
施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

えび・蟹・まぐろ・旬料理　甲羅 和食 お食事をご注文のお客様にソフトドリンクまたはグラスビール1杯サービス

中国料理 東天紅 中国料理 ランチドリンクのサービス、ディナー飲食代10％OFF（ディナーは15時以降の会計に限る）

My Select Point 時計 定価の商品が5%OFF（一部特別価格品・割引品は除外、他券併用不可）

Hacoa DIRECT STORE 木製デザイン雑貨 合計金額より5%OFF

珈琲舎　表参道 カフェ 飲食代5%OFF（他券併用不可）

24/7 caf'e apartment カフェ 飲食代10%OFF

La maison JOUVAUD パティスリー ポイントカードへスタンプ2コプレゼント

青柳総本家 和菓子・茶房 ひとくちういろう2個プレゼント

べべのおそうざい キッシュ専門店 キッシュ 商品代5％OFF（他券併用不可）

杉養蜂園 蜂蜜 商品代10％OFF、「はちみつソフトクリーム」50円OFF

日比谷花壇 フラワーショップ 商品代10％OFF（送料除く、他券併用不可）

CRAFT BEER KOYOEN クラフトビヤバー お食事をご注文のお客様に樽詰めスパークリングワイン１杯サービス

Cucina Italiana

PER ADESSO TOKAI
イタリア料理

ランチ飲食代5％OFF、ディナー飲食代10％OFF

（ディナーは16時以降の会計に限る、他券併用不可）

エリックサウス インド料理 お食事をご注文のお客様にマサラチャイorラッシー（S）1杯サービス

揚げバル　マ・メゾン バル 飲食代10％OFF（他券併用不可）

こなな 和パスタ＆カフェ 飲食代10%OFF

宮きしめん　駿 和食 飲食代5%OFF（他券併用不可）

一番酒場　あぶりどり　バリ鳥 焼き鳥・鶏料理 飲食代10％OFF

LONG-hu BISTRO 中華料理 お一人さま1000円（税込）以上お食事をご注文のお客様に杏仁豆腐プレゼント

Gottie's　BEEF 熟成牛ステーキ専門店 お一人さま1000円（税抜）以上お食事をご注文のお客様にアイススモアプレゼント

三喰撰酒　三重人 海鮮和食
15:00~17:00 にお食事をご注文のお客様に全てのドリンク１杯半額サービス

(お一人さま1250円（税込）以上お食事をご注文のお客様に限る)
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施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

Johnnie's Brasserie ブラッスリー
お食事の方に、グラススパークリングワインまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

わらん 和カフェダイニング
お食事の方に、「わらん富士」１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

バール・デルソーレ イタリアンバール
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

うなぎ、あゆ　弍澤千 和食
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

やさい家めい 野菜料理
お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

Rice people, Nice people!
ハーブレストラン＆

ハーブミルクカフェ

お食事の方に、当店指定のセットドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

おぼんdeごはん 定食＆カフェ
お食事の方に、当店指定のセットドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

MASTER'S DREAM HOUSE

NAGOYA
ビアホール・洋食

お食事の方に、一口ビール（小）またはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

ヴィノシティ マキシム 東京・日本橋 ビストロ＆ワインバル
お食事の方に、「こぼれスパークリングワイン®」またはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

ピッツェリア トラットリア ナプレ
オーガニックイタリアン

レストラン

お食事の方に、グラスワイン、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

銀座イタリー亭 洋食
お食事の方に、生ビールまたは当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様３名まで）

BARBARA GOOD

BEER RESTAURANT
洋食・ビアレストラン

お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

天ぷら新宿つな八 天ぷら
お食事の方に、生ビールまたはウーロン茶を１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

讃岐うどん 野らぼー うどん・瀬戸内郷土料理
お食事の方に、お食事代金１０％割引サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

厨 盛田 -DAIDOKO MORITA- 和食
お食事の方に、コーヒー１杯またはデザート１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

つけめんTETSU つけめん・ラーメン
麺類ご注文の方に、「麺大盛り」または「味玉１つ」サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

牛たん炭焼き 利久 牛たん
お食事の方に、ミニアイスを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

釜あげスパゲッティ　すぱじろう スパゲッティ
お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯またはアイスクリームを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

日本橋三代目たいめいけん 洋食
お食事の方に、ソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

なだ万茶寮 日本料理
お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

ブレッツカフェ クレープリー ガレット料理
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

モクモク 自然食ビュッフェ
お食事の方に、グラスビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

マーノ・マッジョ ピッツァ＆パスタ
お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

マハラジャ インド料理
お食事の方に、ソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様３名まで）

江南 ラーメン
お食事の方に、「半熟味付け煮玉子」を１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

JRゲートタワー

ゲートタワープラザ

レストラン街

13F

12F

13F

JRセントラルタワーズ

タワーズプラザ

レストラン街
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施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

デリツィオーゾ イタリア・

エビス トーキョー
イタリアン

お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

京たまごキッチンモレット 卵料理
お食事の方に、ソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

魚がし料理 嘉鮮 居酒屋
お食事の方に、ソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

寿司 嘉文 回転寿司
お食事の方に、ソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

東京 竹葉亭 鰻・日本料理
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

スーツァンレストラン陳 中国料理
お食事の方に、当店指定のドリンクメニューより１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

ザ キッチン サルヴァトーレ クオモ イタリアン
お食事の方に、乾杯ドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

キハチ 無国籍料理
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

ブラッスリー ポール・ボキューズ ラ・メゾン フランス料理
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

資生堂パーラー 西洋料理
お食事の方に、生ビールまたはソフトドリンクを１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様と、お連れ様）

カフェ ド シエル カフェ
お食事の方にミニコーヒーゼリーを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

セパージュ ワインラウンジ＆レストラン
お食事の方にソフトドリンク１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

きものサロン ゆかた・きもの・和雑貨
期間中、税込5,400円以上お買上の方、先着100名様に粗品プレゼント

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

糖朝 レストラン
お食事の方にソフトドリンク１杯サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

9F カフェ・ド・サリュー カフェ
お食事の方にミニあんみつを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

8F ルイス ハンバーガー＆カフェ
お食事の方にミニアイスクリームを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

7F パパスカフェ カフェ
お食事の方にアイスクリームまたはシャーベットを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

6F 文の助茶屋 京甘味
お食事の方にミニわらび餅を１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

5F カフェ メノレ カフェ
お食事の方にミニソフトクリームを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

4F タカノフルーツパーラー フルーツパーラー
お食事の方にミニグラニテを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

8F ブックス＆カフェ（三省堂書店内） カフェ
店内でご注文の方にプレーンワッフルハーフサイズを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

7F マルフク コーヒーテラス カフェ
お食事の方にアイスクリームを１つサービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

6F クリントン・ストリート・ベイキング・カンパニー カフェ､レストラン
お食事の方にお会計５％割引サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

5F タリーズコーヒー カフェ

ドリンクご注文の方に１サイズアップサービス

（グランデサイズ、トールサイズ限定商品は除く）

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

4F アライブラリー カフェ＆ブックス カフェ

セットメニューご注文の方にお会計10％割引サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　 + 当店インスタフォローで、お会計さらに１０％割引サービス

　　　　　　　　　　　　　　　　　 + ミニデザートを１つサービス

（土曜、日曜、祝日は17時以降に限る）

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

1F サラベス カフェ､レストラン
お食事の方にお会計10％割引サービス

（浴衣着用もしくは「メイエキの涼2018」うちわ持参のお客様のみ）

12F

JRセントラルタワーズ

タワーズプラザ

レストラン街

ジェイアール名古屋

タカシマヤ

51F

11F

タカシマヤ

ゲートタワーモール
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施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

15Ｆ
近畿日本ツーリスト　大名古屋ビルヂング

プレミアム旅行サロン
ライフ ご旅行のご相談でご来店頂いた方にちょっぴりプレゼントをご用意。

11F
興亜通商 muku plus

（HDC名古屋 内）
ライフ 冷た～いアイスコーヒーor麦茶を1杯サービス。

10-11Ｆ
ハウジング・デザイン・センター

（HDC名古屋）
ライフ ご来場いただいた方に、ノベルティをプレゼント。 ※なくなり次第終了

ビルナカ材木屋（HDC名古屋 内） ライフ アンケートご記入の方に「ひのきの香り袋」プレゼント。

スキャンティーク（HDC名古屋 内） ライフ お見積りいただいた方にノベルティをプレゼント。

ジャストカーテン（HDC名古屋 内） ライフ オーダーカーテンご成約の方にクッションプレゼント。

ECCプライベート　名古屋校 ライフ 無料体験をご受講の方に、ECCオリジナルファイルをプレゼント。

パソコンスクール

アビバ＆資格スクール　大栄
ライフ うちわ持参の方に限り、各種講座20％OFF ※一部対象外の講座あり

エイチ・アイ・エス ライフ ご旅行商品をご成約頂いたお客様に航空会社グッズをプレゼント。

RAPPORT 広東料理 お食事の方にビンビールまたはソフトドリンクを1杯サービス。

和食・酒亭 神田さくま 和食・日本酒 お食事された方に飲食代10％OFF。　※うちわ持参のグループ4名様まで。

浪花ろばた八角 大名古屋ビルヂング店　 炉端 氷らせ果実のチューハイ1杯無料。　※うちわ持参の本人のみ、ディナータイムのみ

宮崎料理 万作 大名古屋ビルヂング店 鶏料理 【ランチ】ソフトドリンク1杯サービス。【ディナー】乾杯ドリンク1杯サービス。

RHUBARBE クレープリー・ビストロ キリッと冷えたスパークリングワイン1,000円を800円でご提供。　※初めの1杯に限る。

九州博多料理 もつ鍋 幸 郷土料理・もつ鍋 ワンドリンクサービス（生ビール、ハイボールやソフトドリンク）

PRIZE 生活雑貨 合計3,000円（税込）以上お買い上げの方にノベルティをプレゼントいたします。

Octá Hotel インポート雑貨 店内商品5％OFF。　※セール品・一部商品対象外

Floyd 大名古屋ビルヂング店 デザイン雑貨・生活雑貨 3,240円以上お買い上げで10％OFF。

LIBRETTO NAGOYA 書籍・文房具・生活雑貨 浴衣でご来店もしくは、うちわ持参でプラス1スタンプサービス　※カード会員様限定。

銀座 夏野 箸専門店 当店でのお買い上げ金額から8％OFF。

アーツ＆アンティークス ミアルカ
アンティークジュエリー・

ガラス・銀器
来店した方にノベルティをプレゼント。　※なくなり次第終了。

YURT ダイニングカフェ お食事利用の方、ドリンクプレゼント。※一部商品除く　※うちわ持参のグループ4名様まで。

ゆかた やまと ゆかた 来店した方にノベルティをプレゼント。　※先着30名様

REN 名古屋店 バッグ・革小物 お買い上げ代金10％OFF　※セール品・一部商品を除く

1F Salt Water by David Myers カリフォルニアキッチン
お食事の方にスパークリングワインのミニグラスを1杯サービス。

※うちわ持参・浴衣着用の本人のみ。

味の牛たん喜助 名古屋店 牛たん お食事の方に、ウーロン茶を1杯サービス。※うちわ持参のグループ5名様まで。

名古屋コーチン親子丼 酉しみず 親子丼 お食事の方に、黒ウーロン茶1杯100円でご提供。※うちわ持参のご本人のみ。

ワインショップ・エノテカ 大名古屋ビルヂング店 ワイン専門店 お買い上げ代金より5％OFF

2F 園 中華料理 支払い料金を20%OFF

1F カフェプラザ コーヒーショップ 支払い料金を20%OFF

名古屋ビルディング B1F PRONTO名古屋ビルディング CAFFE＆BAR ご利用代金10％OFF

屋上 屋上ビアガーデン ビアガーデン 通常価格4,100円⇒3,900円

アルポルト イタリア料理 カフェテリア お食事のお客様にスパークリングワインを通常価格680円⇒480円

歌行燈 風流うどん・そば料理 生ビールを通常価格650円⇒500円（最初の1杯）

まるや本店 名物ひつまぶし 生ビールを通常価格700円⇒600円（最初の1杯）

山本屋総本家 味噌煮込みうどん お食事のお客様にソフトドリンクを1杯サービス

銀座アスター 中国名菜 お食事のお客様にソフトドリンクを1杯サービス

左阿彌 旬魚 お食事のお客様に生ビール（小）またはソフトドリンクを1杯サービス

京都イオリカフェ 和カフェ　 お食事のお客様にコーヒー又は紅茶を1杯サービス

銀座天一 天ぷら お食事のお客様にオレンジュース又はウーロン茶を1杯サービス

魯山 鮨 お食事のお客様にソフトドリンクまたはグラスビールを1杯サービス

文化洋食店 カフェ・レストラン お食事のお客様にソフトドリンクを1杯サービス

6F ティフィン パティスリー＆カフェ ご飲食のお客様にミニソフトクリームをサービス

3F 紗綾さや 甘味茶房
お食事またはデザートご利用のお客様にコーヒーまたはミルクコーヒー

またはアイスティーを1杯サービス

1F マダムカフェぶどう圓 カフェ ご飲食のお客様にミニデザートをサービス

10F

8Ｆ

大名古屋ビルヂング
3F

3F

2F

B1F

キャッスルプラザ

名鉄百貨店

本店本館

9F
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施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

2F カフェドクリエ カフェ ドリンク（単品）を50円引き

おらが蕎麦 そば ご飲食のお客様に角ハイボールを一杯サービス

アロハテーブル カフェ＆ダイナー ご飲食のお客様にハワイアンクラフトビールを通常価格918円⇒500円

6F レジャック・ボウリング ボウリング

フロントで合言葉“レジャックで羽のばそー！”を言うと

浴衣着用の方は、「3ゲーム無料」（貸靴料別）

メイエキの涼2018うちわを持参の方は、3ゲーム以上の申込みで「1ゲーム無料」

※いずれも1人1日1回限り

4F ウェルビー名駅 サウナ＆カプセル
「サウナ入泉無料招待」　ご利用時間は3時間以内(超過は料金発生)

※「涼うちわ」でのご利用は1回のみ。(男性専用、タトゥー等不可)

M.wish トータルビューティーサロン
・アイラッシュorネイルの試供品プレゼント

・次回ヘアトリートメントサービス

さかなや道場 まぐろ居酒屋 ご利用料金より「500円引き」　※ランチタイムを除く

あんかけ亭 名古屋名物あんかけスパ
“食べて健康!!”がモットーの名古屋名物あんかけスパ各種「20％OFF」

※50種類の中からお選びください。

鉄TE-TSU どてと串かつの店 食べ飲み放題「20分延長無料」(500円相当）　※2名様以上

九州ざんまい 博多串焼き　九州料理
ご利用料金より「10% OFF」　(ディナータイム限定)

※割引後のお会計5,000円以上(割引上限5,000円)

ＢＯＴＴＩ 熟成肉バル　イタリアン お食事の方に、グラスワイン(白・赤・スパークリング)又はソフトドリンク「１杯無料」

なんざん 焼肉レストラン

Aコース(15品)の食べ飲み放題

女性4,300円→3,500円、男性4,800円→4,000円

※クレジット利用不可

赤から 創作料理 お食事の方に、赤から名物デザート「いも娘」プレゼント

はなの舞 海鮮居酒屋 単品飲み放題　通常1,500円⇒1,000円（90分後ラストオーダー）

プロント カフェ&バー
カフェタイム：ドリンク「無料サイズアップ」（Ｒ⇒Ｍ、Ｍ⇒Ｌ・ＸＬ）

バータイム：お会計「10%OFF」

四代目横井製麺所 讃岐釜あげうどん 鶏もも天　1個無料　※うどんをご注文の方限定

花浪漫 花屋 全商品「8%OFF」

マクドナルド ハンバーガー ソフトドリンク（Mサイズ）100円

ドトールコーヒー カフェ ドリンクを「無料でサイズアップ」（S⇒M、M⇒L）　※1人様1杯まで

自遊空間 インターネット＆コミックカフェ ご利用料金「200円引き」

甘太郎 手作り居酒屋 お会計から「10%OFF」　※割引上限3,000円

B2F 千夜物語 占の城 鑑定料「500円OFF」　※浴衣がお似合いの方

スイーツパラダイス スイーツ・カフェ ハーゲンダッツ・イルジェラートの追加料金無料  ※グループ全員対象

ラケル オムライス・カフェ お食事の方に、「かわいいプチデザート」プレゼント  ※グループ全員対象

ライトカフェ（Light Cafe） パンケーキ・カフェ お会計から5%OFF（ただしランチは除く）  ※グループ全員対象

名古屋三井ビルディング

本館
B1F モーニング喫茶リヨン モーニング喫茶 お食事の方に、「ミニカステラ」サービス  ※浴衣の方または団扇持参の方のみ限定

モード学園

スパイラルタワーズ
B1F

名鉄百貨店

本店メンズ館 B1F

名鉄レジャック

3F

2F

1F

B1F
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施設名 階数 店舗名 業態 サービス内容

44F スカイプロムナード 屋外型展望施設
【入場料】大人：750円→500円/中高生・シルバー：500円→300円

　　　　　　 小人：300円→無料

42F エノテーカ　ピンキオーリ イタリア料理 【ディナー】スパークリングワイン1杯サービス

人形町今半
すき焼き・しゃぶしゃぶ

網焼ステーキ
ワンドリンクサービス※生ビール、ソフトドリンクに限る

喜扇亭 鉄板焼・ステーキ ワンドリンクサービス※生ビール、ソフトドリンクに限る

ブルーエッジ ダイニング＆バー ランチコース500円OFF※3,600円(税込)・6,000円(税込)

文化洋食店　nouveau(ヌーヴォ） 洋食 ワンドリンクサービス※ソフトドリンクのみ

ソラノイロ　NAGOYA ラーメン専門店 ワンドリンクサービス※ソフトドリンクのみ（一部除外有）

ロースター チャコールダイニング ワンドリンクサービス※スパークリングワイン・生ビール・ソフトドリンクに限る

バル　デ　エスパーニャ　ムイ スペインバル

【ランチ】平日:ランチコース10％OFF※1,000円以上のランチに限る

休日:パエジャランチ2,850円→2,300円※2名様以上のご注文に限る

【ディナー】お会計から10％OFF※上限割引額5,000円

ピッツェリア　イゾラ ピッツェリア

【ランチ平日のみ】シネマランチ1,900円→1,400円

　　　　　　　　　　スペシャルランチ3,430円→2,500円

【ディナー及び土・日・祝】お会計から10%OFF※上限割引額5,000円

蔵人厨　ねのひ 酒蔵料理 食後のデザート　or　珈琲サービス

松山閣　松山 京料理

【ランチ】野点弁当（和スイーツ付）2,000円（税・サ込）

【ディナー】ワンドリンクサービス

           ※コーヒー・プレミアム生ビール・日本酒・焼酎・梅酒・ソフトドリンクに限る

南翔饅頭店 中国料理 お会計から10％OFF　※上限金額5,000円

バロン　ザ　ステーキ ステーキ
Tボーンステーキコース2,000円OFF　or

お会計から10％OFF※上限割引額10,000円

宴　ハゲ天 天ぷら ワンドリンクサービス※生ビール・サワー・ソフトドリンクに限る

築地寿司清 江戸前寿司
1,620円(税込)以上ご注文の方にワンドリンクサービス

※キリン小生ビール・ソフトドリンクに限る

名古屋　今井屋本店 比内地鶏やきとり

【ランチ】半熟ふわとろ親子丼1,350円→1,050円(税込)　or

お会計から10％OFF

【ディナー】お会計から10％OFF※上限割引額3,000円

※コース・他サービスとの併用不可

紗羅餐 手打そば ワンドリンクor甘味サービス※生ビール・おすすめ日本酒・ソフトドリンクに限る

尾張　三ぶん 割烹酒亭 【ランチ】全品200円OFF※セット・コースのみ

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア
フレグランス＆

ハーブティーサロン
お好きなジェラートサービス※カフェご利用でハーブティーご注文の方に限る

インタッチ ファッション＆ホームセレクト ノベルティプレゼント※21,600円(税込)以上お買上げの方に限る

ジートランス アイウェア ノベルティプレゼント※メガネをお買上げの方に限る

2F ビチェリン イタリアンカフェ チョコレートサービス※カフェご利用の方に限る

ラスール　オーバカナル カフェ・ビストロ お会計から10％OFF

ディーン＆デルーカ マーケットストア＆カフェ エスプレッソバーにてドリンク10％OFF　※一部対象外商品あり

サロン・ド・モンシェール スイーツ＆サロン ミニ堂島ロール１カットサービス（ドリンク注文の方に限る）orお会計から10％OFF

箸ギャラリー門 箸・和小物 お会計から8％OFF

ミッドランドステーション　バイ　ローソン コンビニエンスストア からあげくん各種30円OFF ※Pontaカードも一緒にご提示の方に限る（当日入会可）

厳鮮料理　嘉文 厳鮮料理 グラスビールorソフトドリンク１杯サービス  ※食事・定食メニューご注文の方に限る

名駅立飲ばっかす 和食

ワンドリンクサービス

※グラスビール・ウーロン茶に限る  ※ランチメニューを除く

※お食事1,000円（税込）以上ご注文の方に限る

風来坊 鳥料理・和洋食 スパークリングワイン1杯サービス

キリンシティ ビアレストラン
ご馳走ビールレギュラーサイズ1杯サービス

※お食事1,000円（税込）以上ご注文の方に限る

1F ラ　ボビン ガレットカフェ ドリンク（単品）50円OFF

ニクバルダカラ 肉バル

【ディナー】牛タンロースとビーフ（1人前）サービスor

           お会計から10％OFF（上限割引額3,000円）

　　　　　　※お食事3,000円（税込）以上ご利用の方に限る

　　　　　　※他サービスとの併用およびクレジット払いは不可

來杏 担々麺専門店
杏仁豆腐サービス  ※お食事900円（税込）以上ご利用の方に限る

or杏仁豆腐付きセットメニュー50円OFF

雅じゃぽ 和風居酒屋
【ディナー】エビスマイスター匠の逸品orソフトドリンク１杯サービス

　　　　　　※お食事の方に限る  ※他サービスとの併用およびクレジット払いは不可

メリケンサカナ オイスタースタンド
【ランチ】お会計より10％OFF

【ディナー】本日の生カキor焼きカキプレゼント

博多もつ鍋やまや 明太子・九州料理 【ディナー】ワンドリンクサービス  ※グラス生ビール・ソフトドリンクに限る  ※お食事の方に限る

4F

3F

41F

ミッドランドスクエア

【メグルメガーデン】

センチュリー豊田ビル
B1F

【メグルメガーデン】

シンフォニー豊田ビル B1F

B1F
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