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発行：錦糸町を元気にする会

ゆかた割引サービス一覧　期間　平成27年７月25日（土）〜８月31日（月）
■丸井錦糸町店　店舗名 サービス内容

①

キンビア 本  牛タンつくね串プレゼント
京都　銀ゆば 同全  竹筒豆乳デザートプレゼント
寿し常 同全  ソフトドリンクサービス
謝朋殿 同全  中国茶ワンパックプレゼント
妻家房 同全  ソフトドリンクサービス
SWEETS�PARADISE　（スイーツパラダイス） 同全  オリジナルグッズプレゼント
ナポリの下町食堂 同全  ミニデザートプレゼント
RAKERU 同全  アイスクリームプレゼント
Pastel 同全  お会計より10％割引
麻布茶房 同全  お会計より10％割引
CAFE�de�CRIE�PLUS　（カフェ・ド・クリエ・プラス）本  ドリンクのトッピング無料
STARBUCKS 本  一口サイズのサンプルケーキプレゼント

■楽天地ビル　店舗名 サービス内容

②

タイトーステーション 同全  プリクラ100円引き（１回につき100円引きまで）
HAND 同全  治療を受けた方、次回来店時に利用できる10分マッサージ無料券（1,100円分）プレゼント
ファーストキッチン 同全  お会計より10％OFF　※他のサービスとの併用不可

小田急トラベル 同全  小田急トラベルが主催する商品　国内旅行　５％OFF、海外旅行　３％OFF
※割引後はクレジットカードのご利用はできません

パレットプラザ 本  デジプリ20枚以上ご注文で10枚半額　※同サイズに限ります
ブランド楽市 本  10,000円以上の買取で1,000円アップ　店頭商品お買上金額から８％OFF
くいもの屋わん 同全  お会計より15％OFF（上限3,000円）

プラスアイ 本  １番人気のセーブルエクステ（上限120本）初回価格5,980円　
※浴衣着用の場合は着付けとヘアセットのお直しがご自身で可能な方に限ります

龍園 同全  お食事の方、ソフトドリンク or 生ビール１杯サービス
楽天地スパ 本  スパご利用の方、ソフトドリンク or 生ビール１杯サービス　※お１人様１回のご利用で１枚使用可
スカイレビュー 本  浴衣美人コースご利用の方、和小物プレゼント
サブウェイ 本  通常価格290円のフロート各種を250円でご提供
トムトム 本４  17時以降にお食事の方、スパークリングワイン１杯サービス　※他のサービスとの併用不可
杵屋 同全  お会計より10％OFF
高山らーめん 同全  お好きなソフトドリンク or アルコール１杯サービス
とんかつ和幸 同全  お食事の方、ソフトドリンク or グラス生ビール１杯サービス
まこと寿司 本  お食事の方、お好きな手巻き１本サービス
メガロス 本  水素水500ml プレゼント　※容器はご持参ください

■テルミナ　施設 店舗名 サービス内容
③ テルミナ３ 四季の蔵 同全  お会計より10％OFF　※他券併用不可、ランチ及び金曜ディナータイム不可

④ テルミナ

モーツァルト 本  ドリンク＆ケーキ付セットご注文の方ドリンクお代り一杯サービス　※他券併用不可
おぼん deごはん 本  ドリンク一杯サービス　※他券併用不可
なんくるないさー 同全  お会計より10％OFF　※他券併用不可
焼肉　トラジ 同全  ファーストドリンクサービス　※他券併用不可、15：00以降
築地玉寿司 本  ソフトドリンク or 生ビール（小）一杯サービス　※他券併用不可
天ぷら船橋屋 本  お食事の方、ウーロン茶 or 生ビール（グラス）一杯サービス　※他券併用不可

洋麺屋五右衛門 本 �ハーフ＆ハーフＡご注文の方にセットサラダサービス　※他券併用不可、15：00以降土日祝
オープン～17時除く

サロン卵と私 本  夏のおすすめ商品のドリンクセットご注文の方お代りコーヒーサービス
※他券併用不可、15：00以降土日祝オープン～17時除く

⑤ テルミナ２・テルミナダ
イナー

麺工房　越後 本  季節の野菜天（80円）サービス　※他券併用不可
ロッテリア 同全  お会計より10％OFF　※他券併用不可
中華そば　青葉 本  味付き玉子１つ or 大盛り無料　※他券併用不可
サパナ 同全  飲食される方、キンキン生ビール or�ソフトドリンク一杯プレゼント　※他券併用不可

■東武ホテルレバント東京　店舗名 サービス内容

⑥ スカイツリー®ビューレストラン＆バー「簾（れん）」同全（１組10名様まで）料理・飲物代10％OFF　※他の割引と併用不可　適用除外日７/25（土）・26（日）
スーパーダイニング「ヴェルデュール」 同全（１組10名様まで）料理・飲物代10％OFF　※他の割引と併用不可　適用除外日７/25（土）・26（日）

■錦糸町料飲組合　店舗名 住所 サービス内容
⑦ 鳥けい 墨田区錦糸４－１－９ 同全  ウェルカムドリンク一杯サービス　※他券併用不可、入店時提示
⑧ 寿ぶき 墨田区錦糸４－14－２ 本４  お会計より８％OFF　※他券併用不可、入店時提示
⑨ Bar�NO�CONCEPT（ノーコンセプト）墨田区錦糸３－３－６ 本２  お会計より10％OFF　※他券併用不可、入店時提示
⑩ 寿恵比呂 墨田区錦糸３－３－10 本  デザートサービス　※他券併用不可、入店時提示、ランチ不可、カード不可
⑪ 好味道 墨田区錦糸３－５－11 本  ウーロン茶�or�ウーロンハイ一杯サービス　※他券併用不可、入店時提示
⑫ Bar�Slainge（スランジ） 墨田区錦糸３－８－５ 本２  生ビール一杯サービス　※他券併用不可、入店時提示

⑬ osteria�IL�CERCATORE
（イル・チェルカトーレ） 墨田区錦糸３－７－７ 本２  お会計より10％OFF　※他券併用不可、入店時提示、ランチ不可、カード不可

⑭ 鳥善 墨田区錦糸３－14－６ 本２  オススメ料理一品サービス　※他券併用不可、入店時提示
⑮ ろじ 墨田区錦糸２－13－１ 同全  お会計より10％OFF　※他券併用不可、入店時提示、カード不可

本  本人のみ　　同全  同伴者全員　　本２  本人含む２人まで　　本４  本人含む４人まで
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〈料金案内〉
一般　￥1,800　  大学生　¥1,500  　高・中・小　 ¥1,000
毎月 1 日はファーストデイ　¥1,100　    　３Ｄ鑑賞料金一律   ＋¥400

楽天地シネマズ錦糸町楽天地シネマズ錦糸町 03-3631-7020TEL

オススメ 映画情報オススメ 映画情報

03-3631-3124TEL

7 月１１日（土）全国ロードショー !

(C) 2015 Paramount Pictures.All Rights Reserved.

7 月１１日（土）全国ロードショー !

(C)2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

8 月 8日（土）全国ロードショー !

(C)2015「日本のいちばん長い日」製作委員会

7 月１8日（土）全国ロードショー !

（C）2015 フジテレビジョン ジェイ・ドリーム 東宝 FNS27 社

のの夏夏
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夏だ！暑いぞ！でかけるぞ！
 ７･８月の錦糸町イベントスケジュール
７月４日（土） ７月18日（土）・19日（日） ７月18日（土）

フウガドールすみだホームゲーム すみだ夏のまちあるきイベント 「ピスタチオ」お笑いライブ

午後２時キックオフ

墨田区総合体育館

バルドラール浦安と対戦  
（大人自由席・当日2000円）

【問い合わせ】フウガドールすみだ事務所  
℡03-5669-0614

午前10時～午後５時

アルカキット錦糸町前広場・ソラマチひろ
ば、両国駅広小路ほか

会場ごとにイベントを開催、スタンプラリー

【問い合わせ】墨田区観光課  
℡03-5608-6500

午前11時・午後２時　

オリナスモール１Ｆ　エントリーコート

出演「ピスタチオ」、観覧無料

【問い合わせ】オリナス℡03-3625-3085

７月20日（月） ７月25日（土） ７月25日（土）～８月31日（月）

ニンニンジャーショー 第38回　隅田川花火大会 ゆかたを着てうれしい特典  
ーゆかたキャンペーンー

午前11時・午後２時　

オリナスモール１Ｆ　エントリーコート

観覧無料

【問い合わせ】オリナス℡03-3625-3085

午後７時５分～８時30分

第一会場・第二会場

２つの会場で約２万発の花火を打ち上げ、荒
天時は26日に順延

【問い合わせ】実行委員会事務局  
℡03-5608-1111（墨田区役所大代表）

７月１日～８月31日

ゆかた着用のお客様で本チラシをご持参され

ると特典があります。詳細は、本チラシゆか

た割引サービス一覧をご覧下さい。

７月26日（日） ８月１日（土）・２日（日） ８月15日（土）・16日（日）
フウガドールすみだホームゲーム ジャンピングバルーン すみだストリートジャズフェスティバル
午後２時キックオフ

墨田区総合体育館

府中アスレティック FCと対戦  

（大人自由席・当日2000円）

【問い合わせ】フウガドールすみだ事務所  

℡03-5669-0614

午前11時から午後５時

オリナスモール１階エントリーコート

各日先着120人、３歳以上、体重30kg 未満

のお子様対象、１回200円（CAPITASTAR

会員は無料）

【問い合わせ】オリナス℡03-3625-3085

午前10時30分～午後８時ごろ（16日は７時
30分ごろ）

錦糸町駅および東京スカイツリー周辺の屋内
外約30ステージ（予定）

ストリートライブ、ジャズバス運行、ゲスト
ミュージシャンによるステージほか、全会場
入場無料

【問い合わせ】実行委員会事務局  
℡03-5608-2581（株式会社東京アート印
刷所内）、当日は対応不可

８月15日（土）・16日（日） ８月26日（水）・27日（木）

アルカキット夏のステージ2015 第34回  
すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り

午前11時～午後５時

アルカキット前広場およびステージ

15日はダンス、16日はウクレレ演奏を中心
にプロ・アマ10組が出演

【問い合わせ】錦糸町を元気にする会事務局  
kgk.jimukyoku@gmail.com

午後５時30分開演

竪川親水公園特設会場（首都高速７号線下）

浪曲親友協会と民謡河内音頭つかさ会が競演

【問い合わせ】ミュージックショップセキネ  

℡03-3631-8506（午前10時～午後６時） ※ イベントは予告なく変更になる場合があります。詳
細は問い合わせ先にご確認ください。

2015.7
第11号
●お問合せ●

錦糸町を元気にする会 事務局
担当：平野
kgk.jimukyoku@gmail.com




