
■
マ
リ
ナ
ー
ド
地
下
街
特
別
号
／
２
０
１
７
年
（
平
成
29
年
）
10
月
1
日
㈰
号

マリナード地下街特別号4面／担当・中村（内線_5566）／5校

代金10％OFF！

日本製の「美脚パンツ」はストレッチ素材で実用的な履き
心地抜群のアイテム。7号～15号までサイズも豊富にご用
意しております（ウエスト総ゴム）。また、当店定番の「丸衿
チュニック」も各柄、各色ございます。さらにキャリア用スー
ツ、ジャケットなども多数アリ！お気軽にお越しください。
営10：00～20：00 ☎045-222-8180

2000円以上お買い上げの方

（2017年11月末まで  一部商品を除く）

レディースカジュアルウェアを
　　　リーズナブルな値段でご用意！

マル得クーポン

DEN（ファッション）32

この秋もボディ用のマッサージペーストとして大
人気のボディ スムーザー「 ラ・ローゼの香り」（写
真）を限定販売中！ローズの香りに包まれて、つる
つるスベスベボディになれると評判の逸品です

（３５０g１５００円＋税／無鉱物油）。
営10:00～20:00 ☎045-664-4408

（期間・数量限定）

今年も大人気商品が限定入荷しました！

マル得クーポン

ロランジュ（デイリーグッズ）31

粗品プレゼント！
1,500円（税抜）以上お買上の方

粗品プレゼント！（先着20名様）

伊太利屋、ＴＯＫＵＫＯなどの国内有名ブラン
ドをはじめ、直輸入のミラノ・パリコレクション、
そして当店オリジナルブランドなど色々なシー
ンに合わせたお洋服を数多く取り揃えておりま
す！
営10：00～20：00 ☎045-681-6165

お買い上げのお客様に

ミセスのための
　　　　　　「プレタポルテ」専門店！

マル得クーポン

マリリア（ファッション）18

婦人靴を専門的に取扱うショップとして、カ
ジュアルシューズやパンプス、レインシューズな
ど豊富にラインナップ。今ならクーポン利用で
さらにお得な価格でお買い求め頂けます！

営10：00～20：00 ☎045-662-6076

5％OFF！定価3000円以上のアイテム
ご購入の方

10％OFF！定価5000円以上のアイテム
ご購入の方

豊富な品揃えが嬉しい
　　　　　　　「婦人靴専門店」

マル得クーポン

チヨダ（ファッショングッズ）17

10％ＯＦＦ！

「親子で共用できる商品の品揃え」をコンセプ
トに40年、長きにわたり親しまれてきました。さ
らに満足して頂けるお店として今後も精進して
参ります。ぜひこの機会にご来店を心よりお待
ちしております。
営10：00～20：00 ☎045-662-6037

4000円以上のお買い上げで

マリナード誕生と共に開店した
　　　　　　　　　　婦人服専門店

マル得クーポン

アムールB2（ファッション）16

ベーカリーコーナーで焼き上げたパン
オール10円引きにて提供致します！

毎朝7時のオープンより店内で焼き上げたパ
ンをご提供中！パンは毎月3～5品リニューア
ルし、「関内あんぱん」「マリ子くりぃむぱん」

「塩バターパン」等、定番人気商品と共にご用
意しております。
営7：00～22：00 ☎045-663-8600

山崎製パンの運営する
　　　　コンビニエンスチェーンです

マル得クーポン

デイリーヤマザキ横浜マリナード地下街店（グルメ）15

10％ＯＦＦ！

おしゃれが一段と楽しくなる秋ですね。素敵で
おしゃれなコートやジャケット、ワンピースなど、
お手頃な価格でご提供しております。ぜひとも
秋のおしゃれを楽しみましょう！

営10：00～20：00 ☎045-664-3085

5000円以上のアイテム1点に限り

エンジョイ！オータム

マル得クーポン

ルナボニータ（ファッション）14

お会計代金10％OFF！

メガネアモの基本プライスは税込で2,800円、5,250円、7,350
円、10,500円からのリーズナブルなお値段！もちろん価格だけで
なくデザインや商品数、信頼頂ける商品を多く取り揃えてます。
本社直契約のレンズメーカーから直仕入しておりますので、遠近両
用メガネは8,400円からご提供できます。
営10：00～20：30 ☎045-663-7141

5000円以上お買い上げの方

この秋もおススメアイテムがいっぱい！

マル得クーポン

メガネ アモ（ファッショングッズ）13

写真手前の
「抗菌綿棒（200本入）」プレゼント

当店専属のバイヤーたちがセレクトした季節の
アイテムを、よりお求めやすい価格でご案内して
おります。10年来の常連さま方にも愛され続け
ている掘り出し物イッパイのお店です。系列店

「ワンピース」共々、ぜひ一度お越しください！
営10：00～20：00 ☎045-664-7708

2000円以上お買い上げの方に、

ファッションを楽しみたい貴方へ…！

マル得クーポン

ミルーチェ（ファッション）29

結婚式、お呼ばれ、パーティー、発表会、お仕事
用にステージ衣装など、厳選された様々なドレ
スをご用意しております。系列店「ミルーチェ」
共々、ぜひ一度お越しください！

営10：00～20：00 ☎045-651-3255

アットホームなドレス屋です！

マル得クーポン

ワンピース（ファッション）28

写真手前の
「抗菌綿棒（200本入）」プレゼント

2000円以上お買い上げの方に、

全品10％ＯＦＦ！（期間限定）

店内には品質と着心地の良さ、シルエットの美
しさにこだわった上品な大人のファッションが
ズラリ。写真の高級ジャケット（日本製）は通常
価格42,120円（税込のアイテムがセール期
間中から16,200円（税込）！
営10：00～20：00 ☎045-662-6059

5000円以上お買い上げの方

誕生祭特別企画
　　　　　 「オータム・セール」開催！

マル得クーポン

ＮＯＢＵ（ファッション）27

お好きなアクセサリーをプレゼント！

2160円以上（税込）のお買い上げの方に

この秋・冬のトレンド、ファー素材のパンプスな
ど多数入荷しています。ぜひお立ち寄り下さ
い！

営10：00～20：30 ☎045-651-1557

流行りのファッション雑貨が
　　　　　　お手頃価格で揃います

マル得クーポン

Ｗink（ファッショングッズ）26

540円（税込）までの

仏花、カジュアルブーケ、アレンジメント、お祝い
スタンド花や、胡蝶蘭、観葉植物などご希望に
応じてご用意致します。プリザーブドフラワー、
雑貨小物から、土、肥料など幅広い品揃えをお
手頃価格でご提供いたします。
営10:00～20:00 ☎045-651-2627

クーポン持参で

リーズナブルで
　　　 カワイイ花と雑貨のお店です

マル得クーポン

フローリスト ナオ（サービス）25

代金50円引き致します！
切り花、鉢物、プリザードフラワー1000円以上お買い上げの方

オリジナル柄のアニマルメモパッド（写真）
プレゼント！

肌触りの良いインド綿やウールニットのお洋
服、刺繍が華やかなショール、ほっこり温かみ
のあるウールフェルトバッグなど、秋冬を「心地
よくHAPPY」に過ごせるアイテムを多数ご用
意しております！
営10：00～20：30 ☎045-664-5157

3240円（税込）以上お買い上げの方

（数量限定／セール商品は対象外）

見ているだけでも楽しくなるお店です！

マル得クーポン

かんかん関内（ファッショングッズ）19

店内商品10％ＯＦＦ！

サッとかぶるだけで美容院でセットしたてのよう
なスタイルに大変身！イメチェンしたい方に最適
な形状記憶フルウィッヴは3,500円～。また、
髪のボリュームや分け目の白髪が気になる方に
は人毛100％トップピースがおススメです。
営10:00～20:30 ☎045-228-8766

クーポンご持参の方

白髪隠し＆ボリュームアップに
　　　　「人毛ピース」が4,900円～

マル得クーポン

レ・アール（ファッショングッズ）６

半ぎょうざ（４個）無料サービス！

人気メニューのタンメン（写真）をはじめ、モヤ
シソバ、チャーハン、ふかひれ丼、ヤサイイタメ、
ニラレバ、 餃子等々、豊富なメニューを取り揃
えております。ぜひ一度ご賞味ください！

営11：00～21：00 ☎045-650-1555
めん類、炒めもの、ご飯類ご注文の方

本格中華料理を気軽に味わえます

マル得クーポン

天龍（グルメ）５

（数量限定・先着順）

粗品プレゼント！

毛皮、レザー、爬虫類素材のバッグを、香港やイタ
リアなどから直接現地へ行き仕入れております。
 購入後のメンテナンスなどのアフターサービスも
充実しているので、安心してご購入頂けます。今な
ら全商品20％ＯＦＦ実施中！
営10：00～20：00 ☎045-663-4470

10,000円以上お買い上げの方に

今なら「全商品20％ＯＦＦ」
　　　　　　　キャンペーン実施中！

マル得クーポン

ローゼン（ファッション）4

一煎服の煎茶（写真）をひとつプレゼント！

創業嘉永五年の大佐和老舗は、お客様にご満
足いただける品をお届けするよう常に新製品
の開発と品質管理に努力しております。店内で
は笑顔のスタッフがお茶の接待を行っておりま
すので気軽にお立ち寄りください。
営10：00～20：00 ☎045-662-6064

1296円（税込）以上お買い上げの方に

下記お好きな方をお選びいただけます
煎茶あさつゆ５g／煎茶さえみどり５g

湯島天神男坂下に構える創業嘉永五年、
　　　　　老舗のお茶と海苔専門店です

マル得クーポン

大佐和 老舗（グルメ）３

（先着200名様）
店内商品  全品10％OFF！

マリナード地下街で20年弱営業させて頂いて
います。今後も地域に根差し、お薬に関する事
はもちろん、健康や美容に関する相談にも、親
切、丁寧に対応させて頂きます。

営10：00～20：30 ☎045-641-1258

気軽に健康、美容の相談ができる
　　　　　　　　ドラッグストアです

マル得クーポン

いいのドラッグ関内店（デイリーグッズ）2

ポテトコロッケまたはメンチカツ
どちらか1個プレゼント （数量限定）

お弁当からお寿司、和菓子など、おひとつから
でも気軽に味わえる対面販売のお店です。こだ
わりの「ポテトコロッケ」や「メンチカツ」（写真）
をはじめ、種類豊富な惣菜をご用意して、来店
をお待ちしております！
営10：00～21：00 ☎045-641-0217

500円（税込）以上お買い上げの方

こだわりの「ポテトコロッケ」「メンチカツ」
　　　　　　　　　　ぜひご賞味あれ！

マル得クーポン

いい菜＆ゼスト（グルメ）１

その場で使える！

切らずに使える！マル クーポン得
有効期間 2017年10月1日～10月31日 各店で

受けられる特典が
イッパイ！

各店で
受けられる特典が
イッパイ！

各店名の前にある番号は
裏面MAPに対応しています！

ランチ　　お一人様50円割引
ディナー　代金10％割引

人気のランチはもちろん、ディナータイムもカレーの種類
やドリンクメニューが充実 お持ち帰りメニューもあります
ので、ご自宅でパナスの味をゆっくりお楽しみ頂けます。
営11：00～22：00

（ランチ：11：00～17：00 ディナー：17：00～22：00）
☎045-263-6636

クーポン持参で

本格インド料理が
　　　　　食べたくなったら当店へ！

マル得クーポン

本格薬膳インド料理  PANAS（グルメ）8

手技による押圧中心の施術方法で筋肉のもみ
返しもなく、毎日でも受けられる本格整体術を
提供。どこへ行っても改善されない、満足され
ない方も、まずは「初回限定特別割引クーポ
ン」で当店の施術をお試しください！
営10：00～22：00（最終受付21：00） ☎0120-542-528

初回限定施術料 2500円
さらにクーポンにて初回施術を受けられた方のみ

2回目以降3500円

ぜひご利用ください
　　　 「初回限定特別割引クーポン」

マル得クーポン

SKP整体（サービス）12

（2017年10月末まで何度でも有効）

てまりセット 50円割引致します！

女性人気ナンバーワンメニュー「てまりセット」
（809円・税込＝写真）は、ミニらーめんと五目
ごはん、サラダ、あん白玉がセットになった嬉し
い一品！今ならクーポン利用でさらにお得に
味わえます。
営11:00～21:00 ☎045-662-6056

クーポン持参で

（税込価格759円とさせて頂きます）

昔ながらのあっさり味のらーめんと和風スイーツの店
食事にもティータイムにもご利用頂けます

マル得クーポン

糸ぐるま（グルメ）10

レストランで提供している
「しじみのみそ汁」プレゼント！

良質の豚肉を自家製の食パンを挽いた生パ
ン粉に包み、植物性100％の揚げ油で作り上
げる当店のとんかつは、専門店ならではのこだ
わりの味！お弁当メニューの配達もOK。前日
注文で20個以上から承ります。
営10：30～21：00（L.O20：30） ☎045-664-2663

お弁当購入の方

（期間中11時～14時迄）

肉と衣にこだわった
　　　　　専門店の味わいを、ぜひ！

マル得クーポン

とんかつ和幸（グルメ）９

「カフェラテ」サイズアップ無料サービス！
（S⇒M、M⇒L／HOT,ICEどちらでもOK）

イタリアンモダンを基調とした落ち着きのあるカフェ。ド
トールコーヒーで厳選されたコーヒー豆を使用した美味
しいドリップコーヒー、カフェラテはもちろん季節毎のフー
ドメニューもおすすめです。ご利用をお待ちしております。
営平日、土曜日：8：00～21：00
　日曜日、祝日：8：00～20：00

☎045-227-8815

クーポン持参で

※アルコール除く　※本件1枚につき1名 ※2017年11月30日迄

イタリアンエスプレッソが
　　　　　　中心のこだわりカフェ

マル得クーポン

エクセルシオール カフェ（グルメ）11

薬草すっぽん粉末試飲サービス！

奥能登の里山の湧水に木炭を沈めた清らか
な「木炭池」で薬草を餌として冬眠を充分にし
て育てられたすっぽんを使用。育ち盛りでコ
ラーゲンが濃い日本初の希少品「仔すっぽん」
粉末を、ぜひお試しください！
営10：00～20：00 ☎045-651-6887

クーポン持参の上、アンケートにお答え頂いた方

（1日限定3名様）

日本初の希少品「仔すっぽん」を、ぜひ！

マル得クーポン

金沢･治与門窯スッポン堂（デイリーグッズ）36

「イヤリング」または「髪飾り」
どちらか１つプレゼント！

ダンス用品を中心に普段着やアクセサリー等
も取り揃え、ご好評を頂いておりました日頃の
ご愛顧に感謝の意を込め現在「閉店セール」を
実施中。ぜひ気軽にお立ち寄りください。

営10：00～20：00 ☎045-651-9417
5000円（税込）以上お買い上げの方

（　　）

いよいよ10月20日まで
　　　　　　  「閉店セール」実施中！

マル得クーポン

ローラン（ファッション）35

先着順に付き
なくなり次第終了
とさせて頂きます

ソワジック商品
　　　全品30％ＯＦＦ！

一点ごとに異なる手描きのアートペイントを施
したユニークでオリジナルな手作り食器や雑
貨が人気の「ソワジック社」の商品（写真）を幅
広く取り扱い中。一点モノの魅力をぜひどう
ぞ！
営10：00～20：00 ☎045-641-1174

フランスのカラフルな食器雑貨
　　　　　　 「ソワジック」取扱い中！

マル得クーポン

モンコフレ･フェアリーテール（ファッショングッズ）33

5000円以上お買い上げの方→300円OFF！
10000円以上お買い上げの方→1000円OFF！
20000円以上お買い上げの方→3000円OFF！

大人の婦人服を中心に、上質な素材の商品を
多数取り揃えております。小さな幸せを感じる
ファション雑貨や季節雑貨は幅広い年齢層の
女性からご好評を頂いております。

営10：00～20：30 ☎045-228-9360
クーポン持参で

お客様一人ひとりに合った
　　　　　　　　着こなしをご提案！

マル得クーポン

エルエス（ファッショングッズ）37

代金20～30％OFF！

当店はローゼンのアウトレット店としてJR関内駅側に
オープン。ファーやレザー、バックなどを多数取り揃え、
皆様のお越しをお待ちしております。特にこの秋おス
スメなのが「ミンクウール」（写真）。定価210,000円
→70,000円（税抜）にて特別提供させて頂きます！
営10：00～20：00 ☎045-664-3123

店内商品お買い上げの方

「秋冬の新作」を“あなたに”！

マル得クーポン

ローゼン関内アウトレット店（ファッション）24

500円相当の
粗品プレゼント（先着50名様）

見栄えのする、自然なウィッヴならぜひ当店
へ。様々なニーズにあわせ「トップピース」「ハー
フウィッヴ」「フルウィッヴ」等々、200種類以上
の品揃え。期間限定で最新作フルウィッヴを
3600円から提供いたします。
営10：00～20：30 ☎045-232-4531

2000円以上お買い上げの方に

大絶賛！200種類以上の
　　　　　　　　 ウィッヴを大放出！

マル得クーポン

フェリシア（ファッショングッズ）22

粗品プレゼント！

お菓子、食品等毎日の仕入れによりお買い得
品を豊富に取り揃えております。日替りで激安
セールも行っており、定番品から新商品まで沢
山のお菓子を定価の半額以下で販売しており
ます。
営10：00～21：00 ☎045-641-8977

1000円以上お買い上げの方

毎日仕入れだからこそ実現できる
 「日替わり激安セール」が嬉しいお店

マル得クーポン

リボンハーツ（グルメ）21

1,001円（税込）以上お買上の方
店内商品５％ＯＦＦ！

「エレガント＆フェミニン」をテーマに、お客様
の年齢に相応しい最新トレンドのアイテムと、
着まわしの利くベーシックアイテムをご提案し
ております！

営10：00～20：30 ☎045-224-4609

この秋も最新レディースファッション衣類や
　　　　　　 　　  雑貨など続々入荷中！

マル得クーポン

ＳＵＺＵＴＡＮ（ファッション）20

店内商品
全品５％OFF！

高品質素材（牛革・人工皮革）と自社生産にこだわり、
天然皮革を中心にした婦人靴（タウンカジュアル、エレ
ガンスなど）を提供しております。この秋おススメの「本
革カッターシューズ」は、ソフトで軽い履き心地でカラー
バリエーションも豊富。ぜひお気軽にご来店ください！
営10：00～20：00 ☎045-212-0145

クーポン持参で

「オータムフェアー」開催中！

マル得クーポン

神戸の靴 クエストコウベ（ファッショングッズ）23

❶クーポン記載のサービスは、切り取らず各店
スタッフに提示するだけで受けることができます。
❷ご使用済み印があるものは無効です。
❸クーポンは基本的に2017年10月31日
まで有効ですが「数量限定」「先着順」等、
各店の都合により早期終了する場合も
ございます。ご了承ください。

マリナード地下街HP内のクーポン
ページをプリントアウトまたはスマホ
表示の上、スタッフに提示してもOK！

マル得クーポンの使い方


