【第24回日本糖尿病教育・看護学会学術集会】R1.9/20～9/22特別サービス参加店舗一覧表
期間中、学術集会の参加証を提示すると下記の割引サービスが受けられます
ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

ホテルスプリングス幕張
（http://www.springs.co.jp/restaurant/index.html）

ホテルグリーンタワー幕張
（https://www.greentower.co.jp/restaurant/）

ホテル ザ・マンハッタン
（https://www.the-manhattan.co.jp/restaurant/）

ホテルフランクス

翠嵐（中国料理）

お食事ご利用の方に限り、１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

玄海（日本料理）

お食事ご利用の方に限り、１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

カーメル（ブッフェレストラン）

お食事ご利用の方に限り、１杯ドリンクサービス（グラスワイン or ソフトドリンク）

ラ・フォーレ（ビュッフェレストラン）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

桂翠（和食・中華）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

おりじん（日本料理）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

ベラ ルーサ（フランス料理）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

ザ・テラス（レストラン・ラウンジ）

飲食代金の５％割引(ランチ及びディナータイム）

ＢＢＢラウンジ(レストラン・ラウンジ)

3,000円(税サ込)でフリードリンク(アルコール含)・フリーフード(セルフスタイル)

SATSUKI(オールデイダイニング）

サービス料５０％割引(ランチ及びディナータイム) ※個室は除く

ザ・ラウンジ（ティー＆カクテル）

サービス料５０％割引

ラ・ベランダ（バイキングレストラン）

お料理代金からランチタイム・・・200円割引。 ディナータイム・・・300円割引。
＊その他の割引・特典との併用不可

スカイクルーズマクハリ（ダイニング＆バー）

アパホテルオリジナルＰＢ商品プレゼント

七海（鉄板焼）

アパホテルオリジナルＰＢ商品プレゼント

ラ ジュエ ド シエル幕張（カジュアルフレンチレストラン）

飲食代金より１０％OFF(終日） ＊現金支払いに限る。 要予約。
貸切パーティー 幹事様1名様無料 もしくは 30分延長料金無料

ＴＫＰガーデンシティ幕張

48階会議室：10％割引
地下会議室：30％割引

太陽楼（飲茶バイキング)

ランチタイムのみ１０％割引（１１：４５～１５：００） ＊現金支払いに限る

幕張七十二（和食レストラン）

ディナータイムのみ3,000円以上ご利用の方にワンドリンクサービス

ＭＯＭＯ ＣＡＦＥ（ピッツァ＆カフェ）

2,000円以上ご利用の方飲食代金より１０％OFF （17：00～26：00） ＊その他の割引・セットメニューとの併用不可

GREEN TIME（ファーマーズキッチン）

メインディッシュ（オムライス等）、サラダ単品、デザート単品オーダーでドリンク無料+３００円でデザート
テイクアウトドリンクLサイズがMサイズ料金

mr.kanso(缶詰バー)

3,000円以上ご利用の方飲食代金より１０％OFF

（https://www.francs.co.jp/restaurant/）

ホテルニューオータニ幕張
（https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/）

アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞
（https://www.apahotel.com/restaurant/search_result/）

ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

アパホテル＆リゾート＜東京ベイ幕張＞
（https://www.apahotel.com/restaurant/search_result/）

幕張テクノガーデン（MTG）

リゾートスパ アリュメール（リラクゼーションサロン）

60分以上のメニューに限り、各クーポンより500円割引。

ピーターバード（輸入雑貨）

3,000円以上お買い上げで可愛い小物雑貨プレゼント

スリークォーター（ブティック）

セール品以外、10％OFF

プロスパー（ブティック）

10％OFF

エスニック料理にんにくに４（エスニック料理）

ディナータイム（17：00～23：00）のみ １グループお会計から500円引

（https://www.mtg-bld.co.jp/店舗-サービス/24fスカイレ
味一献土風炉幕張テクノガーデン店（居酒屋）
ストラン-d棟/）

ディナータイム（17：00～23：00）のみ １ドリンクサービス

謝朋殿（中国料理）

飲食代より５％ＯＦＦ（終日）

居酒家土間土間幕張テクノガーデン店（居酒屋）

ディナータイム（17：00以降）のみ 飲食代より10％ＯＦＦ

マクドナルド（ハンバーガー）

ビッグマックセット（ポテトＭ・ドリンクＭ）を購入の方、アップルパイ１個サービス

（アウトレットモール）

1F総合案内所で館内店舗で優待割引などが利用できる「スペシャルクーポン」プレゼント！
※他の割引との併用不可

プレナ幕張

有賀藤 （お好み焼・もんじゃ焼・鉄板焼）

お会計より 10％ 割引

（https://plenamakuhari.com/shop/?category=gourmet）

はなの舞 （海鮮居酒屋）

16時以降ご飲食代10％ＯＦＦ（割引上限金額10,000円まで）
※他割引との併用は不可

野郎ラーメン・大ふく屋（ラーメン）

トッピング 海苔 サービス

サンマルクカフェ （カフェ）

お土産チョコクロ1箱をご購入のお客様に チョコクロ 又は 季節チョコクロ 1個プレゼント

鎌倉パスタ （生パスタ専門店）

お会計より 5％OFF

スパゲッティーのパンチョ（ナポリタン専門店）

お好きなトッピング1品無料サービス

リフレッシュサロン・ピュア （リラクゼーション整体）

40分以上のコース10％割引 60分以上のコース1,000円割引

くまざわ書店（書籍・文具）

Ｋポイントカード提示で ポイント3倍付与

バトラー（雑貨・薬店）

お会計より 5％割引（一部対象外有り）

海鮮餃子 帆船（ジャンク） （中国家庭料理）

16時以降のご来店： ご注文の際に専用のバッチを提示でドリンク 1杯サービス（人数分）

さくら水産 （海産物居酒屋）

ディナータイム時 ： お一人様 お会計が「現金払いで税抜 1,500円以上」の場合、5％ 割引
※宴会 ・ 他サービス券との併用は不可

温野菜（しゃぶしゃぶ）

17時以降のご来店：5,000円以上のお会計で10％ＯＦＦ

オールウェイズ（アイリッシュパブ）

19時以降のご来店：ご注文時に専用のバッチを提示でウェルカムサービス（軽いおつまみ）
※その他割引サービスとの併用は不可

三井アウトレットパーク幕張
（https://mitsui-shoppingpark.com/mop/makuhari/search/result.html?catego
ry=gr）

ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

ペリエ海浜幕張

そばいち（そば）

（https://www.perie.co.jp/kaihinmakuhari/shopsearc
TOKYO 豚骨 BASE MADE by 博多一風堂（ラーメン）
h/）
ハニーズバー（ジュース）

山菜トッピングサービスまたは大盛り無料
替玉または煮玉子サービス
R・Lサイズ３０円引き

イオンモール幕張新都心

【グランドモール】

（https://makuharishintoshinaeonmall.com/shop/lists/）

axes femme premium（アクシーズファム プレミアム）

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く ※他割引との併用不可

エールデルクールブラン

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

fran de lingerie

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

m.f.エディトリアル

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く

ヘザー

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

ローリーズファーム

店頭表示価格より5%OFF

グリーンパークストピック

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

ジーランド

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

とみや

店頭表示価格より5%OFF ※一部除外品あり

コンタクトのアイシティ

店頭表示価格より10%OFF ※他割引との併用不可

タイムステーションNEO

・10,000円（税抜）以上の商品 店頭表示価格より5%OFF
・電池交換 店頭表示価格より500円引き ※セール品を除く

スタディオエス

自店ポイントカードポイント2倍

It’s up to you

店頭表示価格より5%OFF ※セール品、特価品を除く

CIRCUS by PARIS JULIET

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

コスメーム

お買い上げの方に、コスメームオリジナルあぶらとり紙プレゼント

THE BODY SHOP

ご来店で「お肌の悩みに合わせた」フェイスケアサンプルをプレゼント

DHC直営店

ご来店で「お肌の悩みに合わせた」フェイスケアサンプルをプレゼント

RIDERS FACT

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く

パレットプラザ

店頭表示価格より5%OFF ※セール品を除く

Style

ノベルティプレゼント ※30,000円(税込)以上ご購入のお客様

ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

イオンモール幕張新都心

POLA

サンプルプレゼント

（https://makuharishintoshinaeonmall.com/shop/lists/）

HONOLULU COFFEE

店頭表示価格より10%OFF ※一部商品を除く※他割引との併用不可

銀だこｷｯﾁﾝ

自店スタンプカード スタンプ2倍

金沢まいもん寿司

お食事ご注文のお客さまに1枚でソフトドリンク1杯サービス ※塩サイダーを除く

牛たん炭焼 利久

ソフトドリンク1杯orグラスビール1杯orとろろプレゼント※ご注文時にご提示

紅虎餃子房

やみつき餃子（6個入り）半額 本体価格210円（税抜） ※ご注文時にご提示ください

花粥

お食事ご注文のお客さまに選べるスイーツorソフトドリンク1杯サービス

八献

お会計より10%OFF ※他の割引との併用不可

中国老舗 天津飯店

店頭表示価格より10%OFF ※お食事ご注文のお客さま

VILLAGE VANGUARD DINER

『セット』のポテト2倍

恵比寿かつ彩

店頭表示価格より全品10%OFF ※他割引との併用不可

インドカレー＆ナン ムンバイ

店頭表示価格より5%OFF ※お食事ご注文のお客さま

明洞食堂

ごはん大盛サービス

One Dish Pizza Meal

店頭表示価格より5%OFF ※お料理のみ対象

ティーヌン

アイスジャスミン茶1杯サービス ※お食事をご注文のお客さま

牧場創菓momom（モーマム）

ソフトクリームご注文で1巻増量

ペッシェドーロ

パンケーキ1品ご注文でパンケーキ1枚サービス ※ご注文時にご提示

竹清(ちくせい)

1杯につきうどん大盛サービス

麵屋 心

半券ご提示で50円OFF ※麵メニューご注文のお客さまに限ります。※お子さまラーメンは除きます。

リアット！

靴鞄修理・クリーニング5%OFF ※一部商品を除く

ＡＢＣクッキングスタジオ

ご来店いただくとエコバッグと無料紹介チケットプレゼント

海底撈火鍋

店頭表示価格より20％ＯＦＦ※スープ、調味料を除く単品料理が対象※他割引との併用不可

神戸六甲道ぎゅんた

ソフトドリンク1杯サービス ※お食事をご注文のお客さま

サンマルクカフェ

店頭表示価格より5％OFF

ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

イオンモール幕張新都心

重慶厨房

1,000円(税込)以上ご注文のお客さま ソフトドリンク1杯無料

（https://makuharishintoshinaeonmall.com/shop/lists/）

namuco/eggnam

クレーンゲーム1回無料

Hamilton essence

自店スタンプカード1スタンププレゼント

Flor by Rew de Rew

店頭表示価格より5％OFF ※一部商品を除く

BULLS GRILL

お食事ご注文のお客さま ドリンクバーサービス

ベーカリーレストラン サンマルク

2,160円(税込)以上ご注文のお客さま お土産のパンプレゼント

ナチュラルボディ

全コース店頭表示価格より5%OFF ※他割引との併用不可

【ペットモール】
アクアステージ21

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く ※セール品を除く

ミニストップ

ソフトクリームバニラ50円引き

【ファミリーモール】
ベビードール

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

バーンズソーホーストリート

店頭表示価格より5%OFF ※付属品、一部商品を除く

クレアーズ

店頭表示価格より5%OFF

チェルシーニューヨーク

店頭表示価格より5%OFF ※一部商品を除く

パセリハウス

自店ポイント2倍※他特典との併用不可

おひつごはん 四六時中

店頭表示価格より5%OFF ※お食事ご注文のお客さま

さぬき麺市場

うどん1杯につきドリンク1杯サービス

築地銀だこ

8個入り(各種)ご注文でドリンク1杯サービス

モスバーガー

ドリンクSサイズ 1杯サービス ※お食事ご注文のお客さま

幸楽苑

ソフトドリンク50％OFF ※お食事ご注文のお客さま

ペコちゃん だいすき

ソフトクリームのトッピングorソース無料

モーリーファンタジー

メダル20枚プレゼント

Re.Ra.Ku

全コース店頭表示価格より5%OFF ※他割引との併用不可

ホテル/商業施設名

店舗名（種別）

割引内容

（ホテル/商業施設のＨＰアドレス）

イオンモール幕張新都心

SPACE ATHLETIC TONDEMI

景品ゲーム1回無料 ※1枚提示につき1回限り有効 ※トンデミ発行のレシートは対象外

（https://makuharishintoshinaeonmall.com/shop/lists/）

ちゃんぽん亭総本家

セットご注文のお客さまドリンク1杯サービス

トイザらス・ベビーザらス

3,000円(税込)以上のご購入でレジにて300円引き

Moff animal café

入場料 店頭表示価格より10％OFF※お一人さま

【アクティブモール】
レジェンドスポーツヒーローズ

30分延長無料

