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帝国ホテル 東京
〒100-8558・東京都千代田区内幸町1-1-1・本館17階
レストラン予約：03-3539-8186

「インペリアルラウンジ アクア」
季節ごとに装いを変えるアフタヌーンティー。

サンドイッチやデザートを
バリエーション豊かな紅茶やハーブティー、コーヒーとともに

お楽しみください。

利用期間 ・　2019年1月7日（月）～2019年3月31日（日）　除外日：催事期間中
申込期間 ・　2019年1月7日（月）～1月18日（金）
提供枚数 ・　1会員4枚まで　100枚　
申込方法 ・　・☎03-3733-6107・または・窓口・

種別と枚数、会員番号、氏名、電話番号をお伝えください。
引き渡し ・　・1月7日（月）9:00から窓口で「会員証」呈示のうえ代金と引換え。・

郵送ご希望の場合、5000円以上は別途送料400円をご負担いただきます。
注意事項 ・　・◦申込後の変更や取り消しはできません。・

◦利用の際は「大田区勤労者共済食事券」利用を各店舗に伝え、予約してください。

●アフタヌーンティ
時　　間 ・　・11:30～18:00（ご来店時間）
料　　金 ・　・4,000円（一般価格5,346円）　※土日祝は差額300円を現地で直接お支払いください。

食事券 先着

（イメージ）
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コーポレートプログラムは、東京ディズニーリゾート®の企業･団体向け福利厚生プログラムの名称です。
上記期間中に「東京ディズニーランド®」または「東京ディズニーシー®」いずれかのパークを１日利用できます。
※入園制限中のパークでは利用できません。
※チケット販売場所や注意事項は、下の購入申込書をお読みください。
パスポート料金　・大人[18歳以上]・ 6,800円（7,400円）
（・）内は通常価格　・中人[中･高生・12～17歳]・ 5,800円（6,400円）・

小人[幼児･小学生・4～11歳]・ 4,200円（4,800円）・
※平成30年度コーポレートプログラム利用券（配布済み）を併用できます。

利用対象者　会員とその家族
購 入 方 法　・下記の「パスポート購入申込書」に必要事項をすべて記入しチケット販売窓

口に提出してください。
期間外の利用　・本パスポートを、実施期間外に利用（変更）する場合、チケット販売窓口に

て、利用当日の通常料金との差額と変更手数料（200円）が別途必要です。・
※券面印字の有効期限内のみ

1 ・ 0 ・ 1 ・ 5

大田区勤労者共済

ご利用期間：2019年1月7日（月）～3月20日（水）※土日祝日を含む全日
コーポレートプログラム第2回「サンクス･フェスティバル」パスポートのご案内
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Ticket
チケット

インフォメーション

水森かおり明治座初座
長公演決定！
お芝居とコンサートの二
本立てでお贈りします。

出演：�水森かおり、�
加藤茶、�
仲本工事、�
大信田礼子、�
椎名佐千子、�
岩佐美咲、�
ヒカル(はやぶさ)、�
ヤマト(はやぶさ)、�
丹羽貞仁、�
重田千穂子

音楽は世界をつなぐ！若手指揮者
の第一人者として世界を駆け巡る
山田和樹が2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックに向けて、世
界各国の国歌や”第2の国歌”とし
て親しまれている愛唱歌（アンセ
ム）を全国へ発信するプロジェクト
を立ち上げました。テノールの西
村悟、東京混声合唱団を迎え、
各国国歌をはじめ、「マイスタージ
ンガー前奏曲」、「誰も寝てはなら
ぬ」、「ジュピター」など聴きごたえ
満点のオーケストラ曲を盟友「日本
フィル」とともにお贈りします。

振付：アンナ=マリー・ホ－ムズ
（マリウス・プティパ、コンスタンチン・セルゲイエフに基づく）
音楽：アドルフ・アダン　ほか

Bunkamura・オーチャードホール［渋谷駅］
S席・6,000円（一般8,000円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児童入場不可

横浜・関内ホール［関内駅］
全席指定・4,800円（一般6,200円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児童入場不可

神奈川県民ホール［日本大通り駅］
S席・3,000円（一般3,800円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児童入場不可

東京文化会館［上野駅］
S席・8,000円（一般11,000円）
募集枚数：10枚・ ※未就学児童入場不可

Bunkamura 30周年記念
山田和樹アンセム・プロジェクト 
Road to 2020

世良公則
アコースティック・ソロライブ 
O-Kiraku Live2019

水森かおり 特別公演

東京バレエ団 初演 「海賊」

水谷千恵子 50周年記念公演

3月17日（日） 
15:00

2月17日（日） 15:30

4月19日（金） 13:30

抽選

抽選

抽選

抽選

演歌ひとすじで歩み続
けて芸能生活50周年。
ゆかりのゲストと共に
お届けする魅惑のコン
サート。老若男女を愉
しませ涙させる圧巻の
夢芝居ショー。水谷千
恵子の総決算が明治
座で咲き乱れる。

抽選

アコースティックギター1本とは
思えないほどの迫力のギター
と唯一無二の歌声で聴衆の
心を鷲掴みにし続けているソ
ロライブ。カバー曲やツイスト
時代の名曲を織り交ぜ、熱く
燃えるステージは必見!!

明治座・［人形町駅］
S席・7,000円（一般11,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児童入場不可

特選落語名人会
三遊亭小遊三・春風亭昇太

抽選

3月16日（土） 14:00

紀伊國屋ホール［新宿駅］
全席指定・・5,000円・

（一般8,500円）
募集枚数：6枚・ ※営利目的の転売禁止
※車椅子でご来場予定のお客様は、あらかじめご観劇券（チ
ケット）をご購入の上、座席番号をサンライズプロモーション東
京までお早めにご連絡ください。� ※未就学児童入場不可

パルコ・プロデュース 2019
母と惑星について、および
自転する女たちの記録

3月7日（木） 18:30

遠い異国の地で蘇る、長崎の母の幻と記憶・・・。
母と娘、愛情ゆえの深い哀しみを描きながらも、三姉妹が
それぞれ抱える悩み・葛藤にどう向き合い、未来を選択し
ていくのかを描いた珠玉の物語。
作：蓬莱竜太
演出：栗山民也
出演：�芳根京子、鈴木杏、�

田畑智子・キムラ緑子

抽選

北島三郎 オンステージ2019
歌と共に… 抽選

2月23日（土） 17:00　2月24日（日） 13:00
明治座・［人形町駅］
S席・8,500円（一般11,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児童入場不可

演歌界の重鎮・北島三郎、
満を持して3年ぶりに
明治座へ！
歌と共に･･･、
ゲストと共に･･･、
その情熱をお届け
いたします。

ゲスト：�原田悠里、大江裕、
島あきの

国民的番組でお馴染みの二人、小遊三・昇太の爆笑落
語をお楽しみください!!

3月16日（土） 16:00　3月17日（日） 11:00

©Yoshinori_Tsuru

©青木信二

申込期間 　・1月7日（月）9:00～1月18日（金）17:00 
※先着対象は完売まで

提供枚数 　・いずれのチケットも1会員3枚まで
申込方法 　・電話のみ・☎03-3733-6107・

チケットの種類、枚数、会員番号、氏名、日中に・
連絡の取れる電話番号をお伝えください。

当選連絡 　・1月22日（火）午前中に当選者へのみ電話連絡
注意事項 　・◆P4～5のチケットが対象です。・

◆申込後の変更や取消は一切できません。

明治座［人形町駅］
S席・8,500円（一般12,000円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児童入場不可

2月23日（土） 16:00　2月24日（日） 11:00

人形浄瑠璃 文楽 抽選

3月15日(金)　昼の部13:30　夜の部18:00
大田区民プラザ・大ホール・［下丸子駅］
全席指定・・各回3,000円（一般3,800円）
募集枚数：各10枚・ ※未就学児童入場不可

太夫・三味線・人形の三位一体で醸し出す、ユネスコ無
形文化遺産。解説とともにお楽しみください。
演目�〈昼の部〉：「義経千本桜」椎の木の段・すしやの段�
〈夜の部〉：「義経千本桜」道行初音旅�
　　　　　「新版歌祭文」野崎村の段

©Shoko Matsuhashi

©平野タカシ
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クマのプーさん展

食いしん坊でおっちょこちょい、いまでは誰もが知る世界一有名なクマ「プーさん」は、
1926年にイギリスで生まれました。物語を書いたA.A.ミルンと、イラストを描いたE.H.シェパー
ド。ふたりの共作によって生まれた機知とユーモアあふれる世界は、いまも世界中の人々
を魅了し続けています。シェ
パードが鉛筆で描いたプーさ
んの原画を世界最大規模で
所蔵するイギリスのヴィクトリ
ア・アンド・アルバート博物館
（V&A）から2019年、「クマ
のプーさん展」が、日本にやっ
てきます。「クマのプーさん」が
どのように生まれ、愛されてき
たのか。魔法の森の物語をひ
もといていきましょう。

2月9日（土）～4月14日（日）※2月9日（火）、3月12日（火）のみ休館
10:00～18:00�※入館は17:30まで�

※毎週金・土曜日は21:00まで(入館は20:30まで)

先着

「枝には、ハチミツのつぼが10ならんでいて、そのまんなかに、プーが…」、『クマのプーさん』第9章、
E.H.シェパード、ラインブロックプリント・手彩色、1970年 英国エグモント社所蔵
©E H Shepard colouring 1970 and 1973 ©Ernest H. Shepard and Egmont UK Limited

東京都美術館［上野駅］
一般［20枚］・1,000円（前売1,400円）

本展では、北斎の絵師人生を、作風の変遷と主に用い
た画号によって6期に分けて紹介します。勝川派の絵
師として活動した春朗期（20～35歳頃）、勝川派を離れ
て肉筆画や狂歌絵本の挿絵といった新たな分野へ意
欲的に取り組んだ宗理期（36～46歳頃）、読本の挿絵
に傾注した葛飾北斎期（46～50歳頃）、多彩な絵手本
を手掛けた戴斗期（51～60歳頃）、錦絵の揃物を多く
制作した為一期（61～74歳頃）、自由な発想と表現によ
る肉筆画に専念した画狂老人卍期（75～90歳頃）と、
その壮大な画業を通覧。国内外の名品、近年発見され
た作品、初公開作品を通じて、真の北斎に迫ります。

1月17日(木)～3月24日(日)
※会期中展示替えがあります。※1月29日(火)、2月19日(火)、2月20日(水)、3月5日(火)は休館
10:00～20:00※火曜日のみ17:00まで　※最終入館は閉館の30分

森アーツセンターギャラリー（六本木ヒルズ森タワー52階）［六本木駅］
一般［20枚］・1,000円（前売1,400円）

先着

岩合光昭写真展 ｢ねことじいちゃん｣

本展は、監督・岩合光
昭が撮りおろしたスチー
ルフォト約160点を展示。
映画をご覧になってい
ない方も楽しめる内容と
なっています。「ねことじ
いちゃん」が暮らす島を
巡るような、写真展「ね
ことじいちゃん」の世界
観をお楽しみください。
※�映画公開予定�
2019年2月22日

1月9日(水)～1月21日(月)
10:00～18:30

【19:00閉場】
※最終日は17:30まで
【18:00閉場】

日本橋三越本店新館7階催物会場［三越前駅］
一般・大学生［20枚］・300円（前売800円）

先着

奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド

©Mitsuaki Iwago  ©2018｢ねことじいちゃん｣製作委員会

湘南海岸に面し、江の島や富士山を望むロケーション抜群の水族館。地元・相模湾を再現した迫力の大水槽や、クラゲの癒
し空間はもちろん、今年新たに仲間入りした人気動物「コツメカワウソ」や「カピバラ」たちを間近で観察できます。イルカやアシ
カ、ペンギン、クラゲ、魚のショーは毎日開催！生き物たちとの距離がぐっと縮まる、わくわくドキドキ冒険水族館です。
アクセス：小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」下車・徒歩3・分
営業時間：3月～11月…9：00～17：00　12月～2月…10：00～17：00
　　　　　※但し、大型連休、イベント等により変更あり
　　　　　※最終入場は閉館時間の1時間前まで
TEL：0466-29-9960
http://www.enosui.com/

申込期間 　1月7日（月）9:00～1月18日（金）17:00
提供枚数 　50枚
提供価格 　・大人1,400円（一般価格2,400円）・

高校生1,000円（一般価格1,500円）・
小中学生600円（一般価格1,000円）・
幼児（3歳以上）300円（一般価格600円）

有効期限 　～2019年7月末日
申込方法 　電話のみ03-3733-6107
引き渡し 　1月31日（木）9:00～窓口で現金と引き換え。
注意事項 　申込後の変更や取り消しは一切できません。

新江ノ島水族館　入場券

新・北斎展 HOKUSAI UPDATED 先着

Bunkamura・ザ・ミュージアム［渋谷駅］
一般［20枚］・900円（前売1,300円）

2月9日（土）～4月7日（日）
※月曜日、2月12日(火)は休室。ただし、2月11日(月・祝)、4月1日（月）は開室。
9:30～17:30※入室は閉室の30分前まで�
※金曜日、3月23日（土）、30日（土）、4月6日（土）は20:00まで

本展は、1970年に刊行された美術史家・
辻惟雄による『奇想の系譜』に基づく、江戸
時代の「奇想の絵画」の決定版です。
※中学生以下は無料
※�身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳・
被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料
※�毎月第３土・翌日曜日は家族ふれあいの日により、18歳未満の子
を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般当日料金の半額（い
ずれも証明できるものをご持参ください）
※�2月20日(水)、3月20日(水)はシルバーデーにより65歳以上の方
は無料（要証明）。そのため混雑が予想されます。
※�都内の小学・中学・高校生ならびにこれに準ずる者とその引率の
教員が�学校教育活動として観覧するときは無料（事前申請が必要）
※会期中1枚につき、1名様1回限り有効
※本券の変更・払戻・再発行は致しません
※今後の諸事情により、開室日、開室時間等を変更する場合がございます。
　最新情報は展覧会公式サイトにてご確認ください。
　　　　　　https://kisou2019.jp
※駐車場はございませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※未就学児無料
※�障がい者手帳をお持ちの方とその介助者（1名まで）は、当日料金の半
額となります。（入館の際に障がい者手帳をご提示ください。）
※会期中1枚につき1名様1回限り有効
※�入館引換券のお渡しとなります。ご来館当日は、チケットカウンター
（森タワー3階）にて、当日入館券とお引換ください。 ※本券の変更・払戻・再発行は致しません.

先着
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全国

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会
●お届け時にこのクーポンを配達員にお渡しください。
●他のクーポンや割引・商品サービス、お持ち帰り割引との併用はできません。
●コピー利用不可

ドミノ・ピザ
DOMINO'S PIZZA

%OFF
●ご注文の際にクーポン番号「LS－15」と必ずお申し出く
ださい。●ピザ、ホットサブ、リゾット、パスタのいずれかを
含む1,000円（税抜）以上から配達します。●配達可能地
域のみ有効です。

申込No.0048863【有効期限2019年3月31日】

【ご注文商品金額より】15

キリトリクーポンご利用ガイドキリトリクーポンご利用ガイド
● ご利用時にクーポンを切り取ってお使いください。
● 他の特典・割引・サービス券との併用はできません。
● コピー利用はできません。
● ご利用時の注意事項・ご利用可能人数は各クーポンの券面をご確認ください。
● 精算後のクーポン提出は特典適用できませんのでご注意ください。
● 有効期限は商品により異なります。各クーポンの券面をご確認ください。
● 各クーポンの利用可能店舗は公式HPでご確認ください。利用できない店舗が
　 ある場合は各クーポンの券面に記載しております。

コールド・ストーン・クリーマリー

●1枚につき5名様まで適用 
●他の割引券との併用不可
●その他サービス、キャンペーンとの併用不可
●一部、対象外商品もございます。
●コピー利用不可

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会

全国

コールド・ストーン・クリーマリー
COLD STONE CREAMERY

申込No.5034024【有効期限2019年3月31日】

【お会計より】10%OFF

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

カラオケの鉄人

【一般室料】30％OFF
会員特典 申込NO.7013058

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※フリータイムも一般室料より30％OFF ※他のクーポンとの併用不可 
※１枚につき１グループまで利用可能 ※パーティープランにはご利用い
ただけません。 ※ご入室前にご提出ください。 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

関東

5LC88YPO2

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

室料

または

会員特典 申込NO.7009655

30％OFF（フリータイムは10％OFF）
ポテトフライ1皿サービス

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回のご利用につき、1グループ1枚のみ ※他の特典との併用不可 
※コピー利用不可 ※受付時に提出ください。 ※店舗によってサービスが
異なることがあります。 ※特別期間中（年末年始・GW・夏休み期間）など
は利用不可 クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会
お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

典
特
員
会

 
生ビール（中）半額

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔77〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔915〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※本券1枚で1回限り
1組全員がご利用いただけます。 ※割引の上限は5,000円ま
で。 ※他の会員特典およびセール（食べ飲み放題・チケット
バックセール等）との併用はできません。ランチ・モーニング時
はご利用できません。 ※20歳未満の飲酒はお断りいたしてお
ります。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 ※均一
業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 ※コピー
利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

※特典の適用には諸条件がございます。必ず会
員専用サイトでご確認のうえ、ご利用ください。
　※クーポンの併用不可。※割引の対象は上限
5,000円までとさせていただきます。　※20歳未
満の飲酒はお断りしております。

典
特
員
会

 
お会計10%OFF

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔52〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔914〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※2名様以上ご利用
時のみ有効です。  ※割引の上限は3,000円まで。 ※本券1枚
で1回限り1組全員がご利用いただけます。 ※他の会員特典
およびセール（食べ飲み放題・チケットバックセール等）との
併用はできません。ランチ・モーニング時はご利用できませ
ん。（宴会コースは利用可） ※20歳未満の飲酒はお断りいた
しております。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 
※均一業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 
※コピー利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

【ご利用時の注意事項】※コピー利用不可　※他の割引券との併用不可
※お会計時に本券をお渡しください。本券は回収いたします。※本券1枚／1回限りご利用につき、1足
1メニューの通常価格から割引いたします。複数足の割引はできません。※混雑状況によっては時間や日数
がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※店舗によっては取り扱いがないサービスがござ
います。※必要事項未記入のクーポンは無効です。必ずご記入ください。

福利厚生倶楽部

通常価格より

10%OFF
2019年3月31日（日）まで有効

ヒール修理・
かかとのゴム交換
ヒール＆ソールの
セット修理

または

いますぐ使える
切り取りクーポン
いますぐ使える
切り取りクーポン

割引クーポン
いろいろ

使ってお得！！
割引クーポン

いろいろ

使ってお得！！

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

メガネ・サングラス
コンタクトレンズ・補聴器

※他の割引券との併用、精算後の提出、換金、商用目的、
インターネット･金券ショップ等での購入利用は一切無効 
※特価品は対象外 ※コピー利用不可

指定店コード：2-1112 【有効期限：2019年3月31日（日）まで】

全国

15%OFF

キリトリ キリトリ キリトリ

キリトリ キリトリ キリトリ

キリトリ キリトリ

キリトリ キリトリ

キリトリ

キリトリ

キリトリ

キリトリ

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
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リ

キ
リ
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リ
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リ
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リ
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リ

キ
リ
ト
リ

キリトリ

キ
リ
ト
リ
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リ
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リ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

全国

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会
●お届け時にこのクーポンを配達員にお渡しください。
●他のクーポンや割引・商品サービス、お持ち帰り割引との併用はできません。
●コピー利用不可

ドミノ・ピザ
DOMINO'S PIZZA

%OFF
●ご注文の際にクーポン番号「LS－15」と必ずお申し出く
ださい。●ピザ、ホットサブ、リゾット、パスタのいずれかを
含む1,000円（税抜）以上から配達します。●配達可能地
域のみ有効です。

申込No.0048863【有効期限2019年3月31日】

【ご注文商品金額より】15

キリトリクーポンご利用ガイドキリトリクーポンご利用ガイド
● ご利用時にクーポンを切り取ってお使いください。
● 他の特典・割引・サービス券との併用はできません。
● コピー利用はできません。
● ご利用時の注意事項・ご利用可能人数は各クーポンの券面をご確認ください。
● 精算後のクーポン提出は特典適用できませんのでご注意ください。
● 有効期限は商品により異なります。各クーポンの券面をご確認ください。
● 各クーポンの利用可能店舗は公式HPでご確認ください。利用できない店舗が
　 ある場合は各クーポンの券面に記載しております。

コールド・ストーン・クリーマリー

●1枚につき5名様まで適用 
●他の割引券との併用不可
●その他サービス、キャンペーンとの併用不可
●一部、対象外商品もございます。
●コピー利用不可

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会

全国

コールド・ストーン・クリーマリー
COLD STONE CREAMERY

申込No.5034024【有効期限2019年3月31日】

【お会計より】10%OFF

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

カラオケの鉄人

【一般室料】30％OFF
会員特典 申込NO.7013058

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※フリータイムも一般室料より30％OFF ※他のクーポンとの併用不可 
※１枚につき１グループまで利用可能 ※パーティープランにはご利用い
ただけません。 ※ご入室前にご提出ください。 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

関東

5LC88YPO2

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

室料

または

会員特典 申込NO.7009655

30％OFF（フリータイムは10％OFF）
ポテトフライ1皿サービス

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回のご利用につき、1グループ1枚のみ ※他の特典との併用不可 
※コピー利用不可 ※受付時に提出ください。 ※店舗によってサービスが
異なることがあります。 ※特別期間中（年末年始・GW・夏休み期間）など
は利用不可 クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会
お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

典
特
員
会

 
生ビール（中）半額

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔77〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔915〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※本券1枚で1回限り
1組全員がご利用いただけます。 ※割引の上限は5,000円ま
で。 ※他の会員特典およびセール（食べ飲み放題・チケット
バックセール等）との併用はできません。ランチ・モーニング時
はご利用できません。 ※20歳未満の飲酒はお断りいたしてお
ります。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 ※均一
業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 ※コピー
利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

※特典の適用には諸条件がございます。必ず会
員専用サイトでご確認のうえ、ご利用ください。
　※クーポンの併用不可。※割引の対象は上限
5,000円までとさせていただきます。　※20歳未
満の飲酒はお断りしております。

典
特
員
会

 
お会計10%OFF

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔52〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔914〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※2名様以上ご利用
時のみ有効です。  ※割引の上限は3,000円まで。 ※本券1枚
で1回限り1組全員がご利用いただけます。 ※他の会員特典
およびセール（食べ飲み放題・チケットバックセール等）との
併用はできません。ランチ・モーニング時はご利用できませ
ん。（宴会コースは利用可） ※20歳未満の飲酒はお断りいた
しております。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 
※均一業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 
※コピー利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

【ご利用時の注意事項】※コピー利用不可　※他の割引券との併用不可
※お会計時に本券をお渡しください。本券は回収いたします。※本券1枚／1回限りご利用につき、1足
1メニューの通常価格から割引いたします。複数足の割引はできません。※混雑状況によっては時間や日数
がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※店舗によっては取り扱いがないサービスがござ
います。※必要事項未記入のクーポンは無効です。必ずご記入ください。

福利厚生倶楽部

通常価格より

10%OFF
2019年3月31日（日）まで有効

ヒール修理・
かかとのゴム交換
ヒール＆ソールの
セット修理

または

いますぐ使える
切り取りクーポン
いますぐ使える
切り取りクーポン

割引クーポン
いろいろ

使ってお得！！
割引クーポン

いろいろ

使ってお得！！

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

メガネ・サングラス
コンタクトレンズ・補聴器

※他の割引券との併用、精算後の提出、換金、商用目的、
インターネット･金券ショップ等での購入利用は一切無効 
※特価品は対象外 ※コピー利用不可

指定店コード：2-1112 【有効期限：2019年3月31日（日）まで】

全国

15%OFF
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全国

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会
●お届け時にこのクーポンを配達員にお渡しください。
●他のクーポンや割引・商品サービス、お持ち帰り割引との併用はできません。
●コピー利用不可

ドミノ・ピザ
DOMINO'S PIZZA

%OFF
●ご注文の際にクーポン番号「LS－15」と必ずお申し出く
ださい。●ピザ、ホットサブ、リゾット、パスタのいずれかを
含む1,000円（税抜）以上から配達します。●配達可能地
域のみ有効です。

申込No.0048863【有効期限2019年3月31日】

【ご注文商品金額より】15

キリトリクーポンご利用ガイドキリトリクーポンご利用ガイド
● ご利用時にクーポンを切り取ってお使いください。
● 他の特典・割引・サービス券との併用はできません。
● コピー利用はできません。
● ご利用時の注意事項・ご利用可能人数は各クーポンの券面をご確認ください。
● 精算後のクーポン提出は特典適用できませんのでご注意ください。
● 有効期限は商品により異なります。各クーポンの券面をご確認ください。
● 各クーポンの利用可能店舗は公式HPでご確認ください。利用できない店舗が
　 ある場合は各クーポンの券面に記載しております。

コールド・ストーン・クリーマリー

●1枚につき5名様まで適用 
●他の割引券との併用不可
●その他サービス、キャンペーンとの併用不可
●一部、対象外商品もございます。
●コピー利用不可

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会

全国

コールド・ストーン・クリーマリー
COLD STONE CREAMERY

申込No.5034024【有効期限2019年3月31日】

【お会計より】10%OFF

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

カラオケの鉄人

【一般室料】30％OFF
会員特典 申込NO.7013058

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※フリータイムも一般室料より30％OFF ※他のクーポンとの併用不可 
※１枚につき１グループまで利用可能 ※パーティープランにはご利用い
ただけません。 ※ご入室前にご提出ください。 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

関東

5LC88YPO2

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

室料

または

会員特典 申込NO.7009655

30％OFF（フリータイムは10％OFF）
ポテトフライ1皿サービス

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回のご利用につき、1グループ1枚のみ ※他の特典との併用不可 
※コピー利用不可 ※受付時に提出ください。 ※店舗によってサービスが
異なることがあります。 ※特別期間中（年末年始・GW・夏休み期間）など
は利用不可 クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会
お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

典
特
員
会

 
生ビール（中）半額

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔77〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔915〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※本券1枚で1回限り
1組全員がご利用いただけます。 ※割引の上限は5,000円ま
で。 ※他の会員特典およびセール（食べ飲み放題・チケット
バックセール等）との併用はできません。ランチ・モーニング時
はご利用できません。 ※20歳未満の飲酒はお断りいたしてお
ります。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 ※均一
業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 ※コピー
利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

※特典の適用には諸条件がございます。必ず会
員専用サイトでご確認のうえ、ご利用ください。
　※クーポンの併用不可。※割引の対象は上限
5,000円までとさせていただきます。　※20歳未
満の飲酒はお断りしております。

典
特
員
会

 
お会計10%OFF

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔52〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔914〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※2名様以上ご利用
時のみ有効です。  ※割引の上限は3,000円まで。 ※本券1枚
で1回限り1組全員がご利用いただけます。 ※他の会員特典
およびセール（食べ飲み放題・チケットバックセール等）との
併用はできません。ランチ・モーニング時はご利用できませ
ん。（宴会コースは利用可） ※20歳未満の飲酒はお断りいた
しております。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 
※均一業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 
※コピー利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

【ご利用時の注意事項】※コピー利用不可　※他の割引券との併用不可
※お会計時に本券をお渡しください。本券は回収いたします。※本券1枚／1回限りご利用につき、1足
1メニューの通常価格から割引いたします。複数足の割引はできません。※混雑状況によっては時間や日数
がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※店舗によっては取り扱いがないサービスがござ
います。※必要事項未記入のクーポンは無効です。必ずご記入ください。

福利厚生倶楽部

通常価格より

10%OFF
2019年3月31日（日）まで有効

ヒール修理・
かかとのゴム交換
ヒール＆ソールの
セット修理

または

いますぐ使える
切り取りクーポン
いますぐ使える
切り取りクーポン

割引クーポン
いろいろ

使ってお得！！
割引クーポン

いろいろ

使ってお得！！

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

メガネ・サングラス
コンタクトレンズ・補聴器

※他の割引券との併用、精算後の提出、換金、商用目的、
インターネット･金券ショップ等での購入利用は一切無効 
※特価品は対象外 ※コピー利用不可

指定店コード：2-1112 【有効期限：2019年3月31日（日）まで】

全国

15%OFF
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全国

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会
●お届け時にこのクーポンを配達員にお渡しください。
●他のクーポンや割引・商品サービス、お持ち帰り割引との併用はできません。
●コピー利用不可

ドミノ・ピザ
DOMINO'S PIZZA

%OFF
●ご注文の際にクーポン番号「LS－15」と必ずお申し出く
ださい。●ピザ、ホットサブ、リゾット、パスタのいずれかを
含む1,000円（税抜）以上から配達します。●配達可能地
域のみ有効です。

申込No.0048863【有効期限2019年3月31日】

【ご注文商品金額より】15

キリトリクーポンご利用ガイドキリトリクーポンご利用ガイド
● ご利用時にクーポンを切り取ってお使いください。
● 他の特典・割引・サービス券との併用はできません。
● コピー利用はできません。
● ご利用時の注意事項・ご利用可能人数は各クーポンの券面をご確認ください。
● 精算後のクーポン提出は特典適用できませんのでご注意ください。
● 有効期限は商品により異なります。各クーポンの券面をご確認ください。
● 各クーポンの利用可能店舗は公式HPでご確認ください。利用できない店舗が
　 ある場合は各クーポンの券面に記載しております。

コールド・ストーン・クリーマリー

●1枚につき5名様まで適用 
●他の割引券との併用不可
●その他サービス、キャンペーンとの併用不可
●一部、対象外商品もございます。
●コピー利用不可

ご利用日 お名前年 　　月 　　日

氏　名 大田区産業振興協会

全国

コールド・ストーン・クリーマリー
COLD STONE CREAMERY

申込No.5034024【有効期限2019年3月31日】

【お会計より】10%OFF

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.0049696

室料20%OFF（飲み放題付き）
※20時以降は10%OFF
【クーポンコード】
20%：14　10%：114

関東

カラオケルーム
歌広場

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他のキャンペーン・クーポンとの併用不可 ※飲み放題プランは1枚に
つきグループ全員利用可 ※基本料金は店舗により異なります。 ※コピー
利用不可  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

カラオケの鉄人

【一般室料】30％OFF
会員特典 申込NO.7013058

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※フリータイムも一般室料より30％OFF ※他のクーポンとの併用不可 
※１枚につき１グループまで利用可能 ※パーティープランにはご利用い
ただけません。 ※ご入室前にご提出ください。 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

関東

5LC88YPO2

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

室料

または

会員特典 申込NO.7009655

30％OFF（フリータイムは10％OFF）
ポテトフライ1皿サービス

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回のご利用につき、1グループ1枚のみ ※他の特典との併用不可 
※コピー利用不可 ※受付時に提出ください。 ※店舗によってサービスが
異なることがあります。 ※特別期間中（年末年始・GW・夏休み期間）など
は利用不可 クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会
お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

お会計より 10％OFF

会員特典 申込NO.5025112

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※1回または1枚のご提示でグループ全員へ適用可 ※他の割引券との併
用不可 ※ランチタイム・コース利用不可 ※コピー利用不可

クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

人　　数 人

ご利用日 年　 　月　 　日

典
特
員
会

 
生ビール（中）半額

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔77〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔915〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※本券1枚で1回限り
1組全員がご利用いただけます。 ※割引の上限は5,000円ま
で。 ※他の会員特典およびセール（食べ飲み放題・チケット
バックセール等）との併用はできません。ランチ・モーニング時
はご利用できません。 ※20歳未満の飲酒はお断りいたしてお
ります。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 ※均一
業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 ※コピー
利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

※特典の適用には諸条件がございます。必ず会
員専用サイトでご確認のうえ、ご利用ください。
　※クーポンの併用不可。※割引の対象は上限
5,000円までとさせていただきます。　※20歳未
満の飲酒はお断りしております。

典
特
員
会

 
お会計10%OFF

白木屋、笑笑、魚民、
千年の宴、山内農場、
目利きの銀次

コピー利用不可

“値引き”区分 〔52〕 で値引き対応 ”HTNo” 〔914〕
有効期限： 2019年3月31日（日）

全国

※入店時にクーポンをご提示ください。 ※2名様以上ご利用
時のみ有効です。  ※割引の上限は3,000円まで。 ※本券1枚
で1回限り1組全員がご利用いただけます。 ※他の会員特典
およびセール（食べ飲み放題・チケットバックセール等）との
併用はできません。ランチ・モーニング時はご利用できませ
ん。（宴会コースは利用可） ※20歳未満の飲酒はお断りいた
しております。 ※会計時に再度クーポンをご提出ください。 
※均一業態・バリヤス酒場・豊後高田どり酒場は利用不可 
※コピー利用不可

会計担当者へ このクーポン券は
全国店舗で利用可能です。

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

【ご利用時の注意事項】※コピー利用不可　※他の割引券との併用不可
※お会計時に本券をお渡しください。本券は回収いたします。※本券1枚／1回限りご利用につき、1足
1メニューの通常価格から割引いたします。複数足の割引はできません。※混雑状況によっては時間や日数
がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。※店舗によっては取り扱いがないサービスがござ
います。※必要事項未記入のクーポンは無効です。必ずご記入ください。

福利厚生倶楽部

通常価格より

10%OFF
2019年3月31日（日）まで有効

ヒール修理・
かかとのゴム交換
ヒール＆ソールの
セット修理

または

いますぐ使える
切り取りクーポン
いますぐ使える
切り取りクーポン

割引クーポン
いろいろ

使ってお得！！
割引クーポン

いろいろ

使ってお得！！

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

会員特典 申込NO.7000604
月～木・祝日 室料30％OFF
金・土・祝前日 室料20％OFF
フリータイム 室料  5％OFF
ドリンクバー付き・飲み放題コース 総額  5％OFF

全国

ご利用時、本券に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
※他の割引・サービスとの併用不可 ※1枚につき1グループまで有効 
※ご利用の際は受付時にご提出ください。 ※ビッグエコーメンバー特典

（会員料金・ポイント付与・ポイント値引）との併用不可 ※飲み放題込み
料金制・コース・パックをご利用の場合は総額5％割引とさせていただき
ます。 ※パーティーコースの併用不可 ※1ドリンクオーダー制の料金
コースでご利用いただく場合は、ご利用料金に加えてお一人様1ドリンク
のご注文をお願いいたします。 ※コピー利用不可
  クーポン有効期限：2019年3月31日（日）

ご利用日 年　 　月　 　日

様

人人　数

氏　名 大田区産業振興協会

典
特
員
会
お会計金額の 10%OFF
上島珈琲店

大田区産業振興協会 利用人数（合計）　　　人 利用日　　　月　　　日

【有効期限：2019年3月31日（日）まで】 リロクラブ

※他の特典、割引、サービス券との併用はできません。　※プレシャスポイントはご利用で
きません。　※現金でのお支払いに限ります。　※ご利用は上島珈琲店のみとなります。
他の系列店ではご利用いただけません。　※コピー利用不可

全国

メガネ・サングラス
コンタクトレンズ・補聴器

※他の割引券との併用、精算後の提出、換金、商用目的、
インターネット･金券ショップ等での購入利用は一切無効 
※特価品は対象外 ※コピー利用不可

指定店コード：2-1112 【有効期限：2019年3月31日（日）まで】

全国

15%OFF
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事務局からのお知らせ
毎年2月は会報休刊月です！
最新情報やお知らせは、ウェブサイトでご確認ください。http://www.pio-ota.jp/fureai/

第4期会費引落しは1月26日！
引落口座の残高を今一度ご確認くださいますようお願いいたします。前納が基本です。・
引落しができない状態が続くと予告なしに強制退会となります。

退会手続は毎月25日まで！
退会時には「退会届」を窓口または郵送でお送りいただく必要があります。（ＦＡＸ不可）・
※書式はガイドブックまたはダウンロードで。退会届の到着が25日を過ぎた場合、翌月退会となりますのでご注意ください。

郵送サービス
ご来館が難しい場合は、チケット類と振込用紙を自宅または事業所にお送りします。・
〇合計金額が5,000円未満：普通郵便で翌営業日に投函・
〇合計金額が5,000円以上：簡易書留郵便（送料400円は会員ご負担）で翌水曜日に投函

今年度の給付金請求はお済みですか？
特にお子様が平成30年度に小・中学校へ入学された方は、3月29日（金）までにお手続きをお願いします。

チケットの転売等について
購入されたチケットについては、譲渡・転売を禁止しております。譲渡・転売の事実が明らかになった場合は、当共済
会員除名の対象となりますのでご注意ください。

会員証について
窓口でチケットをご購入の際は必ず会員証の呈示をお願いします。

スパ・ラクーアは東京ドームシティの中に位置し、豊かな天然温泉とサウナ、各種トリートメントサロン、・
ヘルシーなレストラン＆カフェや広いリラクゼーションスペースを備えた、「トータルでキレイがかなう」温浴施設です。
申込期間 　1月7日（月）9:00～1月18日（金）17:00〈先着〉
提供枚数 　50枚（1会員4枚まで）
提供価格 　・1,500円（一般価格2,850円）※・深夜1:00～早朝6:00のご在館は、深夜割増料金（1,944円）、土日祝・特定日のご利用は、

休日割増料金（324円）が別途かかります。※休館日:2019年4月1日（月）・2日（火）

有効期限 　～2019年6月末日
申込方法 　電話のみ03-3733-6107
引き渡し 　1月28日（月）9:00～・窓口で現金と引き換え。
注意事項 　申込後の変更や取り消しは一切できません。

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア 入館券 先着


