3月のいこらちゃんフレンズ特典

モール外提携先
夢一喜

い こらも〜る 泉 佐 野 の 下 記 ショップ で キッズ パ ス ポ ートを 見 せ て 特 典 を G E Tし よう！！
※キッズ パ ス ポートは、レジご 精 算 前に 必ずご 提 示ください。 ※ 特 典 の 有 効 期 限は3 / 3 1 (日)までです 。

大阪府貝塚市加神1-7-8 ☎072-439-5838

※特典の内容は予告なく変更する場合があります。
ご了承ください。※特典の詳細につきましては、各専門店及び各施設にご確認ください。

1F

ひごペットフレンドリー

［ペットの総合専門店］ ☎072-458-1533

1F

ハニーズ

Honeys

［レディスカジュアル］ ☎072-461-3332

ひごペットフレンドリー
スタンプ2倍押し
ケータイポイント会員様、
カードポイント会員様のポイント
「2倍」（1,000円（税込）以上でスタンプ1個）

1F

5spot

［メンズ・レディス］☎072-457-9904

全品5%OFF

※一部除外品あり ※現金払いのみ

1F

スペースコースト

Space coast

［レーザー彫刻］☎072-463-7012

キッズ用名札を30%OFF
1F

クリーニングルビー

［クリーニング］☎072-469-0366

ドライ商品のみ30%OFF

※他の割引と併用不可
※Yシャツ・毛布・こたつ布団・特殊品除外

1F

とまり木

［焼き鳥・唐揚げ・弁当］

1F

全品10%OFF

1F

かつ喜

［とんかつ］☎072-458-1801

腕時計電池交換
通常価格￥800（税抜）→￥500
（税抜）

※ブランドウォッチなど一部対象外商品があります。

1F

店内全品5％ＯＦＦ
※一部除外品あり

お子様の持つ鍵とお申し付け
いただくと、
合カギ1本5%OFF
1F

Refill

［レディス&メンズ］☎072-458-8555

※いこらちゃんフレンズご本人様分のみ

1F

[書籍・CD・DVD］☎072-458-1850

【CDお買い上げの際に】

2F

ディッパーダン

Dipper Dan

［クレープ］☎072-462-6211

ドリンクSサイズ100円（税込）
（1日1回ご本人様来店時のみ有効）

眼鏡市場

メガネ一式5%OFF

※コンタクト・補聴器・レンズのみは除く。

1F

セイハ英語学院

全品10%OFF

※一部除外品あり ※現金払いのみ

1F

はなまんまる

花満円

［和風レストラン］☎072-479-6500

外国人講師による
体験レッスン後、入会の方に
オリジナルグッズプレゼント

1F

モード

MODE

［レディス&メンズ］☎080-4979-0500

1F

MAMAIKUKO

［生活雑貨］☎072-458-1875

全品10%OFF

※一部除外品あり ※現金払いのみ

2F

※赤札商品は除く

2F

1,000円（税込）以上のお食事で
ワンドリンク＋100円の
トッピングサービス

ルームパステル

［生活雑貨］☎072-458-6216

5,000円（税抜）以上お買い上げで
レジにて5%OFF
※一部除外品あり

1,080円（税込）以上お買い上げで
かわいいキャンディプレゼント！
※1日1回1会計お1人様分のみ
※ご本人様ご来店時のみ

1F

2F ファッションリフォーム キャリア

ジーンズ
（パンツ）
仕上げ10%OFF
3F

キッズユーエスランド

Kid's US.LAND

［アミューズメント］☎080-4132-3100

当店の会員カードを
300円で作成のお客様！
お子様にお菓子プレゼント！

スタジオ シエル

Studio Ciel

［写真館・振袖レンタル］

0120-415-752

キーホルダープレゼント

※お買い上げ画像より作成となります。

1F

昔造り辻茂

［おかき・せんべい・菓子類］☎072-469-6336

1,080円（税込）以上お買い上げで
小袋おかきをプレゼント
1F

坂井珈琲

［カフェ］☎072-458-1808

440円（税込）お買い上げ毎に
いこらちゃんフレンズ1名様へ
「ミニソフトクリーム」
を1個プレゼント
※店内での飲食に限り

2F

アヴェニュー

AVENUE

［レディス］☎072-458-1858

10,000円（税別）以上お買い上げで
次回当店でご利用いただける
500円券をプレゼント
※セール品を除く

2F

メガネのアイガン

［メガネ・補聴器］☎072-469-3603

フレーム・レンズ
学割10%OFF

全品5%OFF

［洋服の寸法直し］☎072-464-0071

バラエティ101

［バラエティ雑貨］☎072-464-2344

※食品・セール品を除く

※セール品は対象外です

［インド料理］☎080-3820-7999

こにゃんこ BRAND KIDʼS

商品5%OFF

ポイント2倍

す〜さんのインド料理

コニャンコ ブランドキッズ

［ベビー・キッズ・ジュニア］☎072-463-5577

1,000円（税別）以上お買い上げで

2F

ぎょーざやさん

［餃子専門店］

全品5%OFF

ママイクコ

HALOS GARDEN

1日1回、
メダル100円分の
ご利用で、
もう100円分プレゼント

※セール品を除く 除外品有り

2F

ハローズガーデン

［アミューズメント］☎072-458-1862

お子様メニューを
ご注文いただくと
プチアイスプレゼント
2F

0120-815-718

MIX MOTION

［カジュアル］☎072-463-8881

1F

［眼鏡・コンタクト・サングラス・補聴器］
☎072-493-8811

ミックスモーション

2F

ケンタッキーフライドチキン

［フライドチキン］☎072-458-1800

キッズパスポートご提示で

ナゲット５PC 200円（税込）
ドリンクMサイズ 100円（税込）
3F

ヤマハミュージックセンター泉佐野

［子供・大人レッスン］☎072-449-7433

【体験レッスンにご参加】
ヤマハオリジナルシールプレゼント
【そこからのご入会で】
ヤマハオリジナルバッグプレゼント

※但し、
ランチメニューは除く

ケーキ工房 モンクール

大阪府阪南市箱作3505-1-102 ☎072-425-8351

1,500円(税込)以上お買い上げで
シューorプリン1ヶプレゼント！

haru食堂＋

大阪府貝塚市海塚3-7-2 ☎072-468-9039

“お子様ランチ”をご注文のお子様に

ジュースを1杯プレゼント！！

営業時間 lunch 11:00-14:30
cafe 14:30-17:30
dinner17:30-22:00（L.O.21:30）

貝塚市立

善兵衛ランド

大阪府貝塚市三ツ松216 ☎072-447-2020

日本列島誕生の石

（糸魚川ジオパークの小石）
プレゼント。

好きな色・形の小石を1つ選べます。

NPO法人

スマイルフィッシングアカデミー

大阪府泉佐野市住吉町6丁目付近（港）☎072-452-7374

サビキ仕掛け1枚プレゼント
※アジ釣りプランに限る

せんなん里海公園

大阪府泉南郡岬町淡輪地先 ☎072-494-2626

「オリジナル缶バッジ」
や
「オリジナルメモ帳」
など
たくさんプレゼント
水間ゴルフクラブ

大阪府貝塚市三ツ松1742 ☎072-446-3201

コースのラウンド無料（要保護者）
・保護者の追加ラウンド無料

大阪府ヨットセーリング連盟二色ハーバー

大阪府貝塚市二色港町1番 ☎072-423-0064

ヨットスクール1回無料体験

はや 泉州の郷

大阪府泉佐野市上瓦屋886 ☎072-463-8988

いこらちゃんフレンズご本人様に

パティスリー アン・スリール

18.44 CAKE FACTORY&WORKSHOP

お買い上げ金額の5%OFF！！

1,000円（税込）以上お買い上げで
プチギフトプレゼント

大阪府泉南市樽井3丁目37-35 ☎072-484-4104

アントレ・リギーオークワわくわくシティー支店
大阪府阪南市下出167-1 ☎072-472-3010

お買物金額5%OFF
ラーメン あさひ

大阪府泉佐野市高松南2丁目1-17 ☎072-477-3156

無料お子様ラーメンをご注文いただいて
キッズパスポートを提示していただくと

バニラアイスサービス！

※大人の方と一緒にご来店されると
無料お子様ラーメンの注文ができます。

泉佐野市指定文化財
（ふるさと町屋館）

旧 新川家住宅

大阪府泉佐野市本町5-29 ☎072-469-5673

御利益のある
「転び除けのお守り」
を差し上げます。
※数に限りがあります。品切れの際はご了承ください。

みさき公園

大阪府泉南郡岬町淡輪3990番地 ☎072-492-1005

みさき公園の入園料が約2割引になります。

入園料 大人 1,350円→1,100円 小人 700円→550円
（税込）

（税込）

（税込） （税込）

※大人=中学生以上、小人=2歳以上（2019年3月2日から適用）
※5名様まで割引いたします。※入園料お支払い時にキッズパスポート
をご提示ください。※休園日は要確認※他の割引との併用不可

ほの字の里

入浴料が割引になります。

通常子供入浴料 310円(税込)→150円(税込)
（3歳以上〜12歳）
※他クーポンの併用不可
※いこらちゃんフレンズご本人様に限る。

味…メープル・ミルク・抹茶・和三盆・ショコラ・いちご・きなこ のいずれかで

大阪府泉佐野市市場西1丁目1-11 ☎072-493-3485

※但し、
イラストケーキ
（似顔絵など）は除く。

さらにお子様には、
クッキー1枚プレゼント!

ゆとり LIFE LABO

大阪府岸和田市上町47-18-502 ☎080-9454-5529

大阪府泉佐野市葵町2丁目6195喫茶ピーナッツ敷地内
☎072-461-1844

※キッズパスポートをお持ちのご本人様のみ

関空展望ホールスカイビュー

大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 ☎072-455-2082

※体験型学習教室1回参加につき スタンプ1個

メインホール3階スカイミュージアムで
「スカイキッズブービィーの絵本」
を
プレゼント。

大型児童館 ビッグバン

熊取町野外活動ふれあい広場

スタンプカード2倍押し
大阪府立

大阪府堺市南区茶山台1丁9番1号 ☎072-294-0999

5名様まで入館料が1割引
※他の割引との併用不可。

大阪府立弥生文化博物館

大阪府和泉市池上町4-8-27 ☎0725-46-2162

会員様の同伴者5名様まで団体割引料金

常設展のみ期間中:一般310円、
65歳以上・高大生210円

※特別展・企画展期間中は入館料が変わります。
※中学生以下は無料 ※他の割引との併用不可

大阪府泉南郡熊取町大字久保3162 ☎072-453-5556
当施設ご利用のいこらちゃんフレンズご本人様に限り

ミニ手作りクラフト作品をプレゼント

胡蝶蘭生産農家

ねば〜らんど

大阪府泉佐野市幡代2015 ☎072-480-5522

ねば〜らんどの会員登録して
10%割引

無添加石けん オラン・ク・オラン

namco りんくうシークル店

アトリエグランジュテBallon&Pinata

石けん1個につき
30円OFF

クレーンゲーム機が1回増量
※100円で2回遊べます。
または
※対象のゲーム機に限ります。
100円メダル倍増 ※100円で20枚
遊べます。

お渡し日の10日前までに
バルーンギフト5,000円（税抜）以上
ご注文でバルーン1個プレゼント

Anela Ballet garden

アネラ・バレエガーデン

テニスセンター大阪 泉佐野校 ヤマダテニス企画

・体験レッスン料50%OFF

体験レッスン
（3回受講）料金
「1,000円＋税」
が
「無料」
になります。

大阪府泉佐野市栄町９７ ☎080-3858-4714

スマイルピース保育学園

大阪府泉佐野市中庄1740-1 ☎072-461-0720

入園申込時に
通園カバンをプレゼント
C s RACQUET CLUB

大阪府泉佐野市りんくう往来北1-4 ☎0120-106-193
ジュニアと保護者におためしテニスレッスン1回無料

おためしの後入会で、
4大特典プレゼント

関西エアポートワシントンホテル
ブッフェレストランキッチンガーデン

大阪府貝塚市蕎原2114番地 ☎072-478-8777

お買い上げいただいた方に

お菓子工房 アントレ 本店

縁里庵かつもと鍼灸院

かいづか温泉リゾート

大阪府泉南郡熊取町大久保南3丁目1392番地21 ☎072-453-2227

※ご注文時にキッズパスポートをご提示ください。

入会金・1ヶ月レッスン料無料・レンタルコート1時間券・
レッスン券1枚プレゼント ※2019年3月31日お申し込み分まで！

いこらちゃんフレンズの
お子様、
ご家族の方
初診料10%OFF!!

パティスリー ル・プルニエ

おせんべい袋入（だんじりの焼印） ソフトクッキー「ほろほろれんが」
5ヶ入1袋をプレゼント
プレゼント

ソフトドリンク1 杯無 料

5,400円(税込)以上のライフジャケット、
ウエア購入時に5%OFF

〒598-0001大阪府泉佐野市上瓦屋906-1 ☎080-6152-3881

御菓子司 小山梅花堂

大阪府岸和田市本町1-16 ☎072-422-0017

大阪府泉佐野市りんくう往来北1-7 ☎072-461-2207

キッズパスポートご提示で
「オリジナルスタンプカード」
に1ポイント
10ポイントでお子様の料金1名様分無料
※カード有効期限は1年間です。

天然ナトリウム泉
静かな山里と創作料理

奥水間温泉

大阪府貝塚市木積3159番地 ☎072-478-8511

通常子供入浴料（0歳〜12歳）
648円(税込)→324円(税込)
通常大人入浴料
1,080円(税込)→648円(税込)

※他クーポンの併用不可※いこらちゃんフレンズご本人様
含めご同伴のご家族様に限る。
（ご本人様含め最大5名様）

大阪府泉佐野市りんくう往来南3 ☎072-461-1295

※いずれもキッズパスポートをお持ちのご本人様1日1回限り

大阪府泉佐野市中庄1740-1 フクシライフビル2F ☎080-4230-1874
いこらも〜る泉佐野 3F 泉佐野カルチャークラブ(ICC)

（1,000円(税込)→500円(税込)）

・入会金1,000円OFF

大阪府泉佐野市市場西2-2-1 ☎080-6175-1878

※いこらちゃんフレンズご本人様に限る
（キッズパスポート提示）
※バルーンの指定不可（ご精算時にプレゼント）

株式会社

大阪府泉佐野市鶴原1760 ☎072-461-1514

（必ずご予約ください。
）
ご予約時にいこらちゃんフレンズである旨お伝えください。

日本実戦空手道 志輝会館

尾崎スイミングスクール泉佐野校

体験レッスン1回 無料

入会申込時にスクール指定用品

大阪府泉佐野市鶴原1271-1 ☎072-458-0009

その後入会の場合 入会金（通常）
10,000円(税込)→5,000円(税込)
（必ずご予約ください。）
犬鳴山温泉

大阪府泉佐野市上町2-9-18 ☎072-464-5066

（水着・キャップ・スクールバッグ）

プレゼント

※ジュニアスクールのみ・ご新規の方のみ
※他の入会特典との併用はできません

み奈美亭

大阪府泉佐野市大木2236（犬鳴山温泉）☎072-459-7336

入浴料が割引になります。

通常子供入浴料 420円→250円
（1歳〜12歳）
通常大人入浴料 900円→500円
（入湯税は別）

※他クーポンの併用不可※いこらちゃんフレンズご本人様
含めご同伴のご家族様に限る。
（ご本人様含め最大5名様）

犬鳴山温泉

不動口館

大阪府泉佐野市大木7番地 ☎072-459-7326

通常大人入浴料800円→675円

（入湯税込み）
※混雑時はお待ちいただく場合がございます
※いこらちゃんフレンズご本人様にご同伴のご家族様に
限る。
（最大5名様）

はじめました！

フォロー
してね！

CD・DVD50円サービス券
2倍進呈

すき焼 kotetsu

［すき焼・弁当］

全品5%OFF

宮脇書店

HAIR Shampoo

施術分のポイント2倍押し

※セール品を除く 除外品有り

2F

ヘア シャンプー

［美容室］☎072-469-1677

※キッズパスポートご提示のご本人様のみ

リ・フィール

プラスワンバイエイチツーオー

プラスワン by H2O

1F

［合鍵・くつ修理・印鑑・表札・かばん修理・電池交換］ ［こども英会話教室］
☎072-458-2582

店内でお子様ランチ等をご注文で
お菓子をお１人1個プレゼントします

2F

e.s DECOR

［宝飾・時計・雑貨］☎072-468-7774

1, 0 0 0 円（税 込 ）以 上 お 買い 上げ で

※一部除外品あり ※現金払いのみ

エス・デコール

1F

METHOD

［ユニセックス・ファミリーカジュアル］
☎072-469-3681

※他の割引サービスとの併用は出来ません。

1F

メソッド

食事代を5%OFF
（同伴のお客様分も含む）

下記の施設でも特典が受けられます。
（ いこらちゃんフレンズご本人様に限ります）
★キッズパスポートは、ご来店時に必ずご提示ください。

