
「ファッション・グッズ・サービス」のチケ割実施店舗一覧

「TOHOシネマズ」で購入した映画鑑賞券の全券or
半券、または「ラウンドワン」のレシートご提示でさま
ざまな特典が受けられます！

ご注文時、もしくはお会計時に「TOHOシネマズ」映画鑑賞券の全券or半券、または「ラウンドワン」のレシートをご提示ください。会計後の返金等は対応致しかねます。

「TOHOシネマズ」のロゴマークがある店舗は、「TOHOシネマズ」
映画鑑賞券の全券or半券ご提示で、「ラウンドワン」のロゴマークが
ある店舗は、「ラウンドワン」のレシートご提示でチケ割サービスが
受けられます。

「ぎふっこカード使用できます」の記載がある店舗は、ぎふっこカードご提示で、
割引やポイント加算、ベビーカーの貸し出しなど、さまざまな特典が受けられます。

「グルメ・レストラン&カフェ」のチケ割実施店舗は裏面へ

店内商品5%OFF
※一部除外品有り

1F ｜ リサイクルキング

ぎふっこカード使用できます

FASHION /  ファッション

GOODS /  グッズ

SERVICE /  サービス

5,000円（税抜）以上のメガネ

5%OFF

1F ｜ ジンズ

店内商品5%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可

1F ｜ 中日印章

ぎふっこカード使用できます

店内商品5%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可

1F ｜ ミルフローラ

店内商品5%OFF
※一部除外品有り

1F ｜ ママイクコ

ピック
1枚プレゼント

2F ｜ 島村楽器

Tポイント5倍
（通常のTポイント1倍＋期間固定Tポイント4倍）

2F ｜ ツタヤ ブックストア

定期交換使い捨てコンタクトレンズ
5,500円以上お買い上げで
指定洗浄液プレゼント

1F ｜ 中央コンタクト

店内商品5%OFF
※他割引との併用不可

2F ｜ サティス

店内商品10%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

携帯電話アクセサリー 

5%OFF

1F ｜ エディオン

肌のお悩みに合わせた
スキンケアサンプル
プレゼント

1F ｜ DHC直営店

※お一人様2つまで

1時間以上のご利用で
ドリンクプレゼント

1F ｜ ボルダリングパーク ブロック

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

店内商品10%OFF
※他割引との併用不可

2F ｜ ヴィレッジヴァンガード

店内商品5%OFF
※他割引との併用不可

2F ｜ オプティック パリミキ

腕時計電池交換

300円（税抜）引き

2F ｜ タイムステーション ネオ

※店頭作業品に限る　※お一人様3個まで

自社ポイント2倍

2F ｜ テンプー

5,000円（税抜）以上のメガネ
またはサングラスお買い上げで

5%OFF

1F ｜ ゾフ

タワーレコードメンバーズ

ポイント8倍

2F ｜ タワーレコード

※他割引との併用不可
※セール品は除く

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

店内商品10%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ イーブス 1F ｜ ほていや

店内商品10%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可
※セール品は除く

1F ｜ サマンサモスモス ケイッティオ 1F ｜ デシグアル

店内商品
7,700円以上お買い上げで

5%OFF

2F ｜ アクシーズファム 2F ｜ アトリウム102

自社ポイント2倍 店内商品5%OFF
※一部除外品有り

2F ｜ キューブシュガー

店内商品5%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可

2F ｜ 大きいサイズの店 フォーエル

ネックレス・ブレスレット・ピアス

10%OFF

2F ｜ ジィーゼ

店内商品
3,000円（税抜）以上お買い上げで

5%OFF

2F ｜ ライトオン

店内商品5%OFF
※セール品は除く

2F ｜ フラン デ ランジェリー

ぎふっこカード使用できます

店内商品5%OFF

2F ｜ ジーバイゴージ

店内スマートフォン
アクセサリー

5%OFF

1F ｜ 楽天モバイル

※一部除外品有り
※他割引との併用不可

お見積りで

au限定ノベルティ
プレゼント

1F ｜ auショップ

※数量限定

店内商品5%OFF
※一部除外品有り

1F ｜ リサイクルキング

【新規の方限定】全コース

5%OFF

1F ｜ 和りらくぜーしょん 手温

ぎふっこカード使用できます

「ラウンドワン」指定の
UFOキャッチャー

1回無料

2F ｜ ラウンドワン

2F ｜ あそびパークプラス/ナムコ
30分以上のご利用で

10分無料
または、指定のクレーンゲーム

1回無料 ※他割引との併用不可

※他割引との併用不可
※回数券使用不可

ぎふっこカード使用できます

施術料金

500円引き
※他割引との併用不可

2F ｜ ［ブラン内］グラマラスネイル

【平日限定】2時間以上のご利用で

500円引き（要予約）

1F ｜ ミラクルキッズ

店内振袖5%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

ご来店で
オリジナルエコバッグ
プレゼント

1F ｜ ABCクッキングスタジオ

※一部除外品有り

※一部除外品有り
※他割引との併用不可

【デシグアル会員限定】
店内商品

※他割引との
　併用不可10%OFF

※お一人様
　1日1回限り有効

※一部除外品有り
※他割引との併用不可

ぎふっこカード使用できます

11,000円（税抜）以上お買い上げで
粗品プレゼント
※一部除外品有り

［掲載内容：2020年6月30日現在］



ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ おひつごはん 四六時中

「グルメ・レストラン&カフェ」のチケ割実施店舗一覧

「ファッション・グッズ・サービス」のチケ割実施店舗は裏面へ

「TOHOシネマズ」で購入した映画鑑賞券の全券or
半券、または「ラウンドワン」のレシートご提示でさま
ざまな特典が受けられます！

「TOHOシネマズ」のロゴマークがある店舗は、「TOHOシネマズ」
映画鑑賞券の全券or半券ご提示で、「ラウンドワン」のロゴマークが
ある店舗は、「ラウンドワン」のレシートご提示でチケ割サービスが
受けられます。

「ぎふっこカード使用できます」の記載がある店舗は、ぎふっこカードご提示で、
割引やポイント加算、ベビーカーの貸し出しなど、さまざまな特典が受けられます。

※当日の映画鑑賞券またはレシートのみ有効となります。※1枚で何店舗でもご利用いただけます。 ※1店舗でのご利用は当日1会計につき1回限りです。 ※「TOHOシネマズ」映画鑑賞券と、「ラウンドワン」レシートの同時併用はできません。 ※他サービスとの併用ができない店
舗もございます。 ※一部対象外となる商品がございます。 ※飲食店舗はご注文時にご提示ください。 ※表示価格はすべて税込です（税抜表記のあるものを除く）。 ※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。 ※ぎふっこカード（岐阜県子育て家庭応
援キャンペーン事業）は、ぎふっこカードを持つ子育て世帯（岐阜県内在住で18歳未満の子どもがいる世帯・妊娠中の方がいる世帯）が、ぎふっこカード協賛店舗を利用する際に、さまざまな特典が受けられるサービスです。 ※掲載内容は2020年6月30日現在のものです。

ぎふっこカード使用できます

RESTAURANT & CAFE /  レストラン&カフェ

ソフトドリンク

1杯サービス

1F ｜ 大戸屋 ごはん処

店内商品1,000円（税抜）以上
お買い上げで

100円引き

1F ｜ こととや

ドリンクバー無料
※他割引との併用不可

1F ｜ 串家物語

ご飲食代5%OFF

1F ｜ ビストロ309

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ おひつごはん 四六時中

ぎふっこカード使用できます

メンチ・コロッケ類

20%OFF

1F ｜ ジャンプ

ご飲食代10%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ 信州そば処 そじ坊

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ 桃園茶寮 1F ｜ ハート ブレッド アンティーク

ご飲食代5%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可

2F ｜ サンマルクカフェ

店内商品5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ とうふや豆蔵

商品お買い上げで
自社ポイント

1ポイントプレゼント

1F ｜ ビアード パパ

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ ビーフラッシュ

全品

50円引き
※セール品は除く

2F ｜ 果汁工房 果琳

ご飲食代5%OFF
※一部除外品有り　※他割引との併用不可

2F ｜ デザート王国

うどん1杯50円引き

2F ｜ 丸亀製麺

ご飲食代5%OFF

1F ｜ 五穀

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

1F ｜ しゃぶ菜

ご飲食代10%OFF
※一部除外品有り

1F ｜ ヨゴリーノ

ぎふっこカード使用できます

牛丼、カレー、丼類、定食のご注文で
ドリンクMサイズ

1杯サービス
※他割引との併用不可

2F ｜ すき家

2F ｜ ローストビーフ星

麺類のご注文でお会計から

100円引き

1F ｜ ラーメン亭 吉相

マックフライポテトMサイズ

280円→150円

2F ｜ マクドナルド

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

2F ｜ ミアクッチーナ

500円以上ご注文で
ソフトドリンク

1杯サービス

2F ｜ 福泰厨房

たこ焼き50円引き
※笑たこの日（8日、18日、28日）は除く
※ご注文時に映画鑑賞券要提示（会計後は不可）

2F ｜ 笑たこ

料理のご注文でソフトドリンク

1杯サービス

2F ｜ ちゃんぽん亭総本家

焼きそばメニューご注文で
ソフトドリンク

1杯サービス

2F ｜ 長田本庄軒

レギュラーダブルコーン
ご注文でコーンを
ワッフルコーンに変更可

1F ｜ サーティワンアイスクリーム

ドーナツ3個以上お買い上げで
160円（税抜）以下のドーナツ

1個無料

1F ｜ ジャック イン ザ ドーナッツ

ご飲食代10%OFF
※一部除外品有り

1F ｜ ミスタードーナツ

ぎふっこカード使用できます

料理のご注文で明太子1皿

108円→無料

2F ｜ 天麩羅 えびのや

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

※他割引との併用不可　※セール品は除く

※他割引との
　併用不可 ぎふっこカード使用できます

※お子様ラーメンは対象外

※他割引との
　併用不可

※他割引との
　併用不可

ご注文時に「TOHOシネマズ」映画鑑賞券の全券or半券、または「ラウンドワン」のレシートをご提示ください。会計後の返金等は対応致しかねます。

GOURMET /  グルメ

ご注文時、もしくはお会計時に「TOHOシネマズ」映画鑑賞券の全券or半券、または「ラウンドワン」のレシートをご提示ください。会計後の返金等は対応致しかねます。

※他割引との
　併用不可

ぎふっこカード使用できますぎふっこカード使用できます

500円以上お買い上げで

ご飲食代5%OFF
※他割引との併用不可

［掲載内容：2020年6月30日現在］

ぎふっこカード使用できます


