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●物販・サービス店はお会計時に市民証をご提示ください。 ●飲食店はご注文時に市民証をご提示ください。 ※一部店舗を除く

※本紙に記載されていない店舗の市民証サービスもございます。詳しくは市民証サイトをご覧ください。 ※期間中、改装等によりサービス内容・店舗・施設が変更になる場合もございます。予めご了承ください。 ※専門店街アルパは年2回休館日がございます。

1,080円以上お買上げで5％OFF
※一部除外品あり 

コクミン B1

サンリオ ビビティックス B1 3,240円以上お買上げで5％OFF
※セール品・当りくじほか一部除外品あり

1,080円以上お買上げでポイントカード
1ポイントサービス ※1日1回のみ

どんぐり共和国／
MOE Garden B1

定価商品10％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

イッツデモ B1

5％OFF
※一部除外品あり

日本アニメーションオフィシャルショップ
あに★きゅーと 2F

1,512円以上の施術ご利用で
10％OFF ※商品は除く

ネイルクイック 1F

初検費・施術代5％OFFカ・ラ・ダファクトリー 3F

入会金全額（10,800円）OFFドラキッズ（幼児教室） 2F

ボディケアなど各コース10％OFF
※アロマトリートメント、プロヴァンスバス、
　季節のキャンペーンコースは除く

ラフィネ プリュス 3F

【初回】初検費無料・施術代50%OFF
【2回目以降】40分以上ご利用で8%OFFカ・ラ・ダストレッチ 3F

アットコスメストア 5％OFF※現金払いまたはアットコスメストア
ポイントカードのポイント利用のみ ※書籍は除くB1

スマートラボ 4,320円以上お買上げで20％OFF
※セール品ほか一部除外品ありB1

スウィートファクトリープラス 10％OFFB1

フラワーミッフィー 1F 5％OFFまたはポイントカード1ポイント
サービス ※セール品ほか一部除外品あり

フランフラン 1F 定価商品5％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

2,160円以上お買上げで
5%OFF ※セール品、食品は除く

マルシェドブルーエ
プリュス 1F

全セットメニュー20円引一久庵 B1
麺・飯類の大盛りサービス
※焼そば類は除く

大阪王将 B1

平日ランチメニュー5％OFF
※日替りランチは除く

鹿児島郷土料理 さつま翁 B1

ご飲食料金10％OFFカフェ・ド・クリエ B1

ランチメニュー5％OFFカフェノイズ B1

池袋 ぱすたかん B1 ソフトドリンク1杯サービス
※お食事ご注文の方

アンカーズ B1 ランチメニューご注文で
プチデザート1品サービス

10％OFF
※配送料は除く ※一部除外品ありゴディバ B1
スープストックセットまたはカレーとスープの
セット960円以上ご注文でドリンクサービス
※一部ドリンクは除く ※ポイントカードとの併用不可

スープストックトーキョー B1

400円以上のご飲食・テイクアウト
ご利用で50円引 ※毎月18日 てんやの日は除く天丼 てんや B1

カレーご注文で50円引
※ミニサイズのカレー・日替りカレーは除くトプカ B1

756円以上のメニューご注文で
お土産パン（３個入り）プレゼントビストロサンマルク B1

B1ブルーシール 5％OFF
※ギフト・セール品は除く

ランチドリンク（100円）
1杯サービスグローカルカフェ 1F

カフェ ラ ミル 1F ご飲食料金・物販代金5％OFF

チーズトッピングサービス
※バーガーまたはサンドイッチセットご注文の方クア・アイナ B1

80円引果汁工房 果琳 1F

ヴィノスやまざき
ワインイスト 1F 蔵直ワイン10％OFF

※セール品は除く

ドリンクセットサービス
※お食事ご注文の方

ベイカーズダイナー B1

ドリンク1杯30円引ムーミンスタンド B1

タピオカドリンク（R）ご注文で
タピオカ増量サービスディッパーダン B1

ご飲食料金5％OFFセガフレード・ザネッティ・
エスプレッソ B1

伊豆高原ケニーズハウスカフェ 1F お食事のセットメニュー100円引

ロコズ カフェ B1
【平日】コーヒー、紅茶、コーラ、
メロンソーダのいずれかサービス
※お食事ご注文の方

【平日11時～15時】
ランチメニュー5%OFF

スタンド源ちゃん B1

釜あげスパゲッティ すぱじろう 1F
お食事ご注文でドリンク（ハイボール・
ソフトドリンクのいずれか）1杯または
アイスクリームサービス

5％OFF
※セール品は除くB1プレザン プレザン

アルパ  カフェ／レストラン／フード

アルパ  カフェ／レストラン／フード

アルパ  サービス

アルパ  バラエティ

【ランチタイム】 スカイブッフェ、コース500円引
【ディナータイム】10％OFF 
※ディナー宴会コースは除く ※割引額上限10,000円

サンシャイン 
クルーズ・クルーズ

サンシャイン
60ビル

58F

サンシャイン
60ビル

59F

食前酒1杯サービスオーシャン カシータ 
イタリアン シーフード グリル ※お食事ご注文の方

※予約時に市民証サービスとお伝えください。

サンシャイン
60ビル

59F

食前酒1杯サービス
ザ・ドーム ※お食事ご注文の方

※予約時に市民証サービスとお伝えください。

コピー・出力・PCタイムレンタル・
ラミネート（A3まで） 10％OFFMBE

サンシャイン
60ビル

1F

1名様50,000円以上のツアー5,000円引
※セール品ほか一部除外品あり ※予約時に市民証提示

旅工房（海外・国内旅行）
サンシャイン
60ビル

46F

シャンプー＆コンディショナー
サンプルプレゼント
※カットご利用の方

EXE STYLE
サンシャイン
60ビル

４F

サンシャイン60ビル内店舗

シアトルズベストコーヒー
サンシャイン
60ビル

1F
ドリンク1サイズアップ無料サービス

サンシャイン
60ビル

59F

【平日ランチタイム】
 本日のおまかせ小鉢サービス
【平日ディナータイム】ドリンク1杯サービス
※お食事ご注文の方

鮨処  銀座  福助  

サンシャイン
60ビル

59F

【ランチタイム】各コース500円引 
【ディナータイム】コースご注文で10％OFF
※お食事ご注文の方 ※各種宴会プラン、特別プランは除く

天空の庭 星のなる木

スカイレストラン

ALTA　ファッション

定価商品10％OFF
※一部除外品あり

パティシエール・バイ・ 
ミンプリュム 1F

サンシャイン
60ビル

59F

【ランチタイム】ビジネスランチ150円引
【ディナータイム】コースご注文で
スパークリングワイン（グラス）サービス

ジンジャーズビーチ
サンシャイン

ロコモコ150円引
サンシャイン
60ビル

59F
ハワイアンビストロ
クイーンズバス

サンシャイン
60ビル

59F
ジョーズシャンハイ コース料金10％OFF

※お会計時に市民証提示

アクアシルバー（アルタマーケット内） B1 10%OFF
※一部除外品あり

FUN 1F 10％OFF

ベイビークラブ バイ マクリーズ 1F 店内全品10％OFF

ザ・キッス（アルタマーケット内） B1 10%OFF
※一部除外品あり

KMA商品2,000円以上お買上げで
10%OFF ※セール品、他社製品は除くキン肉マンKIN29SHOP 1F

※セール品は除く ※ポイント付与不可
定価商品10%OFFチュチュアンナ B1

定価商品10%OFF
※セール品ほか一部除外品ありディバンス B1

10％OFF
※セール品は除く

nipopo B1

5,000円以上の定価商品5%OFF
※小物ほか一部除外品あり

マーレマーレ
デイリーマーケット B1

定価商品10%OFF
※一部除外品あり

ジージーディーエディション 1F

1,080円以上お買上げで10％OFF
※セール品は除く

ザ･シルエット 1F

10％OFF
※セール品、小物、シューズ、雑貨は除くジーランドセレクト 1F

鑑定料10％OFF占いルルドの部屋 1F

10%OFF
※セットプライス商品、セール品は除く

ジールマーケット 1F

お会計5％OFF
※割引商品、イベント対象商品は除く

新星堂 1F

【17時30分～21時】
ご飲食料金10%OFF

中国料理 古稀殿 プリンスホテル

B1

入場料50％OFF
※市民証をお持ちのご本人限り

古代オリエント博物館 文化会館ビル

7F

全品5％OFF
※一部除外品あり

ヴィクトリアスポーツモール
池袋東口店 ー

一日施設体験50％OFF
通常 1,620円→810円
※お1人様1回まで
※前日までに電話予約 ☎03（5956）7744

コナミスポーツクラブ 池袋 文化会館ビル

5F

●年会費50％OFF
●ビジター席料　
　一般 1,600円→1,400円   
　女性・学生・外国籍 800円→700円 
※勉強会参加者は対象外

サンシャインシティ 
囲碁サロン

ワールド
インポート
マートビル

9F

【17時以降】入園無料
※市民証1枚につき、ご本人含め4名様までナンジャタウン

ワールド
インポート
マートビル

2F

ALTA　カフェ／レストラン

サンシャインシティプリンスホテル
【平日ランチタイム】
ランチブッフェ（40分間） 1,400円
【17時30分～21時】
ご飲食料金10%OFF
※満席時はご利用いただけない場合がございます。
※ランチタイムはご予約を承っておりません。
※8.10（土）～8.18（日）は除く
※ディナータイムの特別催事は除く

レストラン バイエルン プリンスホテル

B1

【17時30分～21時】
●ご飲食料金10%OFF
●ファーストドリンクサービス

和食 むさし野 プリンスホテル

B1

500円以上ご飲食でお会計
1回につき5%OFF※「お得袋」は除く

リンガーハット B1

50円引さち福や B1
●バリューセットご注文で
ドリンク（M）・ポテト（M）をいずれも（L）
へサイズアップ ※期間限定セットは除く

●ポテト（M）+ドリンク（M）290円

マクドナルド B1

●タピオカドリンクご注文で
タピオカ増量1回分サービス
●クレープ・フロートご注文で
ハーゲンダッツアイス トッピングサービス

チュチュ 1F

イタリアントマトカフェJr. B1

お世話や（アルタマーケット内） B1 10％OFF
※一部除外品あり

10%OFF
※一部除外品あり

ディープラス（アルタマーケット内） B1

入場料約30％OFF 
※市民証をお持ちのご本人含め2名様まで
※特別営業時は対象外

サンシャイン水族館
ワールド
インポート
マートビル

屋上
ワールド
インポート
マートビル

屋上

  満天”ショップにて2,000円以上
お買上げでノベルティプレゼント

コニカミノルタ
プラネタリウム  満天”

東峰フォト 1F プリント・証明写真 1,080円以上
お買上げで5%OFF

ピュマージ 1F 5％OFF
※一部除外品あり

全品8%OFF凛 1F

全品5%OFFルピス 1F

ポルカドット 1F 10%OFF
※セール品は除く

リバティドール 1F 10%OFF
※セール品は除く

ALTA　グッズ／サービス

グレープフルーツ ムーン 1F 定価商品10%OFF
※セール品ほか一部除外品あり

定価商品10％OFF
※セール品は除く

エメフィール 1F

ドリンク1杯またはパスタ1品
サイズアップサービス

アミューズメント／その他施設
SKY CIRCUS
サンシャイン60展望台

サンシャイン
60ビル

60F

入場料約30％OFF 
※市民証をお持ちのご本人含め2名様まで
※特別営業時は対象外

カフェ＆ダイニング
Chef’s Palette

プリンスホテル

1F

【平日15時～17時】
スイーツブッフェ 10％OFF
【平日18時～21時】
スイーツ＆ディナーブッフェ 10%OFF
【平日11時～14時】
ランチセット 10%OFF
※4.27（土）～5.6（振休）と8.10（土）～8.18（日）は除く

https://sunshinecity.jp/worker-service/
※市民証をお持ちのご本人が対象です。（一部店舗・施設を除く） ※他の特典との
併用はできません。 ※税込価格からの割引表示となります。 ※価格は全て税込表示
です。 店頭・施設で表示されている価格が税別の場合がございます。 ※店舗によっては、
ご利用時に署名をお願いする場合がございます。

記載されている各サービスは2019年4月1日（月）～2019年9月30日（月）の実施となります。

新作商品10％OFF
※セール品は除く

コーエン 1F

10％OFFコカ 1F

10％OFF
※セール品ほか一部除外品ありレプシィム 1F

1,080円以上の商品10%OFF
※セール品は除く

シャツプラザ 1F

定価商品5%OFF
※一部除外品あり

スプル 1F

5%OFF
※セール品は除く

プティマイン 1F

全品10％OFFエディー・バウアー 2F

定価商品10％OFF
※セール品ほか一部除外品ありザ・ノース・フェイス 2F

アルパ  ファッション

定価商品10％OFF
※一部除外品あり

サマンサモスモス  
エヘカソポ B1

ナバーナ B1 全品10％OFF
※一部除外品あり 

定価商品3,240円以上お買上げで10％OFF
※セール品は除くネ・ネット B1

10％OFF
※イベント併用不可ミスティウーマン B1

20％OFF
※セール品は除く

テチチ テラス B1

10％OFF
※セール品ほか一部除外品ありチュール バイ ダブルクローゼット B1

定価商品10%OFF
※セール品は除くページボーイ B1

定価商品10％OFF
※セール品は除く

マジェスティックレゴン B1

1,081円以上お買上げで定価商品
5％OFF ※セール品は除くロディスポット B1

7,560円以上お買上げで
５%OFF ※一部除外品ありアクシーズ ファム 1F

5％OFF
※一部除外品あり

きもの  やまと 1F

定価商品5％OFF
※セール品ほか一部除外品ありグリーンパークス トピック 1F

定価商品5%OFF
※雑貨は除く

エス・アイ・ツー・シー B1

定価商品5%OFF
※セール品、スペシャルプライス、コラボレーション商品は除く

イーハイフンワールドギャラリー B1

ローリーズファーム B1 10%OFF
※一部除外品あり

ニコアンド B1 10%OFF
※一部除外品あり

【平日】5,400円以上お買上げで定価商品
10%OFF ※セール品ほか一部除外品ありロックユアハーツ B1

3,000円以上お買上げで
ポイント3倍サービスリベット・アンド・サージ B1

10%OFF
※セール品ほか一部除外品ありレイカズン B1

グローバルワーク 1F 10％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

クレアーズ B1 5%OFF
※一部除外品あり

SWATCH / BIJOUX / FLIKFLAK 10％OFF
 ※バッテリー・ベルト交換/修理は除く ※ 一部除外品ありスウォッチストア B1

B1ダブルエー 
オリエンタルトラフィック

定価商品10％OFF
※セール品、モチーフ、シューケアは除く

シューズ10％OFF
※小物等は除く

エービーシー・マート 1F

定価商品10％OFF
※一部除外品あり

メディストア B1

全品＆電池交換10％OFF
※一部除外品ありスギヤマ［時計］ 2F

表示価格より5％OFF
※一部除外品ありゾフ 2F

定価商品10％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

メレル 2F

定価のシューズ15％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

アシックスウォーキング 2F

2,000円以上お買上げで5％OFF
※セール品は除く

シーエス ティー アンド ピー B1

3,240円以上お買上げで10％OFF
※セール品ほか一部除外品あり

クローバーリーフ B1

パークイースト B1 3,229円以上お買上げで10%OFF
※セール品ほか一部除外品あり

B1 10％OFF
※一部除外品ありメソッド

B1 定価商品1,080円以上お買上げで10％OFF
※セール品ほか一部除外品あり ルーチェ ブリランテ

B1 10％OFF
※セール品ほか一部除外品ありレモンツリー

定価商品10％OFF
※3足1,080円の商品、セール品は除くB1靴下屋

10％OFF
※セール品、キャンペーン中の商品、限定商品は除くB1エチュードハウス

3,240円以上お買上げで10％OFF
※一部除外品ありB1アジェデアクセサリーズ

B1 10%OFF
※セール品ほか一部除外品あり

アンティローザ 

アイ トゥ ノーザリー B1 全品10%OFF
※セール品、ワコール商品、水着は除く

B1 10%OFF
※セール品は除くヘザー

カレーご注文で103円ドリンク
1杯サービス ※イートイン限定  カレーハウスCoCo壱番屋 B1

オンデーズ 1F お買上げ総額より10％OFF
※セール品・小物ほか一部除外品あり

ギアーズジャム 1F メンバーズカード
Wスタンプサービス

アルパ  ファッション雑貨

はじめました！

ワーカー様限定でお得な情報を配信！
市民証
サイト

540円以上お買上げで10％OFF
※一部除外品ありGORGE（ゴージ） B1

定価商品5％OFF
※靴下は除くGirl Crush B1

10％OFF
※セール品ほか一部除外品ありアルシーヴ B1

定価商品10%OFF
※セール品は除く

サンゴ B1

全品10%OFF
※セール品は除くジーナシス B1

ALTA　ファッション

定価の洋服、アクセサリー10%OFF
※時計、セール品は除くB13びきの子ねこ

定価商品10％OFF
※一部除外品ありグリマー B1

次回お食事の時にご利用できる
ワンドリンクチケット（ミニグラスワインor
ソフトドリンク）プレゼント

アジオ 3F

【土日祝】丼物30円引および大盛り
無料サービス ※キジ焼丼は20円引
※特製親子丼・お子様親子丼は除く 

伊勢ろく 3F

ソフトドリンク1杯サービス
※お食事ご注文の方

一軒家イタリアン 
レーベン グランデ 3F

【平日 14時～17時】市民証特別ランチ
（定食＋ドリンク）750円
【平日 17時以降】店長おすすめ泡盛1杯
またはソフトドリンク1杯サービス
※ディナータイムはお食事ご注文の方

海人酒房（うみんちゅしゅぼう） 3F

ご飲食料金50円引杵屋 3F
【ランチタイム】大盛り・温泉玉子・
 杏仁豆腐のいずれか1つサービス
【ディナータイム】生春巻き1本100円

コム・フォー 3F
※ランチタイムはお食事ご注文の方

ご飲食料金5％OFFダッキーダック 3F
ご飲食料金10％OFF ※ランチタイムの
クレジット支払い除く、ディナータイムのコースは除く

中華旬彩料理・火鍋 聚 3F

【14時以降】ソフトドリンク１杯
サービス ※お食事ご注文の方築地食堂 源ちゃん 3F
【11時～15時】
手巻寿司1本または茶碗蒸サービス
【15時～21時】
生ビールまたはウーロン茶1杯サービス
※お食事ご注文の方

築地玉寿司 3F

ランチタイムメニュー
【平日】100円引 【土日祝】200円引韓豚屋 3F

ソフトドリンク１杯サービス
（ホットコーヒー、アイスコーヒー、 オレンジ 
 ジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶
 のいずれか） ※お食事ご注文の方

バンビ 3F

温泉卵1個サービス 
※お食事ご注文の方

ビッグシェフ 3F

【17時以降】生ビール中ジョッキ400円
※お食事ご注文の方

文右衛門そば 3F

ミニデザート1品サービス
※お食事ご注文の方

紅虎餃子房 3F

ご飲食料金10％OFF萬力屋 3F

ビュッフェご利用で
ドリンクバー無料サービス
※入店時に市民証をご提示ください。

ビュッフェ & グリル
シェフズ グッディーズ 3F

【平日14時以降】ソフトドリンク1杯サービス
（コーヒー、 オレンジ ジュース、グレープフルーツ
  ジュース、ウーロン茶 のいずれか）
 ※お食事ご注文の方

つきじ植むら 3F

仙台牛たん 郷土料理
杜の都 太助 3F

【ランチタイム】1,080円以上のセットメニュー100円引
【ディナータイム】コース料理 ご予約で10％OFF
※前日までにご予約のうえ、ご来店時に市民証提示

太陽のトマト麺 NEXT 3F 味玉1個サービス
※お食事ご注文の方

ご飲食料金10％OFFカフェ マイアミガーデン 3F

麺の大盛りサービス栄児家庭料理
（ろんあーるかていりょうり）

3F

ランチメニューご注文で
プチデザート1品サービス

ラ・メゾン 
アンソレイユターブル 3F

【ランチタイム】
ご飲食料金100円引 焼肉トラジ 3F

ご飲食料金5％OFF天ぷら まきの 3F

ご飲食料金5％OFF洋食ビストロ
ティガ ボンボン 3F

オーブンポテト（S）110円サブウェイ 1F

5％OFF
【毎月10日】10%OFFコメダスタンド 1F

サラダご注文で当店指定の
トッピングの中から1品サービスサラディッシュ 1F

茶寮・茶鍋の共通ポイントカード
Wポイントサービス

茶鍋カフェ・
カグラザカ サリョウ 1F

ポイントカードWポイントサービスメゾンカイザー 1F

インストアコーヒー（ホット／アイス）・
エスプレッソ・ココア（ホット／アイス）50円引、
カフェラテ（ホット／アイス）30円引

成城石井 1F

セルフサービスコーヒー（インスタント）
1杯分サービス ※商品お買上げの方、1日1回限り自然食品の店 F&F 1F

2,000円以上お買上げで
お茶のサンプルプレゼントルピシア 1F

アルパ  生活雑貨／インテリア

アルパ  生活雑貨／インテリア

定価商品10％OFFシュンカイ B1

10%OFF
※一部除外品あり

Suite of Rooms
（アルタマーケット内） B1

5%OFF
※雑貨、セール品は除く

デイジーメリー B1

10%OFF
※セール品ほか一部除外品あり

ヴォルカンアンドアフロダイティ 1F

店内全品5％OFFヒノデヤプラス B1

1,069円以上の定価商品
2点お買上げで5％OFFラシュカ by レトロガール B1

定価商品10％OFFエムズエキサイト 1F
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