
新作・定番商品5％OFF
※一部除外品あり　※他の割引との併用不可

提示 Q♥/レディス 2F

定価商品5％OFF
※シューズ購入時に限る　※他のサービス併用不可

利用 crocs/グッズ・シューズ 2F

5,500円(税込)以上お買い上げで10％OFF
※プリザブドフラワーを除く　※他の割引併用不可

提示 フラワーデコ/生花、雑貨販売 1F

表示価格より10％OFF
※一部のSALE商品を除く

提示 楽天モバイル×Smart Labo
/携帯電話販売、
 スマートフォンアクセサリー

3F

1,100円(税込)以上お買い上げ時10％OFF
※平日限定　※他のサービス併用不可

提示 マザーリーフ  ティースタイル/カフェ 2F

2,000円(税込)以上お買い上げのお客様に
ノベルティプレゼント

提示 PARIS JULIET/生活雑貨・服飾雑貨 2F

11,000円(税込)以上のお買い上げで500円引き
※セール商品は除外

エイチ・ビー/レディス 2F

1,100円(税込)以上のお買い上げで、
自社ポイントカード＋1ポイントプレゼント

提示 たち吉/家庭用品・生活雑貨 1F

ノベルティプレゼント

提示 エースコンタクト/コンタクトレンズ 3F

テイクアウトラケルパン6コ入りを100円OFF
※会計時に提示　※他のサービス併用不可

提示 ラケル/オムライス 2F

5％OFF
※他のサービスと併用不可　※一部対象外商品あり

提示 ACE　BAGS&LUGGAGE/服飾雑貨 2F

定価商品5％OFF
※他のサービス併用不可

提示 フォルム　フォルマ/レディス 2F

2,200円(税込)以上のお買い上げで
バスビーズ入浴剤1つプレゼント

利用 生活の木/ハーブ、アロマテラピー 1F

B・Cコース基本料5％OFF

提示 ＋nachu by STUDIO ARC
/写真スタジオ

3F

テイクアウト10％OFF
※他のサービス併用不可

提示 カプリチョーザ/カジュアルイタリアン 2F

定価商品5％OFF
※セール品、他クーポン、Neweraを除く

※カード会員お一人様限り　※他のサービス併用不可

提示 帽子屋Flava/帽子 2F

定価商品5％OFF
※カード会員ご本人様のみ　※自店アプリ登録必須

提示 go slow caravan/メンズ・レディス 2F

3,000円(税込)以上のお買い上げで
ノジマオリジナルクレラッププレゼント

利用 ノジマ/家電 3F

保険のご相談時にカードをご提示いただくと、
保険会社のノベルティプレゼント

提示 保険テラス/保険代理店 3F

10％OFF
　※会計時にご提示ください　※他のサービス併用不可

提示 かつ敏/とんかつ 2F

5％OFF
※セール品は除く　※メガネ一式購入に限ります

※その他割引との併用不可

利用 JINS/アイウエア 2F

1,100円(税込)以上のお買い上げで、
自社メンバーズカードのポイント＋1ポイントプレゼント

※セール品は除く

提示 BeBe Petits Pois Vert/キッズ・雑貨 3F

定価商品5％OFF
※一部除外品あり　※他のサービス併用不可

利用 ドクターエア/マッサージ・エクササイズ用品 3F

お食事をされた方
セットドリンクサービス(コーヒーor紅茶)

※カード会員お一人様限り　※他のサービス併用不可

※他のサービス併用不可

提示 Bakery Table direction by DONQ
/ベーカリーレストラン

1F

ソフトドリンク1杯サービス
※注文時にご提示ください　※他のサービス併用不可

提示 歌行燈ゑべっさん/うどん、そば、和食 2F

1,100円(税込)以上のお買い上げで5％OFF
※セール商品は除く　※他のサービス併用不可　※人数制限なし

提示 THE CLOCK HOUSE/時計 3F

定価商品5％OFF
※他のサービス併用不可

提示 branshes
/キッズ

3F

店内商品10％OFF
※SALE品等一部除外あり

提示 じぶんまくら/寝具 3F

自店ポイント2倍

提示 こととや/グロッサリー 1F

そば大盛サービス
※注文時に提示　※他のサービス併用不可

提示 越後叶家/そば 2F

1,100円(税込)以上のお買い上げで
定価商品5％OFF
※一部対象外商品あり　※他のサービス併用不可

利用 さくら平安堂/印象、印刷、和雑貨 3F

10,000円(税込)以上のお買い上げで10％OFF
※他のサービス併用不可

Gleeful/ヴィンテージ古着、アンティーク雑貨 3F

キャンバスプリント10％OFF
※カード会員お一人様限り1点まで有効

提示 seashells
/インテリア雑貨・ファッション雑貨

3F

会計金額から5％OFF
※他の割引、クーポンとの併用は出来ません。　※イベント時は除く

提示 フロプレステージュ/洋菓子・洋惣菜 1F

ソフトドリンク1杯サービス
※注文時にご提示ください　※他のサービス併用不可

提示 牛カツ京都勝牛/牛カツ専門店 2F

店内商品通常価格より5％OFF
※一部対象外商品あり　※他のサービス併用不可

提示 ルデーク　オル
/ジュエリー・ブランド品リユース

3F

20,000円(税込)以上のお買い上げで
オリジナルノベルティプレゼント

提示 サン・フェルメール/ミセス 3F

スキンケアサンプル1日分プレゼント

提示 FANCL beauty & health
/化粧品・健康食品

1F

3,000円(税込)以上のお買い上げで
総額から5％OFF

※セール商品、割引対象外商品は除く　※他のサービス併用不可

提示 茶々丸/茶・落花生・焼海苔 1F

プチソフトサービス
※商品注文必須　※注文時にご提示してください　※人数上限なし

提示 珈琲所コメダ珈琲店/コーヒーショップ 2F

店内商品10％OFF
※一部対象外商品あり

提示 tippi tokyo/天然石アクセサリー 3F

自社メンバーズカード通常5,000円(税込)で1スタンプのところ、
さらに1スタンププレゼント

※セール品除外

利用 HARMONICA/ミセス 3F

自社アプリポイントプラス1スタンプ
[通常1,000円(税込)で1スタンプ]

※カード会員お一人様限り有効　※クレジットカード・現金払い可

アミューズボーテ/コスメ・ビューティー 2F

700円(税込)以上お買い上げで
みたらし団子(もしくは相当商品)1本サービス

提示 あんこのやまか/和菓子 1F

10％OFF
※他のサービス併用不可

提示 FRESHNESS BURGER
/バーガーカフェ

3F

5,500円(税込)以上のお買い上げで総額から5％OFF
※セール商品・割引対象外商品は除く　※他のサービス併用不可

利用 ゾフ　マルシェ/メガネ・サングラス 3F

5％OFF
※セール品除外

提示 UNION/メンズ・レディス 3F

フィットネス会員様限定
フィットネス一日同伴体験無料

提示 東急スポーツオアシス松戸
 /総合フィットネスクラブ

1-2F

全品5％引き

利用 日本一/焼鳥・惣菜・うなぎ蒲焼 1F

Sサイズドリンク1杯サービス
※カード会員お一人様限り　※他のサービス併用不可

提示 柿安　Meat Express/肉丼専門店 3F

定価商品10%OFF＋ブラシプレゼント

提示 ジュリア・オージェ/ウィッグ 3F

5％OFF
※メガネ一式購入に限ります。　※他のサービス併用不可

提示 柊や眼鏡/メガネ・サングラス・補聴器 1F

当店ご利用のお客様にノベルティプレゼント
※人数制限なし　※他のサービス併用不可

提示 QBハウス/ヘアカット専門店 2F

全商品50円引き
※セール品除く　※他の割引クーポン券との併用不可

※御本人様のみ使用可　※制限杯数なし

提示 果汁工房　果琳/フルーツジュースバー 1F

ぱふぇそふと各種・ティラミスパフェ 30円引き
※他のサービス併用不可　※ご注文前にご提示してください。

提示 マザー牧場CAFE&SOFTCREAM
/カフェ・スイーツ

3F

11,000円(税込)以上のお買い上げで
SAC’S BARオリジナルレザークリーム1個プレゼント

利用 SAC’S BAR
/バッグ、財布小物、トラベル

3F

自社ポイントアプリ(タビオアプリ)
Wポイント付与

利用 靴下屋/靴下 2F

予約時、テラスモール松戸カード【JCB】提示で
10分無料サービス

提示 Re.Ra.Ku/リラクゼーション 2F

会計時5％OFF
※他のサービス併用不可

提示 ビアードパパ/スイーツ 1F

定価商品5％OFF
※一部対象外商品あり

提示 Grande Marēe/生活雑貨 1F

11,000円(税込)以上のお買い上げで
オリジナルシューホーンをプレゼント

※なくなり次第終了

利用 REGAL　SHOES　a.k.a
/シューズ、バッグ

2F

歯ブラシプレゼント

利用 プランス歯科/歯科 2F

利用

利用

ファッション

ファッション雑貨

ドラッグ＆コスメ

グルメ

サービス・カルチャー

ライフスタイル

自社ポイントカード2倍

提示 オランダ家/和洋菓子 1F

※カード会員お一人様限り　※他のサービス併用不可

※過去体験者様は除く

※他のサービス併用不可

提示

※受診時にご提示ください。　※受診した方対象　※お一人様一回まで

ご利用上の注意点 ●ご優待店舗は、予告無く変更・終了となる場合がございます。　●店舗により、その他サービスとの併用不可の場合やサービス対象外となる場合がございます。ご利用条件詳細につきましては、各店舗へお問い合わせください。

テラスモール松戸カード［JCB］

ご優待特典 期間
お会 計・ご 注 文 時 に
対象カードをご提示、
もしくはご利用ください。
ご優待店舗続々追加予定

2021年4月1日（木）
2022年3月31日（木）


