
ショッピングをもっと
おトクに、もっと楽しく。

※エポスカード会員本人のみ対象のサービスです（全てのエポスカード会員が対象です）。 ※一部対象外商品、サービスがございます。店舗内の他サービス・優待と併用できない場合がございます。優待サービス対象店舗に直接ご確認ください。 ※お会計時（もしくはご注文時）にエポスカードをご利用またはご提示ください。お会計後にカードを
お持ちいただいても再精算や返金等は承れません。 ※表示価格はすべて税込です（税抜表示のあるものを除く）。 ※掲載内容は参加店舗の広告です。 ※掲載内容は2018年4月1日現在のものです。参加店舗及びサービス内容は予告なく変更になる場合がございます。

エポス割対象店舗一覧

FASHION  ファッション GOODS  グッズ

FOOD & GOURMET  フード＆グルメ SERVICE  サービス

店内商品 5%OFF
※ご入会時のみ対象となります

モレラ岐阜エポスカード新規ご入会の方のみ

1F イーハイフンワールドギャラリーピーディ

ネックレス・ブレスレット・ピアス

10%OFF

2F ジィーゼ
エポスカードのご利用orご提示で

エポスカードのご利用で

1F ほていや

＜土日祝日限定＞
10,800円以上お買い上げで
粗品プレゼント

エポスカードのご利用で

店内商品

10%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

1F ウィゴー

エポスカードのご利用で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り

エポスカードのご利用orご提示で

エポスカードのご利用で

1F ハッシュパピー

エポスカードのご利用で

自社ポイント
2倍

7,560円以上お買い上げで

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

2F アクシーズファム

エポスカードのご利用orご提示で

自社ポイント
2倍

2F エスキロブランコ．

エポスカードのご利用で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

2F スプロ

店内商品

5%OFF
※セール品は除く

2F ローブ デ ティセ

エポスカードのご利用で

4,320円以上お買い上げで

100円引き

2F フラン デ ランジェリー

エポスカードのご利用orご提示で

自社ポイント
2倍

ピック1枚
プレゼント

2F セマンティックデザイン

エポスカードのご利用orご提示で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

2F アナップ

エポスカードのご利用で

2F カッパ

店内商品

5%OFF

2F メイルアンドコー

エポスカードのご利用orご提示で

1F 中央コンタクト
エポスカードのご利用で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り

1F ミルフローラ

エポスカードのご利用orご提示で

2F 島村楽器

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

1F モンディアド
エポスカードのご利用で エポスカードのご利用orご提示で

2F タイムステーション ネオ

エポスカードのご利用orご提示で

　   10%OFF
電池交換 500円引き

※電池交換は店頭作業品に限る
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可  

10,000円（税抜）
以上のウオッチ

店内商品

5%OFF
※セール品は除く   ※他割引との併用不可

2F テンプー

エポスカードのご利用orご提示で

店内商品

5%OFF
※他割引との併用不可

2F チャイハネ／カヤ

エポスカードのご利用で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り

2F フレイヴァプレミアム バイ 帽子屋 フレイヴァ

エポスカードのご利用orご提示で

店内商品

5%OFF
※セール品は除く  ※他割引との併用不可

2F マックハウス

エポスカードのご利用で

セットドリンク
半額

※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

2F ローストビーフ星

500円以上ご注文で
ソフトドリンク
1杯サービス

※他割引との併用不可

2F 福秦厨房

エポスカードのご提示で

ジュエリー

5%OFF
※一部除外品有り

1F リサイクルキング

エポスカードのご利用orご提示で

店内スマートフォン
アクセサリー

10%OFF
※他割引との併用不可

1F 楽天モバイル

エポスカードのご利用orご提示で

キタムラオリジナル
フィルム貼り付けサービス

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

1F カメラのキタムラ

エポスカードのご利用orご提示で

レンタル・販売振袖

5~10%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

2F ジョイフル恵利
エポスカードのご利用orご提示で

入会金

500円（税抜）引き
※他割引との併用不可

2F ジュージヤカルチャーセンター
エポスカードのご利用orご提示で

料理ご注文のお客様
ドリンクセット

187円→100円

1F おひつごはん 四六時中

2F デザート王国

エポスカードのご提示で

自社ポイント
1P進呈

※ご優待（特典）だけのご利用はできません

1F ビアード パパ

エポスカードのご利用orご提示で

自社ポイント
1P進呈

※ご優待（特典）だけのご利用はできません

1F ココフラン1F カルディコーヒーファーム

エポスカードのご利用orご提示で

エポスカードのご利用orご提示で エポスカードのご利用orご提示で

ドリンク

5%OFF
※一部除外品有り ※他割引との併用不可

2F カフェ・ド・クリエ
エポスカードのご利用で

飲食代

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

1,500円以上お買上げ
エポスカードお支払いで
ノベルティプレゼント
※モレラ岐阜エポスポイント10倍デー時のみ実施

※無くなり次第終了になります

エポスカードのご利用で

特別販売 1,000円

1F ケンタッキーフライドチキン

エポスカードのご提示で

1F 和りらくぜーしょん 手温

エポスカードのご利用で

自社ポイント
1P進呈

［掲載内容：2018年4月1日現在］

エポスカードのご利用またはご提示でさまざまな特典が受けられます
［　　 のマークがついた全てのカードが対象です］※サービスの内容・利用条件は店舗によって異なります。

　詳しくは店頭でご確認ください。

お会計時（もしくはご注文時）に

ご愛顧パック
（オリジナルチキン4PC+
レギュラーポテト）

3,000円（税抜）以上
お買い上げで

ノベルティプレゼント

1F ジンズ
エポスカードのご利用で

1F ニューヨーカー
エポスカードのご利用orご提示で

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

1F ジュリア・オージェ

店内商品

5%OFF
※一部除外品有り ※他割引との併用不可

エポスカードのご利用orご提示で

5,400円以上
お買上げで

500円OFF
※一部除外品有り  ※他割引との併用不可

ギフトのラッピング
無料サービス
※ご優待（特典）だけのご利用はできません

1F フラワーショップ フィオーレ
エポスカードのご利用で

店内商品

5%OFF

1F 中日印章
エポスカードのご利用で

モレラ岐阜エポスカード
10％OFFDAYS時に5%OFF

※一部除外品有り


