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錦糸町
Kinshicho

江戸の夏は、浴衣だよ！江戸の夏は、浴衣だよ！
浴衣を着て、このチラシを持って裏面のお店に
ご来店いただくと、お得な割引特典があります。
浴衣を着て、このチラシを持って裏面のお店に
ご来店いただくと、お得な割引特典があります。

期 間 平成26年7月1日（火）～7月31日（木）平成26年7月1日（火）～7月31日（木）
裏面の割引特典を
CHECK!

7月 19日（土）　フウガドールすみだ　VS　バサジィ大分　墨田区総合体育館
7月 19日（土）　錦糸町　【はしご酒】　イベント　第２回
7月 26日（土）　フウガドールすみだ　VS　ペスカドーラ町田　墨田区総合体育館
7月 26日（土）　第37回隅田川花火大会
7月 26日（土）、27日（日）　すみだサマーフェステイバル　開催場所：都立東白鬚公園（堤通２－２－１）
7月 27日（日）～3日（日）　大輪朝顔展　開催場所：向島百花園（東向島３－18－３）
8月 16日（土）～17日（日）　第５回すみだストリートジャズフェスティバル
8月 16日（土）～17日（日）　アルカキット夏のステージ
8月 21日（木）～25日（月）　亀戸天神社例大祭（24日宮入り）
8月 27日（水）、28日（木）　第33回すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り
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●お問合せ●
錦糸町を元気にする会 事務局
Mail: kgk.jimukyoku@gmail.com
TEL: 090



発行：錦糸町を元気にする会

錦糸町わくわく通信　号外　ゆかた割引サービス一覧　期間　平成26年７月１日（火）〜７月31日（木）
■楽天地ビル

フロア 店舗名 サービス内容 同伴者の対応

本館

地下１階
HAND 治療を受けた方、10分マッサージ無料券プレゼント（次回利用） ご同伴者全員分
タイトーステーション プリクラ100円引　※１回につき100円引まで　※７/26（土）はサービス対象外 ご同伴者全員分

１階

ファーストキッチン お会計より10％ OFF　※他のサービス券との併用不可 ご同伴者全員分
ブランド楽市 店頭商品10％ OFF（一部商品除く）/10,000円以上の買取の方、買取金額1,000円 UP ご本人のみ
小田急トラベル 当社募集型企画旅行　国内　５％ OFF　海外　３％ OFF ご同伴者全員分
パレットプラザ デジカメプリント20枚以上ご注文で２Ｌサイズプリント半額券プレゼント（次回利用） ご本人のみ

３階
くいもの屋わん お会計より15％ OFF（上限3,000円） ご同伴者全員分
スカイレビュー 浴衣着付けコース（ヘアセット + 着付け￥6,480）ご利用の方、和小物プレゼント ご本人のみ

４、６階 楽天地シネマズ 一般・大学生200円引　高校生以下100円引　※他の割引サービスとの併用不可 ご同伴者（最大１名）分
５階 エステサロンさくら 美白ハンドパックサービス（要予約） ご本人のみ
７階 龍園 ソフトドリンク or 生ビール１杯サービス ご同伴者全員分
９階 楽天地スパ ソフトドリンク１杯サービス ご本人のみ

別館

１階 トラットリア トムトム 17時以降にお食事の方、自家製サングリア１杯サービス ご同伴者（最大４名）分

２階

とんかつ和幸 ソフトドリンク or グラス生ビール１杯サービス ご同伴者全員分
まこと寿司 お好きな手巻き１本サービス ご本人のみ
日本料理さしみや 17時以降にお食事の方、グラス生ビール１杯サービス ご本人のみ
飛騨の高山らーめん 17時以降にお食事の方、グラス生ビール / ソフトドリンク / トッピング / アイスクリームいずれか１つサービス ご同伴者全員分
実演手打うどん 杵屋 お会計より10％ OFF ご同伴者全員分

３階 土風炉 ドリンク１杯サービス ご本人のみ

リヴィン館 １階
日ノ丸薬局 栄養機能食品（プロバイオティクス）３日分プレゼント ご本人のみ
ラ・ピエール 煙管15％ OFF ご同伴者全員分

■オリナス
フロア 店舗名 サービス内容 同伴者の対応

モール

地下１階 アドアーズ（ゲーム） クレーンゲームプラス１回サービス ご本人のみ

１階
cactus.．cepo.（レディスファッション） 全品10％ OFF ご本人のみ
QB ハウス（ヘアカット） 先着100名様にノベルティプレゼント ご本人のみ

２階
ミルフローラ（ジュエリー） 10%OFF（一部除外品あり） ご本人のみ
パスポート（バラエティ雑貨） ノベルティプレゼント ご本人のみ
トムチルドレン（リサイクルファッション） 10%OFF ご本人のみ

３階

MOMI ＆ TOY’S（フードコート） クレープのトッピング50円引き ご本人のみ
丸亀製麺（フードコート） うどんご注文の方、大根おろしサービス ご本人のみ
ペッパーランチ（フードコート） メイン料理ご注文でドリンク１杯サービス ご本人のみ
URBAN SELECTION by style eyes（アイウェア）粗品プレゼント（レンズ拭き付きソフトケース） ご本人のみ
クレアーズ（バラエティ雑貨） Ｗスタンプ（メンバーズカードポイント２倍） ご本人のみ

４階
ゑべっさん（和食） お会計より10％ OFF ご同伴者全員分
ホロン（洋食） オリジナルプリンプレゼント ご同伴者全員分

コア 地下１階
（オリチカ）

ジュピターコーヒー（コーヒー・輸入食品） 輸入菓子サンプルプレゼント ご本人のみ
マジックミシン（洋服お直し） 洋服お直し10％ OFF ご同伴者全員分
カレーの王様（フードコート） トッピングどれでも１品サービスまたはジュース（オレンジ・アップル）１杯サービス ご本人のみ
鎌倉新荘園（フードコート） ソフトドリンク１杯サービス ご本人のみ
ピザエイト（持ち帰りピザ） ピザ全品20%OFF ご同伴者全員分
プリン本舗（プリン） 1,500円（税込）以上お買上げで10％ OFF ご本人のみ
ワッフルハウス　カリヨン（ワッフル） プレーンワッフル３種セット900円（税込）でご提供（静岡茶・チョコチップ・プレーン） ご同伴者全員分
ハイカラ堂（たいやき） ２枚以上お買上げで１枚につき10円引き ご本人のみ
浅草　縁（からあげ） からあげ１個サービス ご本人のみ
マルオオ製茶　オオイシ（お茶） お茶全品20％ OFF ご本人のみ
浅草ラスク（ラスク） 全品10％ OFF ご本人のみ

モール ４階催事 東明館（占い） すべての鑑定半額　手相1,000円→500円　開運2,000円→1,000円　じっくり開運3,000円→1,500円 ご本人のみ

■丸井錦糸町店　※お食事をご注文の方
フロア 店舗名 サービス内容 同伴者の対応

７Ｆ パステル（パスタ＆デザート） お会計より10％ OFF ご同伴者全員分
７Ｆ 麻布茶房（甘味・食事） お会計より10％ OFF ご同伴者全員分
７Ｆ オーブン亭（洋食や） お会計より10％ OFF ご同伴者全員分
７Ｆ 謝明殿（中国料理・中国茶） 中国茶ワンパックをプレゼント ご同伴者全員分
７Ｆ 銀ゆば（湯葉と豆冨の創作料理） 竹筒豆乳デザートをプレゼント ご同伴者全員分
７Ｆ ラケル（オムレツ料理） バニラアイスプレゼント ご同伴者全員分
７Ｆ ナポリの下町食堂（パスタ＆ピザ） ミニデザート１品プレゼント ご同伴者全員分
７Ｆ 華味鳥（鳥割烹） ソフトドリンクサービス又は一口ビールをプレゼント ご同伴者全員分
７Ｆ 妻家房（韓国家庭料理） ソフトドリンクをサービス ご同伴者全員分
７Ｆ すし常（江戸前寿し） ソフトドリンクをサービス ご同伴者全員分
７Ｆ スィーツパラダイス（デザートバイキング） 100円キャッシュバック ご同伴者全員分
３Ｆ カフェ・ド・クリエ バニラアイスをプレゼント ご本人のみ
１Ｆ スターバックスコーヒー スターバックス VIA コーヒーエッセンスを１本プレゼント ご本人のみ
７Ｆ ラ・ネイル ネイル施術10％割引（キャンペーンを除く） ご本人のみ

■錦糸町料飲組合
店舗名 住所 サービス内容 同伴者の対応

鉄板焼き　ろじ 錦糸２-13-１　堀越ビルＢ１ 会計から５％ OFF　※クレジットカード使用不可、他クーポン併用不可 ご同伴者全員
もんじゃ　まろん 錦糸２-11-６ グラスビール　or　ウーロン茶サービス ご本人のみ
バー　ノー　コンセプト 錦糸３-３-６　大林ビル１Ｆ タンカレーで作るジントニックサービス（２杯目） ご本人のみ
イタリアン　イルチェルカトーレ 錦糸３-３-７ グラスワイン　or　ソフトドリンクサービス（コース料理ご注文の方） ご同伴者全員
焼肉　寿恵比呂 錦糸３-３-10 ソフトクリーム　or　杏仁豆腐サービス ご本人のみ
ちゃんこ　琴ヶ梅 錦糸３-４-４ おすすめの一品サービス ご同伴者全員
喫茶　好味道 錦糸３-５-11　森川ビル１Ｆ 台湾『手抓餅』を食べてくださった方に当店特製ウーロン茶１杯サービス ご同伴者全員
焼鳥　鳥善 錦糸３-14-６ おつまみ１品サービス ご同伴者全員
レストラン　シラツユ 錦糸４-１-７ お食事のお客様に限りシャーベットサービス（最大４名様まで） ご同伴者全員
居酒屋　鳥けい 錦糸４-１-９ PM５：00～PM９：00　ウェルカムドリンクお一人１杯無料 ご同伴者全員
和食　寿ぶき 錦糸４-14-２ 生ビール（小）をサービス ご本人のみ

■テルミナ
　　配布物：テルミナオリジナル団扇（先着500枚）　配布期間：７月19日（土）～７月31日（木）　配布場所：テルミナ１Ｆ　インフォメーション　配布時間：10：00～18：00
　　特　典　テルミナお食事割引券を同時配布（500円（税込）以上、お食事していただいたお客様がご利用いただける200円割引券）
　　　　　　ご利用店舗　 テルミナ１Ｆ神戸屋キッチン、モーツアルト、テルミナ５Ｆ全店（JTB 除く）　テルミナ２ダイナー全店（フロプロステージュ、金花、成城石井を除く）  

テルミナ２ラガールナナズグリーンティー
■すみだトリフォニーホール：大ホールで行われる公演に浴衣で来場の方にオリジナルグッズをプレゼント（チケットセンターにて　数量限定）
　　イベント情報　 ８月16日（土）音楽の魅力発見プロジェクト第１回≪夏だ！祭りだ！オーケストラだ！≫
　　　　　　　　　８月16日（土）、23日（土）、24日（日）、30日（土）すみだ区民音楽祭2014
■よみうりカルチャー錦糸町：入会金5,400円を無料に（会員証代のみ216円いただきます）
■そばの里　みつまさ　江東橋４-20-４：浴衣でご来店の方にお食事をご注文の際ににもれなくグラス生ビールをサービス
■東武ホテルレバント東京：スカイツリー® ビューレストラン＆バー【簾（れん）】とスーパーダイニング【ヴェルデュール】　料理・飲物代10％ OFF
　※適用除外日７/26（土）・27日（日）　※ご同伴者全員適用（一組10名様まで）　※他の割引との併用不可


