エスパルス後援会員の皆様にお得なご案内
静岡駅ビル パルシェにてエスパルス後援会会員証をご提示いただければ、

下記記載のお店でご優待＆サービス!
ぜひ静岡駅ビル パルシェをご利用ください。
＊一部除外品あり ＊店舗により特典内容が変わる場合がございます。詳しくは、各店舗にてお問い合わせください。

10 ％ O F F
ビス［レディスファッション］
アンティローザ［レディスファッション］

2F

フラッグ［レディスシューズ］

銀座マギー［レディスファッション］
銀座セキネ［レディスファッション］

※セール品は除く

トラヤ［バッグ］

ロデオクラウンズワイドボウル［レディスファッション］

3F

オッズ オネスト［レディスファッション］

※セール品は除く

スリーフォータイム［レディスファッション・雑貨］

4F

ラ・ピッシェ［レディスファッション］

※現金でのお支払いに限り

※セール品は除く

3F

リヨン［レディスファッション］
ファブリックジャム［レディスファッション］

スパクイーンズウェイ［リフレクソロジー］
※2,625円以上の施術ご利用の方

※セール品・雑貨は除く

※お食事のお客様 全品

コレットムカイ［ファッション雑貨］

手打蕎麦 やぶ福［そば・うどん］

ボニータ［レディスシューズ］

RF1 SELECT［洋惣菜］

※3,150円以上のお買い上げで

4F

エム・エフ・エディトリアル［レディス＆メンズファッション］
パミール［時計］

千房 パルシェ食彩館店［お好み焼］

※1,050円以上お買い上げで

やまだいち［安倍川もち］

※セール品・金印わさび漬は除く
※セール品は除く

お茶の勝山園［茶］

※税込1,050円以上お買い上げで

イルーシー300［バラエティ雑貨］
しおや［牛タン専門店］

葵大丸または駿府太鼓のどちらか1枚プレゼント
静岡やぶきた羊かん［羊羹・茶飴］

ABC-MART［シューズ］
ナイス53［皮革製品・レザークラフト］

※セール品は除く

月ヶ瀬［安倍川もなか・和菓子］
食彩館

蔵好三坂屋［和・洋菓子］
清水屋［小まんじゅう・黒大奴］

※セール品は除く

魚の北辰［鮮魚］

食彩館

※あべ川もちのみ

6Fダイニング

松柏堂本店［あべ川もち・和菓子］

税込1,000円以上お買い上げのお客様に、

1,000円以上お買い上げで

※セール品及び送料無料品は除く

※定食のみ

しゃぶしゃぶ 但馬屋［しゃぶしゃぶ・すき焼］
メグズ パパン［洋食ビュッフェレストラン］

※17：00から

好運樓［中華惣菜・弁当］

さわみつ［青果］

※惣菜のみ

ニュークイック［精肉］

たごさく［おこわ・弁当］

伸漁丸［塩干］

※弁当のみ
※サービス品は除く

ロールケーキファクトリー［洋菓子］

沼津魚がし鮨 テイクアウト店［お持ち帰り寿司］

※1,000円以上の生ケーキ

ストロベリーハウス［洋菓子］

食彩館

ドーナッツスタイル［洋菓子］

※セール品・サービス品は除く

文明堂［和・洋菓子］

ゆい桜えび館［しらす・桜えび・削り節］
メゾン・ド・フリアン［洋菓子］

風童子［和菓子］

※焼菓子ギフトセットのみ
※量り珍味のみ

ローゲンマイヤー［ベーカリー］
※セール品・タイムサービスは除く

ナチュラルハウス［自然食品・自然化粧品］
健康食品シゲタ［健康食品］

税込1,000円以上お買い上げのお客様に、

オリゴ塩のど飴プレゼント
※セール品は除く

サーティシックス スティックス［スティックスイーツ］
巻100円引き
旬果工房フレッシュさわみつ［ジューススタンド］
全品50円引き
イタリアン・トマト カフェスペリオーレ［カフェ・パスタ・ピッツァ］
ドリンク50円引き
ドトールコーヒーショップ［喫茶・軽食］
売店商品1,000円以上ご購入で粗品プレゼント

静岡駅ビル パルシェ

王様餃子［餃子］

京都宇治式部郷［和菓子］

お菓子太子堂［和・洋菓子］

味 まるみ［惣菜・弁当］

※茶碗蒸しのみ

※1,000円以上の生ケーキ

オーブンポテト
（S）
通常170円→120円

とんかつ新宿さぼてん［とんかつ・惣菜・弁当］
三元麦豚ロースカツ1枚498円→448円
三元麦豚ロースカツ弁当1折760円→710円
銀座たこ専・たい夢［たこ焼・たい焼］
たこ焼き50円引き
葵煎餅本家［煎餅］

5F

※税込1,050円以上お買い上げで

その 他
サブウェイ［ファストフード］

※1グループ4名様まで

※1,050円以上お買い上げで

味まかせ山政［海産物］

じぶん羽毛ふとん購入で

ディップドロップス［レディスファッション］
当店ポイントカードWポイントサービス
アップルハウス［レディスファッション］
お買い上げの方にカラー布BAGプレゼント
ハニーズ［レディスファッション］
当店メンバーズカードポイント2倍
マザーガーデン＆ペットパラダイス［バラエティ＆ペット雑貨］
当店ポイント2倍
ジュエルカフェ［ジュエリー買取］
ご成約の方、
ノベルティプレゼント
JTBトラベランド［旅行代理店］
宿泊を伴うご旅行お申し込みのお客様に粗品プレゼント
沼津魚がし鮨［鮨・和食］
「近海デラックス」
2,600円→2,200円
魚ごころ［和食］
お食事のお客様デザート一品サービス
北海道ラーメン 北一条［北海道ラーメン］
「トッピング各種」
「大盛・特盛」
「杏仁豆腐」
いずれか1つサービス
ポムの樹［創作オムライス］
お食事ご利用のお客様、
ソフトドリンク1杯サービス

J's旅道具［旅グッズ・キャリーケース］

野桜本店［わさび漬］

東京凮月堂［洋菓子］

※電池交換・修理・赤札除外

ティージーシー トウキョウグラスカンパニー［アイウエア］

小山園茶舗［茶］
田丸屋本店［わさび漬］

※じぶん羽毛ふとんのみ

6Fダイニング

千房［お好み焼］

あじわい漬物 丸越［漬物］

スリーピング ファクトリー［寝具・雑貨］

6F

フクスケコラージュ［レッグウエア］

レストラン ダダ クラシコ［イタリアン］

※弁当・丼のみ

ナチュラルミスト［レディスファッション］

4F

6F 6Fダイニング

クレドソル［レディスファッション］

アクエリアスステージ［天然石・アクセサリー］
プルミエール［アクセサリー］

メイリールー［レディスファッション］
※他割引との併用不可

アカクラ アネックス［レディスシューズ］

1F 2F 3F

2F

ホレストハート プラス［レディスファッション］

リジェイ［レディスファッション、LL・3L・4L］

エムエムシー オーガニック カフェ［カフェ］

※物販のみ

※3,150円以上のお買い上げで

アーマ［レディスファッション・バッグ・雑貨］
※セール品は除く

※ピアス・ネックレスのみ

フローラ45［フラワーショップ］

リミックス バイ オールドキャンパス［レディス＆メンズファッション］
きものやまと［呉服］

ベリテ［ジュエリー＆アクセサリー］

夏仕様の肌掛けふとんと掛けカバープレゼント

1F

モア［レディスファッション、9号〜25号］

竹茗堂茶店［茶］

4F

帽子屋フレイヴァ［帽子］

エメ［レディスファッション］

知久屋［惣菜］

3F

オハラ［レディスファッション］ ※セール品は除く

B1F

イング［レディスファッション］

三松［呉服］

20 ％OFF
2F

B1F

5 ％OFF

※セール品は除く

［食雑貨・エスパルスグッズ］
SSKプラザ（2階）
※SSK商品のみ

ヴィ・ド・フランス［ベーカリー・カフェ］
日本初の流れ鮨 沼津魚がし鮨［寿司］

〒420-0851 静岡市葵区黒金町49番地
電話  0 5 4 - 2 5 5 - 1 0 8 1 (代)
h t t p : / / w w w. p a r c h e . c o . j p

★営業時間のご案内★
■本館10：00〜20：00 ■食彩館9：30〜20：00
■6階パルシェダイニング 11：00〜22：00（オーダーストップは21：30）
＊一部店舗により営業時間がことなります。＊表示価格は消費税を含んでおります。
＊比較対照価格は当店通常価格より。＊％OFF表示は当店通常価格からの割引率です。

＊店舗の入替等により特典が変更・中止になる場合がございます。

有効期限：平成25年7月1日〜平成26年1月31日

