
※その他企画との併用不可

チョコクロ1個サービス
ドリンクスタンプカード

スタンプ２倍サービス
【3F カフェ・喫茶】

海老天丼セットをご注文のお客様に

鶏塩ラーメン 当 562円（税込）の品

スタンプ２倍サービス

【1F たこやき】

1 つプレゼント

サンジェルマンポイントカード
800円(税込)以上お買い上げで

ドーナツビュッフェ60分 ドリンク飲み放題付き

【1F ドーナツ】

お土産チョコクロ・詰め合わせチョコクロを
お買い上げのお客様に

バラエティボックスレギュラーサイズ
６個入り以上お買い上げのお客様に
レギュラーシングル

大入りポテト

８

※その他企画・クーポンとの併用不可

【1F 中華】

50 円引き

プチデザート 1 個サービス

【3F そば・うどん】

※その他企画・クーポンとの併用不可

※その他の割引・サービスとは併用できない場合がございます。※ 当 とは、当店通常価格の略称です。※セール期間等、サービスを停止する場合がございます。
※予告なくサービス内容を変更する場合がございます。※商品・プレゼントは、無くなり次第終了とさせていただきます。※本体価格と税込価格を併記しております。
※詳細は各店舗へお問い合わせください。

毎月第３日曜日は

開催日

毎月第３日曜日

抽選会場

２Ｆ吹き抜け特設会場

実施時間

午前１０時〜

抽選会最終受付時間

午後６時

アリオモール専門店・イトーヨーカドーで「アリオの日」当日の
お買い上げ合計税込3,000円毎に1回、抽選会にご参加いただけます。

LINE＠お友だち限定 アリオの日抽選会 抽選プラス３回
お友だち追加後、抽選回数プラス３回クーポンプレゼント‼
※LINE でプラス 3 回された際もお一人様最高 10 回までです。
※LINE のご提示は 1 グループ様 1 回のみとさせていただきます。

その他、お得な情報、配信中！
お友だち追加＆クーポンはこちら▶

