松本ナイトミュージアムチケットをご持参の方に...

イオンモール松本

AEON MALL Matsumoto

イオンモ ール 松 本 以 下 飲 食 店 にて

優 待 サ ービス が 受けられます！
The following restaurants in AEON MALL Matsumoto offer
special services to ticket holders

風庭

Kazeniwa

松本市美術館

Matsumoto City
Museum of Art

空庭

Soraniwa

あがたの森通り Agatanomori St.

風庭 Kazeniwa
店舗 Shop list

特典 Privileges

和ごはんとカフェ chawan

店内商品5%OFF

chawan

5% discount on some of in-store products

星乃珈琲店

スフレパンケーキダブル トッピング
（生クリームorアイス）
プレゼント

Hoshino Coffee

Free topping (fresh cream or ice cream) for any double soufﬂé pancake order

富金豚

ソフトドリンクサービス

Tomikinton

One free soft drink

鎌倉パスタ

ドリンクバー無料

Kamakura Pasta

Free all-you-can drink bar

炙り牛たん万

お会計金額より5%OFF

Aburigyutan Man

5% off from your total purchase

チャオゴン

ジュース
（マンゴー・グァバ・ライチ）50％ＯＦＦ

Chao Gon

50% discount on juices (mango, guava or lychee)

サーティワンアイスクリーム

レギュラーダブル 50円ＯＦＦ

31 Baskin-Robbins

¥50 off on regular double products

築地銀だこ

たこ焼き8個入り又は焼きそばお買い上げのお客さま 半券1枚につきドリンク1杯無料

Gindako

One free drink per ticket stub, for customers purchasing eight takoyaki balls or an order of yakisoba

銀座 黒姫鶏舎

店内商品5%OFF

Ginza Kurohimekeisya

5% discount on some of in-store products

ローストビーフ丼 やまと

ご注文の方にソフトドリンク1人1杯プレゼント

Roast Beef Don Yamato

One free soft drink per customer with every order

バンビクレープ

店内全品5%OFF

Banbi Crepe

5% discount on all products in store

うまげな

300円
（税込）以上のうどん・丼お買い上げのお客様30円引き

Umagena

¥30 discount on all udon or domburi purchases of ¥300 or more (including tax)

※一部除外品あり

TEL
0263-38-0077
0263-31-5731
0263-87-3886

※店内でのお食事のお客さまに限る

*Only for those who order dinner

0263-88-6309
0263-88-3870
0263-88-7754
0263-31-5031

※一部除外品あり

0263-87-1865
0263-87-3029
0263-88-8629
0263-87-6066
0263-87-8734

空庭 S or aniwa
店舗 Shop list

特典 Privileges

しゃぶしゃぶ ゆうあん

セットドリンクバー無料

Yuan

Free all-you-can-drink set

中華麺飯・飲茶 四川乃華 ICHI

ソフトドリンクまたは杏仁豆腐サービス

Shisennohana Ichi

Free soft drink or annin tofu service

三尺手延べうどん 別亭 むぎの里

デザート半額

Muginosato

Half price off desserts

とんこつ家 ZUN

トッピング1つ無料

ZUN

One free topping

クワトロクオーレ

コーヒー1杯100円
（税込） ※当店平常価格200円（税込）

Quattro Cuore

One cup of coffee for ¥100 (including tax)

彩香 バウム＆コーヒー

ドリンクメニュー50％OFF

Saica Baum&Coffee

50% discount on drink menu items

ハートメモリー信州

1,500円
（税込）以上お買い上げのお客様 ノベルティ進呈

Heart Memory Shinshu

One free novelty item for purchases of ¥1,500 or more (including tax)

フルーツダイニング SHUN

店内全品5%OFF

Fruit dinning Shun

5% discount on all products in store

サンクゼール

ソフトクリーム30円引き

St.Cousair

¥30 off any purchase of soft-serve ice cream

TEL
0263-88-7029
0263-87-7151
0263-87-1688
080-6996-2877

*50% discount

0263-87-4077
0263-88-8685
0263-88-4401
0263-50-4355
0263-87-8819

上記サービスはすべて他サービスとの併用は不可となっております。 None of the above services may be used in conjunction with other services.

