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中央区・シャワー通り
NAIL SALON Linon -リノン-

フットネイル ワンカラー【限定色】
通常4,400円→3,500円 ※オフは別途料金。

1回限り

中央区・上乃裏
占い＆セラピー Quantum -くおんたむ-

鑑定料1,000円引きor金運のお守り
“元宝”プレゼント ※鑑定料30分(3,300円～)。

何回でもOK

中央区・城見町通り
香味カレー＆バル ヨツバ堂
黒糖ラッシー（Sサイズ）サービス
※店内でヨツバ堂プレート（1,200円）をご注文された方。

何回でもOK

中央区・シャワー通り
スペイン･地中海料理 cocina uchida ‐コシーナ ウチダ‐

前菜盛り合わせ（9品）※1日1回まで
通常1,100円→半額の550円

何回でもOK

東区・健軍
からあげ・お弁当・居酒屋 うめちゃんち
からあげ(6個) 通常650円→500円 ※2パックまで
手羽先 通常120円→80円 ※10本まで 【1日1回まで】

何回でもOK

中央区・練兵町
Sun Queens － サン・クィーンズ －

フェイシャルマッサージ
通常4,620円→2,310円

1回限り

上熊本
酒菜家 吾ノ倉庫
カリーランチ利用でデザートサービス！
※カリーランチ注文時のみ

1回限り

中央区・三年坂
峰寿司 三年坂通り支店
お食事の方、南関あげいなり

（2種）＆茶碗蒸しサービス

1回限り

東区・東野
Agu hair psy 熊本東区店

炭酸シャンプー（2,100円）サービス！
※カットやカラーをご利用の方のみ。

1回限り

南区・田井島
soup. -スープ-
コーヒー1杯サービス
※3,000円以上お買い物をされた方。

何回でもOK

南区・城南
頭ほぐし専門店 浪路堂 ～Healing Place～

【気質学】カウンセリング+プチ診断(90分)
通常2,000円→500円 ※性格診断

1回のみ

南区・田井島
いっぷくラーメン
焼きめしセットのチャーシュー
サービス＆麺増量！

何回でもOK

南区・平成
Demi hair -デミヘアー-

500円引き or silkyトリートメント
サービス ※予約・施術をされた方。

1回限り

南区・田井島
B・BLOOM
3,000円相当の追加オプション
サービス※施術を受けられる方のみ

1回限り

中央区・草場町
セルフエステ ブランシェ
コラーゲンマシン20分1,000円
※通常30分2,750円

1回限り

東区・御領
T Body Enu-エニュー-

毛穴黒ずみケア 通常90分11,000円→90分8,500円
※パック中はデコルテ、背中、ヘッドマッサージ付！

1回限り

中央区・下通
国産茶葉専門店 タピオカmocha熊本店
タピオカトッピング無料
※各種ドリンクご注文された方。

何回でもOK

北区・清水
美人バスト Twinkle-トゥインクル-

バストアップ体験 通常120分/14,850円→120分/10,000円
※要予約。パスポート使用とお伝え下さい。

1回限り

南区・城南町
ネコニハナタバ

各種商品ご購入金額より20％OFF

何回でもOK

中央区・上通
ラーメン赤組 本店

各種ラーメンご注文の方味玉トッピングor替え玉サービス
※一度のご来店につき一度まで。

何回でもOK

東区・下江津
麺処てしお本店
味玉トッピング＋麺大盛orこだわり塩プリンサービス
※各種ラーメンをご注文された方。

何回でもOK

福岡市・博多区
ホテルオリエンタルエクスプレス福岡中洲川端
全室ご宿泊料金 ※1泊
5,000円(1室2名様まで)

何回でもOK

福岡市・中央区
ホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神
全室ご宿泊料金 ※1泊
5,000円(1室2名様まで)

何回でもOK

西区・春日
THE BLOSSOM KUMAMOTO
客室を１ランクアップグレード
or上層階をご用意

1回限り
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南区・近見
Happiness beauty salon -ハピネス- 

葉マムorよもぎ蒸し(40分)＋もみ
ほぐし(10分) 通常4,800円→3,000円

1回限り

南区・平成
小顔＆美容整体スクール callaglans -カラーグランス-

5,000円の骨盤調整orリンパ(30分)
サービス　※脳洗浄をご予約された方。

1回限り

中央区・並木坂
Australian Cafe&Bar Manly 熊本 -マンリー-

最大550円のドリンクサービス
※各種パンケーキをご注文された方。

何回でもOK

中央区・水道町
占いの店 サンサーラ ～samsara～

タロットセッション(15分)サービス
※九星気学・四柱推命(30分3,000円～)をご予約された方。

1回限り

東区・戸島
占い部屋 BLUE Moon -ブルームーン-

タロットリーディング(約20分)サービス
※霊感霊視(30分3,000円～)をご予約された方。

1回限り

西区・上代
in・to coffee stand -イントゥコーヒースタンド-

コーヒー(ラテ可)＋ケーキセット
通常1,000円→600円 ※平日限定(14:00～18:00)

何回でもOK

中央区・銀杏中通り
七輪焼肉 とろとばか
ネギ塩タン（750円）サービス
※1,000円以上店内飲食された方。

何回でもOK

西区・田崎
久留米・博多ラーメン 二刀流
100円トッピングサービス！
※1回の来店につき1つのみ

何回でもOK

西区・春日
心彩彩酒 彡
お食事の方、
月見つくね（2本）100円！

1回限り

嘉島・イオンモール熊本内
天然温泉 嘉島湯元 水春
レンタルタオル・バスタオルセット
通常210円→100円

何回でもOK

南区・田井島
カレーと創作スパイス料理 YODARE -ヨダレカレー-

最大400円のドリンクサービス
※店内飲食をされた方。

何回でもOK

中央区・銀座通り／サクラマチ
麺屋 かもめ 下通店／サクラマチ店

お好きなトッピング1個サービス
※2店共通・1日1回まで ※内容はお尋ねください

何回でもOK

東区・戸島／菊陽町・光の森
前川珈琲店 戸島店／前川珈琲レストラン
お会計から10％OFF
※その他、サービスとの併用不可。

何回でもOK

東区・健軍
Yomogi日和
漢方蒸し（よもぎ蒸し）
通常4,500円→3,000円＋漢方入浴剤プレゼント！

1回限り

中央区・新市街／中央区・白山
カラオケ サウンドパーク
（月～木）2時間以上の利用で1時間延長無料
（金～日）ソフトクリーム無料サービス

何回でもOK

中央区・下通
座’t CAFE＋Bar ザッツカフェ

食事を注文された方にミニケーキプレゼント

何回でもOK

上益城郡・嘉島町/北区・室園町/南区・江越
肉肉うどん 嘉島店/清水バイパス店/平成さくら通り店

うどん・そば・定食をご注文の方、トッピング1つサービス。
（ごぼう天・丸天・ちくわ磯部揚げ・半熟たまご・きつね）

何回でもOK

肥後よかモン市場/ゆめタウン光の森
桂花ラーメン 新幹線口店／ゆめタウン光の森店

ラーメン・定食をご注文の方、トッピング1つサービス。
（玉子・コーン・メンマ・高菜・もやし）

何回でもOK

肥後よかモン市場
支那そば 北熊 熊本駅店

支那そば・つけ麺・担々麺をご注文の方、トッピング1つサービス。
（バター・玉子・コーン・メンマ・ネギ）

何回でもOK

北区・楡木
蔵出し味噌　麺場 田所商店

らーめんをご注文の方、トッピング1つサービス。
（バター・コーン・山菜・さつま揚げ・煮玉子）

何回でもOK

東区・月出/中央区・子飼本町
KING'S SALON 熊本月出店/熊本大学前店

セルフ脱毛（お好きな部位）
 通常（20分）7,000円→無料!!

1回限り

合志市・幾久富
元祖辛麺屋桝元　熊本光の森店
とろとろなんこつサービス！
※1回の来店につき1皿のみ

何回でもOK

東区・画図
CAFE lx カフェルクス

パンケーキをご注文の方
ドリンク1杯無料！※スムージー除く

何回でもOK

中央区・銀杏南通り
割烹居酒家 写楽 -SHARAKU-

アイスコーヒー1杯サービス
※1日1回まで ※ランチメニューをご注文された方

何回でもOK


