15F

回転展望レストラン

東京交通会館ビル

銀座スカイラウンジ
お料理・お飲み物のサービス料 10%OFF
お菓子販売 10%OFF
※他プラン・特典等併用不可

11F

音楽スクール

就業者サービス

【有効期間】2020.8.1 ～ 2021.3.31

ヤマノミュージックサロン有楽町
無料体験レッスンで 粗品プレゼント

3F

オールラウンドカフェ

新築マンションの講座・相談サービス

ショールーム

喫茶 ジュン

スーモカウンター 有楽町店

DAMA お客様サロン

講座または個別相談会ご参加の方に

自店スタンプカードに

スーモのボールペンプレゼント

＋1スタンプをプレゼント

ジュエリーリフォーム

バッグ・トラベルグッズ・証明写真

スープ・食品販売、軽飲食

占い

アールジェイジュエリーサービス

トコー

PIETRO A DAY

マリフォーチュン

5,000 円以上のお買物で 10%OFF

証明写真 500円OFF
店内商品 10%OFF
※書籍、修理、SALE 品は除きます。他のサービスとは併用できません。

スープのテイクアウト 20%OFF

11：00 ～16：00限定、20分 3,300円以上の
占いを受けた場合、10分追加無料サービス
※他のサービスとの併用不可

認定補聴器専門店

毛皮

食器・テーブルウェア

海外旅行保険センター

ブルーム有楽町店

エンバ

ル・ノーブル有楽町店

TIP JAPAN

補聴器購入時、電池1年分サービス

補聴器試聴貸出無料

■エンバ顧客様と同等なお買い上げサービス
■毛皮製品のアフターケア / クリーニング等
全般 10%OFF

ブランド洋食器の直輸入販売品含めた
店頭価格から さらに5%OFF
※一部除外品あり

証明写真

メガネ、コンタクトレンズ

毎日企画サービス

ベストメガネコンタクト

パスポート用・履歴書用・各種証明書用の写真

500円OFF

眼鏡・コンタクトレンズ一式お買上で店頭価格より
25%OFF ※他割引クーポンとの併用不可

フラワーショップ

北海道物産店

婦人服

タオル製品

野沢園

北海道どさんこプラザ

VIA NOBU SELECTION

タオル美術館

前日までのご予約で、生花、アレンジメント、花束

１回 2,000円以上のお買い上げで

10％増量サービス

ソフトクリーム無料券をプレゼント

自社ポイント2倍サービス

※ご注文時にカードのご提示をお願いします。

※レシート合算不可

全商品 10%OFF
※一部除外品あり

徳島県・香川県物産店

秋田県物産店

ブラウス・洋品

薬局

徳島・香川トモニ市場

秋田ふるさと館

はまや

そうごう薬局 有楽町店

1,000円以上お買い上げで

全商品 10%OFF
※一部商品（本）を除く、他のカードとの併用は
できません。

全商品 10%OFF

PB のど飴 10%OFF
プロポリスのど飴 498 円→ 448円（税込）
ブルーベリーのど飴 288 円→ 259円（税込）

パスタとピザの店

婦人服

靴修理・合鍵

紳士靴

マイアミガーデン

銀座ナカダ 伊太利屋

ハロースミス

北斗

5,000円以上のお買い上げ で

500円サービス

物販以外の修理代金・合鍵製作を
全て 20％OFF

定価の 23%OFF
※現金のみ、小物は除く

兵庫県物産店

中華食堂

大分県物産店・化粧品

とんかつ

兵庫わくわく館

遊楽

おおいた温泉座

あけぼの

ひとくちチャーハンサービス

温泉化粧品 20%OFF
かぼすソフトクリーム 100円OFF
物産品 10%OFF

お食事・おつまみをご注文のお客様に
17時～閉店まで、ビール中瓶 150円OFF
※お一人様 1 本限り

伊勢茶

衣料リフォーム

梅干し専門店

和洋酒

中森製茶

アン・コトン

梅干専門店

伊勢棒茶（リーフ）
1,080円 → 900円（税込）

10％OFF

5,400円（税込）
以上の商品 全国送料無料

限定ペ ット飲料 10円OFF

雑穀おにぎり専門店

寿司

リラクゼーションスペース

九州物産店

maimai

照鮨

ラフィネ／ NEW ラフィネ

ザ・博多

600円以上のご注文で お味噌汁サービス

ランチタイム（11：30 ～13：30）
全品 100円OFF

通常メニュー 10％OFF

あまおうソフトクリーム 50円OFF

オリジナルバッグ・修理・雑貨

鍼灸接骨院

時計・宝石

日本酒バー

キャロル

アム鍼灸マッサージ院

ニイデ時計店

后バー有楽

店頭商品 10％OFF

15分毎に 100円OFF

時計、宝石、貴金属
店頭価格から 20％OFF

お会計総額 の 10％OFF

唄える居酒屋

博多うどん

北海道美瑛町物産店・軽飲食

本日開店

博多うどん よかよか

丘のまち美瑛・丘のまち CAFE

お会計総額から 5％OFF

16：30 ～18：30 ハッピーアワーご利用で
おすすめ の日本酒 1杯サービス

イートインでお食事メニューをご注文いただいた方
に、丘のまち美瑛の ポストカードプレゼント

国産の杖専門店

箸専門店

和菓子（どらやき）

ステッキ工房シナノ

銀座夏野

千秋庵総本家

杖のみ 5％OFF

送料を除く総額の 10％OFF
※他の割引サービスとの併用は不可

10％OFF

長崎五島列島名産料理

物産館・観光案内

スマートフォン修理

長崎五島列島 和食処 五島

有楽町ひらど商館

iPhone修理救急便

おすすめ一品サービス（ディナータイムのみ）

全品 10％OFF

10％OFF（OPEN予定日：8 月3日）

■ランチタイム（11：30 ～15：00）
中、大盛通常 100円プラスのところ 無料
■ランチタイム終了後（15：00 ～）お食事を
注文されたお客様にドリンクサービス

２F

1F

粗品プレゼント

保険をご契約いただいたお客様に

粗品プレゼント

※一部除外品あり

洋菓子

函館洋菓子スナッフルス
定価より 5％OFF
※一部除外品あり（イベント商品等）

B1F

ドリンク1杯サービス

2,000円以上のお買い物で

粗品プレゼント

B4F

喜世司電気商会
現金でお買い上げの方 5％OFF
電球・蛍光灯・乾電池等

うめ八

酒のサンオウ

東京

交通

労
ル就
会館ビ

ビス
者サー

東京交通会館名店会
［紛失、盗難、その他お問合せ先］ 〈業務委託会社〉株式会社 佐野（担当 : 遠藤）
担当者不在時は折り返しのご連絡となります。
（受付時間10：00 ～17：00） TEL: 03-3313-8235 ／ E-mail : endo@sano-inc.co.jp

