
 

 平成 28年（2016年）10月 27日 

株式会社相鉄ビルマネジメント 

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジネント（本社・横浜市西区、社長・千原広司）は、 平成 28年（2016年）12月 1日（木）

に迎える、新生ジョイナス１周年を記念し、平成 28年（2016年）11月 2日（水）から 12月 26日（月）までの 55日間にわ

たり、「ジョイナス 1周年 アニバースデー」を開催いたします。その第一弾として、平成 28年（2016年）11 月 2 日（水）か

ら 11 月 22 日（火）まで「アニバーサリーフェア」を開催。期間中、感謝の気持ちを込めて、各店舗にて限定アイテム販売や

限定メニュー、スペシャルプライスやハッピーバッグ販売、ノベルティプレゼントなど、イロイロな特典をご用意します。 

 

「ジョイナス 1周年 アニバースデー」 第一弾アニバーサリーフェア キービジュアル 
 

新生ジョイナス 1周年を記念して、限定商品がイロイロ登場！“元気な女の子の日常”をテーマにスタートしたブランド 

「ヘザー」より 15,000 円以上お買い上げで『ジョイナス店限定イヤフォン』（限定 30 個）をプレゼント。今までなかった生の

感覚のパウンドケーキが魅力の「パティスリー・パブロフ」では、『ジョイナス 1 周年記念パウンド ザ・アニバーサリー』を発売！  

さらにその他対象店舗でもおトクなスペシャルプライス商品等が登場し、ジョイナス全館で 1 周年を盛り上げます！また、各

店のおトクな商品やサービスの情報が掲載された冊子も館内で配布いたします。イロイロおトクでワクワクいっぱいの「ジョイナ

ス 1周年アニバースデー」！この機会にぜひお越しください。さらに、「ジョイナス 1周年アニバースデー」第 2弾、第 3弾の

企画も準備中。ジョイナスにどうぞご期待ください。 

新生ジョイナスになって、1 年。 

感謝をこめて、限定アイテムやおトクがいっぱい！ 

『ジョイナス 1 周年 アニバースデー』 
第１弾：11 月 2日（水）～11 月 22 日（火） 

「アニバーサリーフェア」開催  

 

 

「アニバーサリーフェア」開催！！ 

開催！！ 

 



■ ジョイナス 1周年 アニバースデー 注目店舗                             （価格は税込です。） 

                      

 

 

 

                         

 

 

■ ジョイナス 冬のアウター特集冊子 

【内容】 人気ショップのおすすめ冬のアウタースタイルを掲載した冊子を館内にて配布。 

また、冊子に連動したアウターを中心とした冬のコーディネートを館内ディスプレイにてご紹介いたします。 

【配布およびディスプレイ期間】 平成 28年（2016年）11月 2日(水)～12月 6日(火) 

【ディスプレイ展開場所】 三角広場（B1）・ホテル前広場（B１） 

 

【冊子ビジュアル】           【ディスプレイイメージ】 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\15,000以上お買い上げで 

ジョイナス店限定イヤフォンを 

プレゼント（限定 30個） 

 

 

 

①\16,200以上お買い上げで トート 

バッグをプレゼント(限定 100個) 

②ジョイナス店限定カラー  

ウィンターレーススカート(カラー:ブルー)  

 

ジョイナス店限定  

オリジナル刺しゅうの靴下  

\864（限定 20足） 

 

 

＜ヘザー＞ 

 

 

 

 

 

＜プロポーション＞ 
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＜靴下屋＞ 

 

 

 

ジョイナス 1周年記念パウンド 

ザ・アニバーサリー  

\1,111 

 

 

ジョイナス店限定ショコリキサー 

ホワイトチョコレート ストロベリー 

\600 

アニバーサリーお寿司のケーキ 

\1,080（1日限定 5食） 

＜パティスリー・パブロフ＞ 

 

 

 

 

 

＜ゴディバ＞ 
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＜築地すしくろ＞ 

 

 

 



 

アニバースデー対象店舗、商品一覧（参考資料） 

 

＜ファッション＞ 

 

 

 

店舗名 ジャンル フロア 詳細

1 アーガ レディスファッション B1F 1周年アニバーサリーオリジナルトートバッグ \2,000(限定50個)

2 アーバンリサーチ ドアーズ レディス・メンズファッション B1F
自社ポイントシステム会員様に\5,000以上お買い上げ時に使用できる\2,000分クーポンをプレゼント
※11/20まで ※新規入会の方も対象 ※ジョイナスポイントカードではございません

3 アーモワール カプリス レディスファッション B1F お買い上げで次回使用できる\1,000券をプレゼント

4 アズ ノゥ アズ ドゥ バズ レディスファッション B1F \16,200以上お買い上げで自店ポイント2倍 ※11/3～9まで ※ジョイナスポイントカードではございません

5 アパートbyローリーズ レディスファッション B1F \12,000以上お買い上げでオリジナルネイルケアオイルをプレゼント(数量限定)

6 アン レクレ レディスファッション B1F スコッチ＆ソーダフェア ※11/13まで ※11/4～13 ウィンターコレクション同時開催

7 エージープラス レディスファッション B1F ニットチュニック、カットガウチョなど スペシャルプライス \2,052

8 オハラ レディスファッション B1F アンサンブル \10,800

9 カプリシュ レマージュ レディスファッション B1F 2点以上お買い上げでスペシャルプライス

10 キャサリンロス レディスファッション B1F \10,800以上お買い上げでミラーをプレゼント(限定20個)

11 銀座花菱 レディスファッション B1F キルティングブルゾン \10,800(限定30着)

12 ココディール レディスファッション B1F コートをお買い上げでオリジナルコートカバーをプレゼント(数量限定) ※11/3～

13 サマンサモスモス オロフオネ レディスファッション B1F 一部商品 スペシャルプライス \3,240均一(数量限定)

14 シャンブル ドゥ シャーム “クレ” レディスファッション B1F \13,000以上お買い上げで卓上カレンダーをプレゼント ※11/19～23まで

15 ストラ レディスファッション B1F お買い上げでオリジナルクリアファイルをプレゼント(数量限定)

16 ストロベリーフィールズ レディスファッション B1F ベロアカットソー（カラー:ブラウン、グレー） \9,720(各限定15着)

17 センスオブプレイス by アーバンリサーチ レディスファッション B1F \5,000以上お買い上げでオリジナルトートバッグをプレゼント

18 ソコラ メイソングレイ レディスファッション B1F 2点以上お買い上げでスペシャルプライス ※一部除外品あり

19 タカイシ メンズファッション B1F ダウンハーフコート スペシャルプライス \20,000(限定15着)

20 ドゥ アルシーヴ レディスファッション B1F ジョイナス店先行販売スエードスカート \14,040

21 ドロワット ロートレアモン レディスファッション B1F
①2点以上お買い上げでスペシャルプライス ※11/17まで
②お買い上げで自店ポイント3倍　※11/18～27まで ※ジョイナスポイントカードではございません

22 ニーム レディスファッション B1F \20,000以上お買い上げでCABBAGES＆ROSESアロマキャンドルをプレゼント(限定30個)

23 パラスパレス レディスファッション B1F \32,400以上お買い上げでオリジナルノベルティをプレゼント(限定30個)

24 ヒコウセンカーラ レディスファッション・雑貨 B1F ①オリジナル雑貨2点 スペシャルプライス \1,080 ②オリジナル雑貨 スペシャルプライス \1,080 ③人気NO.1エプロン スペシャルプライス \2,052

25 ヒューマン ウーマン レディスファッション B1F ギャザースカンツ \15,120

26 ビリージーン レディスファッション B1F ニットカーディガン スペシャルプライス \2,980(限定30個)

27 ボンサンス・トクナガ レディスファッション B1F \10,000以上お買い上げで\1,000 OFFクーポンをプレゼント(限定100枚) ※クーポン使用期間:12/1～31

28 マルチュウ レディスファッション B1F \5,292以上のブラウスを2枚以上お買い上げでシルクのネックカバーをプレゼント

29 ミッシュ マッシュ レディスファッション B1F \12,000以上お買い上げでペンケースをプレゼント(限定10個)

30 モダクラブ レディスファッション B1F ジョイナス店限定羽織物など \5,400

31 ヨコハマ マリヤ レディスファッション B1F 1周年アニバーサリーコーナー設置 スペシャルプライス \10,800、\5,400均一

32 ラフ フレンズストア レディスファッション B1F コットンマルシェバッグ \2,052(限定10個)

33 ル・クール ブラン レディスファッション B1F \10,000以上お買い上げでオリジナルモバイルチャージャーをプレゼント(限定50個)

34 レラトロワ レディスファッション B1F アウター スペシャルプライス ※一部除外品あり

35 ロイス クレヨン レディスファッション B1F \21,600以上お買い上げでオリジナル柄のトートバッグをプレゼント(限定45個)

36 ロック ユア　ハーツ インナー B1F \7,000以上お買い上げでおやすみギフトセット(アイマスク、サシェ、入浴剤、フェイスローラー)をプレゼント(限定40個) ※11/10～11/16まで

37 ロぺピクニック レディスファッション B1F 2点以上お買い上げでスペシャルプライス ※11/3、5、6、12、13、19、20祝日週末限定

38 ワンアフターアナザーナイスクラップ レディスファッション B1F \12,000以上お買い上げでブランケットをプレゼント(限定100個)

39 アヴィレックス レディス・メンズファッション 1F メンズ限定パーカー(サイズ:M～2XL) \9,612(限定24着)

40 アナ スイ レディスファッション・化粧品 1F インポートウェア スペシャルプライス \10,800均一(限定50着)

41 アメリカンイーグル アウトフィッターズ レディス・メンズファッション 1F 全品 スペシャルプライス ※11/6まで

42 グレースコンチネンタル・ザ・バンケット レディスファッション 1F コートをお買い上げでノベルティをプレゼント(数量限定) ※11/17～23まで

43 チャリングクロス ハムステッド レディスファッション 1F お買い上げで自店ポイント2倍 ※ジョイナスポイントカードではございません

44 ナイン レディスファッション 1F 一部商品 スペシャルプライス

45 ノートエシロンス レディスファッション 1F ジョイナス店限定ベロア2wayパールクラッチバッグ \10,540(限定20個)

46 ヒステリックグラマー レディス・メンズファッション 1F \5,000以上お買い上げでバンダナをプレゼント（カラー:オレンジ、ブルー、グリーン）(各色限定30枚)

47 フランシュリッペ レディスファッション 1F アウトレット商品 スペシャルプライス

48 ラコステ レディス・メンズファッション 1F バージンウールセーター \20,520 (数量限定)

49 かぐれ レディス・メンズファッション 2F シルクインナースペシャルセット(カラー:2色展開)　スペシャルプライス \10,800(数量限定)

50 ナノ・ユニバース ライブラリ レディス・メンズファッション 2F
1周年限定ブランドフェア 普段取扱いのないブランド商品を販売
※取扱い予定ブランド レディス:TATRAS、YAHKIなど メンズ:イタリアブランド(複数予定)

51 ユーモア・ショップ バイ エイ・ネット レディス・メンズファッション 2F 1点以上お買い上げで ZUCCa ボールペン or　mercibeaucoup, ポーチをプレゼント(各限定10個)

52 ラディカ ドゥスハルモニ レディス・メンズファッション 2F \10,000以上お買い上げでCHAN LUUブレスレットをプレゼント(限定30個)

53 アンディコール レディスファッション 3F コートを含め2点以上お買い上げでスペシャルプライス ※アクセサリーは除く ※11/3～13まで

54 カラー クルーン ア ソング レディスファッション 3F セットアップで対象商品をお買い上げでスペシャルプライス

55 ドゥドゥ レディスファッション 3F \16,200以上お買い上げで10％OFFチケットをプレゼント ※チケット使用期間:11/29～12/6

56 ノエラ レディスファッション 3F ご利用で自店ポイントプラス1ポイント ※ジョイナスポイントカードではございません

57 プロポーション レディスファッション 3F
①\16,200以上お買い上げで トートバッグをプレゼント(限定100個)
②ジョイナス店限定カラー ウィンターレーススカート(カラー:ブルー) \9,396(数量限定)

58 ペルルペッシュ レディスファッション 3F \16,200以上お買い上げでヘアアクセサリーをプレゼント(限定20個)

59 ラボラトリーワーク レディスファッション 3F コート、ブルゾンお買い上げで自店ポイント 1,000ポイント(\1,000分)プレゼント ※ジョイナスポイントカードではございません

60 リヴドロワ レディスファッション 3F ボトルネックニット スペシャルプライス \10,800

61 ルゥデルゥ レディスファッション 3F コート スペシャルプライス ※一部除外品あり

62 アースミュージック＆エコロジー プレミアムストア レディスファッション 4F ①一部商品 スペシャルプライス ②お買い上げで限定ショッパーをプレゼント(数量限定) ※②11/3～7まで

63 アクシーズファム ポエティック レディスファッション 4F ジョイナス店先行販売レースアップスエードブーツ \6,372(限定20足)

64 アズ ノゥ アズ  ピンキー レディスファッション 4F 一部商品 スペシャルプライス

65 アルシーヴ レディスファッション 4F \8,640以上お買い上げでオリジナルノベルティをプレゼント(限定30個)

66 アントマリーズ レディスファッション 4F ジョイナス店先行販売マフラー付ボアパッチワークコート(カラー:ナチュラル、ブラック、ブラウン) \13,824 ※11/13まで

67 イーハイフンワールドギャラリー レディスファッション 4F 店内商品 スペシャルプライス さらに一部商品ジョイナス限定プライス(数量限定) ※一部除外品あり

68 179ダブルジー ニコルクラブ レディスファッション 4F
\8,000以上お買い上げでラッキーガチャに参加
(A賞:合皮ショルダー、B賞:ドリンキングジャー、C賞:トートバッグ、D賞:ミニトートバッグ、E賞:オリジナル靴下) (数量限定)　※お1人様1回のみ

69 オリーブ デ オリーブ レディスファッション 4F \10,000以上お買い上げでルームシューズをプレゼント(数量限定) ※11/3～15まで

70 キャンディストリッパー レディスファッション 4F ①スペシャル2点セット スペシャルプライス \10,800 ②一部商品 スペシャルプライス

71 クリスプ レディスファッション 4F ジョイナス限定カラー コットンパールイヤリング(カラー:ピンク、イエロー) \2,052(各限定10個)

72 ケービーエフプラス レディスファッション 4F \18,000以上お買い上げで香水をプレゼント(数量限定)

73 ジーナシス レディスファッション 4F \10,000以上お買い上げで限定エコバッグをプレゼント(数量限定)

74 スムース レディスファッション 4F ①一部商品 スペシャルプライス ②中綿MA-1ブルゾン スペシャルプライス \3,132

75 スリークォーター レディスファッション 4F \6,000以上お買い上げでファーチャームをプレゼント(限定100個)

76 セポ! レディスファッション 4F 1周年アニバーサリー限定デザインデニム \5,400(限定20本)

77 チーク レディスファッション 4F \8,640以上お買い上げでオリジナルノベルティをプレゼント(限定50個)



 

 

＜ファッショングッズ＞ 

 

＜ライフスタイルグッズ＞ 

 

 

78 ティティー＆コー レディスファッション 4F ジョイナス店限定セット(対象のトップス1点、ボトムス1点) スペシャルプライス \10,800

79 パラビオン レディスファッション 4F \7,000以上お買い上げでオリジナルデニムバッグをプレゼント(限定100個)

80 フーズフーチコ レディスファッション 4F \15,000以上お買い上げでファーミニショルダーをプレゼント(限定140個) ※11/15まで

81 フィント レディスファッション 4F \15,000以上お買い上げでベロアリボンのバレッタをプレゼント(限定30個) ※11/10～

82 フラワー レディスファッション 4F
①自店メンバーズ会員様に100ポイントプレゼント ※新規入会の方も対象 ※ジョイナスポイントカードではございません
②対象アイテム2点お買い上げでスペシャルプライス ※11/10～16まで

83 ページボーイ レディスファッション 4F 2点以上お買い上げでスペシャルプライス

84 ヘザー レディスファッション 4F \15,000以上お買い上げでジョイナス店限定イヤフォンをプレゼント(限定30個)

85 ポートランド レディス・メンズファッション 4F 裏毛チュニック スペシャルプライス \3,240(限定30着)

86 マジェスティックレゴン レディスファッション 4F お買い上げで自店ポイント2倍 ※11/10～14まで ※ジョイナスポイントカードではございません

87 ミスティウーマン レディスファッション 4F 一部商品 スペシャルプライス

88 リベット＆サージ レディスファッション 4F 一部商品 スペシャルプライス さらに2点以上お買い上げでお得に

89 レイカズン レディスファッション 4F ジョイナス店限定 ふわふわVニットプルオーバー \4,212

90 ローリーズファーム レディスファッション 4F \10,000以上お買い上げでセルカレンズをプレゼント(限定150個)

91 ワールドワイドラブ レディスファッション 4F \16,200以上お買い上げでガチャガチャに参加(数量限定)

店舗名 ジャンル フロア 詳細

92 アートジュエリー 宝石・貴金属 B1F 人気のプチネックレス スペシャルプライス \50,000（限定10本）

93 イワキメガネ メガネ B1F メガネのノーズパッド ソフト・ハード スペシャルプライス \111 さらに視力チェック無料

94 エスペランサ レディスシューズ B1F 一部商品 スペシャルプライス \3,240～

95 ガーランド オブ デュウ アクセサリー・服飾雑貨 B1F アクセサリーセット スペシャルプライス \2,160（限定30セット）

96 靴下屋 ソックス B1F ジョイナス店限定 オリジナル刺しゅうの靴下 \864（限定20足）

97 グラック 服飾雑貨 B1F ストール一部商品 スペシャルプライス \1,620

98 サック バッグ・服飾雑貨 B1F \5,000以上お買い上げでオリジナルポーチをプレゼント（限定100個）

99 17℃ by ブロンドール レッグウェア B1F ソックスよりどり3足→5足 \1,074 ※11/13まで

100 ジュマペルカナデ レディスシューズ B1F ①スペシャルプライスコーナー設置  ②1周年限定 ショートブーツ \7,560（限定20足）

101 ジンズ メガネ B1F \8,000以上お買い上げでオリジナルクリーナーをプレゼント

102 スリーフォータイム 服飾雑貨 B1F デニムオリジナルエコバッグ \10,000（限定30個）

103 田中鞄店 バッグ B1F \10,000以上お買い上げでノベルティをプレゼント(限定30個)

104 ハンカチーフ ギャラリー ハンカチ B1F
ギフト用商品のお買い上げでデザイナー手描きイラスト入りの無料パッケージを
サービス（限定30個） ※数種類のイラストから選択可 ※11/12～

105 ピンク トリック 服飾雑貨 B1F 全品 スペシャルプライス

106 プールサイド レディスシューズ B1F ①スペシャルプライスコーナー設置 ②ブーティ、ショートブーツ スペシャルプライス ※一部除外品あり

107 ブルックリン チャーム アクセサリー B1F \5,400以上お買い上げでお好きなチャームをプレゼント ※\540以下のチャームに限る

108 ベリテ 宝石・時計 B1F \10,800以上お買い上げでパールチョーカーネックレス糸替え無料券をプレゼント

109 マーレマーレ デイリーマーケット レディスシューズ B1F \6,000以上お買い上げでオリジナルショッパーをプレゼント（限定200個）

110 ミナカイ レディスシューズ B1F スペシャルプライスコーナー設置 \7,000均一

111 ラシット ハンドバッグ B1F \5,400お買い上げごとに自店ポイント2倍 ※11/8まで ※ジョイナスポイントカードではございません

112 ヴァケッタ トプカピ バッグ・服飾雑貨 1F
\10,800お買い上げごとに次回使用できる\500クーポンをプレゼント（限定100枚）
※クーポンは、\10,800ごとに使用可。セール品は対象外

113 ヴェニスの商人 アクセサリー・服飾雑貨 1F アクセサリー2点以上お買い上げでスペシャルプライス

114 カシラ 帽子 １Ｆ \10,800以上お買い上げでオリジナルトートバッグをプレゼント(限定100個)

115 キンメイドウ メガネ 1F 1周年限定メガネセット（フレーム・レンズ \10,000）をお買い上げでくもり止めミニをプレゼント（限定30個）

116 サラゾディアック アクセサリー 1F ピアス、イヤリング、ネックレス スペシャルプライス \1,080、\540均一

117 ルルド レディスシューズ 1F \9,720以上お買い上げでシューズ型ピンバッジをプレゼント（限定40個）

118 タイム プラス スタイル 時計・アクセサリー 2Ｆ \34,000以上お買い上げでオリジナルウォッチケースをプレゼント（限定10個）

119 アヴォスエ バッグ・服飾雑貨 3F \7,000以上お買い上げでアクセサリーをプレゼント（限定50個）

120 ア ドゥ ヴィーヴル レディスシューズ 3F 一部商品 スペシャルプライス ※11/3、5、6、12、13、19、20限定

121 アン・ドゥ・トロワ アクセサリー・服飾雑貨 4F
①\1,000以上お買い上げでアンティーク柄巾着を1枚プレゼント(限定200枚)
②\1,000のネックレス2本以上お買い上げでスペシャルプライス

122 オグラ メガネ 4F
①フレーム無料調整サービス ※一部調整できないフレームがございます
②レンズお買い上げでブルーライトカットコーティングをサービス

123 オリエンタルトラフィック レディスシューズ 4F 人気No.1商品 スペシャルプライス \3,900

124 チュチュアンナ ソックス 4F お買い上げで自店ポイント3倍 ※ジョイナスポイントカードではございません

125 メディストア アクセサリー・服飾雑貨 4F 2点以上お買い上げでスペシャルプライス ※一部除外品あり

126 レイジースワン レディスシューズ 4F Thanks Special Priceコーナー オリジナルシューズ スペシャルプライス \4.212

店舗名 ジャンル フロア 詳細

127 アフタヌーンティー・リビング 生活雑貨 B1F \3,240以上お買い上げでオリジナルマスキングテープ2個セットをプレゼント(限定150個)

128 置地廣場 和風雑貨 B1F オリジナルキャラクター「いちこうさぎ」の商品全品 スペシャルプライス

129 キッチンキッチン 生活雑貨 B1F エコバッグ(カラー:ネイビー、マスタード) \1,080(各色限定25個)

130 キャトル・セゾン 生活雑貨 B1F ジョイナス店限定Bion焼菓子 \302～(限定110個)

131 スリーコインズ 生活雑貨 B1F 木製ジュエリーケース(カラー:ホワイト、ブラウン) \1,620

132 トゥールズ 画材・額縁 B1F
①コピック10本以上お買い上げでスペシャルプライス
②スクリーントーン5枚以上 or ペン先10本以上 or 漫画原稿用紙 スペシャルプライス
③トレース台 スペシャルプライス ※①②③11/6～12/4まで

133 ナチュラルキッチン アンド 生活雑貨 B1F レース内布持ち手付バスケット L \1,080 M \540 (各限定40個)

134 ユウキュウ 生活雑貨・ステーショナリー B1F \3,240以上お買い上げでトートバッグをプレゼント(限定30個)

135 有隣堂 書籍 B1F 限定デザインのペンケース ラウンド型 \3,240 フラット型 \3,024 (各限定60個) ※有隣堂ジョイナス店内Aゾーンで販売

136 ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズ インテリア雑貨・生活雑貨 B1F \3,240以上お買い上げでハンカチをプレゼント(限定200個)

137 イン双葉 インテリア用品 1F
①ピエールカルダンバスローブ(サイズ:LA、M/カラー:ホワイト、ブルー) スペシャルプライス \5,000(限定30着)
②ムートンシーツ(シングル) スペシャルプライス \10,000(限定4枚)

138 コロニー2139 衣服雑貨・生活雑貨 1F 1周年アニバーサリー限定ボトルセット \1,382(限定30個)

139 ピローヌbyプチコキャン 輸入雑貨 1F
スペシャルオーダー品 新作・ガラスのペンダント カシュー(カラー:ブラック、ホワイト、ピンク、パープル、ブルー、オレンジ、グリーン)
\5,400(限定7色×3個) ※ガラスのリング カシュー Mサイズ \3,240も同時販売

140 私の部屋 インテリア雑貨 1F \5,400以上お買い上げでハンドアロマクリームをプレゼント(限定35個)

141 ボン・フェット ファッション雑貨・生活雑貨 2F
オリジナルウォレット 選べるお得セット(オリジナルウォレットの2種類のうち1点、カードケース or IDケース〈シングル、ダブル〉のうち1点、
オリジナルミニトート) スペシャルプライス \14,040（数量限定)

142 イッツデモ ファッション・雑貨・フード・コスメ 3F お買い上げでお菓子をプレゼント(数量限定)

143 フランフラン 家具・雑貨 3F \4,200以上お買い上げでアイスキャンディスポンジをプレゼント(数量限定)

144 ブリングミー ファッション雑貨 3F お買い上げでスワロフスキーエレメントが付いたスペシャルノベルティをプレゼント

145 リブロ 書籍 3F \1,080以上お買い上げでリブロ特製クリアしおりをプレゼント(数量限定)

146 アリヴェデパール 生活雑貨 4F アニバーサリーハッピーバッグ(ポーチ、ステーショナリーなどの詰め合わせ)　\2,160(限定10セット)

147 サリュ! インテリア雑貨 4F \2,160以上お買い上げでノベルティをプレゼント(1日限定10個) ※11/6まで

148 プラザ 輸入生活雑貨 4F 折りたたみ傘 スペシャルプライス \1,111(限定1,000本)

149 レインボースペクトラム 生活雑貨 4F コスメ商品\2,000以上お買い上げでノベルティをプレゼント(1日限定10個)
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店舗名 ジャンル フロア 詳細

150 オルビス・ザ・ショップ 化粧品・栄養補助食品 B1Ｆ \1,080以上お買い上げでCCモイストベースミニサイズをプレゼント(限定20個)

151 ザ・コスメティックテラスタシロ コスメセレクトショップ B1Ｆ
対象商品をお買い上げで自店ポイント5倍 ※対象商品は店舗へお問い合わせください
※11/21は全品5倍ポイントのため対象外 ※ジョイナスポイントカードではございません

152 ザ・ボディショップ 自然派化粧品 B1Ｆ \4,320以上お買い上げで固形ソープをプレゼント(限定111個)

153 スチームクリーム スキンケア B1Ｆ \4,860以上お買い上げでクリスタルガラスをプレゼント(限定130袋)

154 トゥークールフォースクール 化粧品他 B1Ｆ 人気コスメお試しセット(BBクリーム、スリーピングパック、フェイススクラブ、洗顔フォーム) スペシャルプライス \300

155 ニールズヤード レメディーズ 化粧品他 B1Ｆ ジョイナス店秋冬限定 オーガニックスキンケアセット(フランキンセンス フェイシャルセラム・フェイシャルミスト) スペシャルプライス \12,150(数量限定)

156 ハウスオブローゼ コスメティック B1Ｆ
①\3,240以上お買い上げでクラシックプーバスソルトをプレゼント(数量限定)

②お楽しみ袋(ボディケア、ヘアケア商品) スペシャルプライス \3,240(限定13個)

157 ファンケルビューティショップ 無添加化粧品 B1Ｆ \5,000以上お買い上げでコラーゲンドリンクをプレゼント(限定100本)

158 ファンケルヘルスハウス サプリメント B1Ｆ えんきん1袋(30日分 \2,160)お買い上げでえんきん(3日分)をプレゼント(限定50セット)

159 ベキュア ハニー 化粧品他 B1Ｆ 限定アニバーサリーキット(\3,672)をお買い上げでボディモイスチャーをプレゼント(限定50個)

160 ホールマーカス ボディケア・コスメ等 B1Ｆ ①\1,600以上お買い上げでオリジナルクリアポーチをプレゼント(限定111個) ②一部商品 スペシャルプライス

161 北麓草水 自然派化粧品 B1Ｆ \3,500以上お買い上げでハンドトリートメントクリーム30ｇをプレゼント(限定30個)

162 ラワレ生活の木 自然派化粧品・ハーブ B1Ｆ
ラッキーバッグ(コーディアル、ルイボスティー 10ティーバッグ、ハーバルブレンド 8ティーバッグ、アロマストーン、エッセンシャルオイル)
スペシャルプライス \2,000(1日限定15個)

163 ロクシタン 化粧品他 1F \3,240以上お買い上げで人気商品のサンプルセットをプレゼント

164 ミシャ コスメ 4F
①\6,000以上お買い上げでジュエリーケースをプレゼント(数量限定）
②韓方シリーズ チョゴンジン化粧水とクレンジングのセット スペシャルプライス \6,000

店舗名 ジャンル フロア 詳細

165 エースコンタクト コンタクト B1F コンタクト洗浄液セット（コンセプトワンステップ3本 or AOセプトクリアケア3本） \3,240 2セットお買い上げで2セット目 スペシャルプライス

166 ディーケラー 名刺・ハガキ印刷 B1F 実印・銀行印 スペシャルプライス

167 リアット! 横浜西口店 靴修理・靴クリーニング・合鍵 B1F ご利用で自店ポイント2倍 ※11/27まで ※ジョイナスポイントカードではございません

168 リフレッシュハンズ リラクゼーション B1F スペシャルコース（組み合わせ自由） 60分コース \6,000　40分コース \4,000

169 アトリエはるかプラスヘアカット ヘアメイク 2F 眉カットでご来店の方、リップ・ベースメイクのお直しをサービス ※平日限定 ※予約優先

170 ラフィネ リラクゼーション 3F
バリュアブルカードをお買い上げでくじ引きに参加。当たりが出たら4種類の商品から１つプレゼント（限定40個）
※11/6、16は対象外 ※くじ引きの商品は選べません

171 ネイルクイック オー・プティボヌール ネイルサロン 4F 施術料金\10,800以上でアミノモイストパック（ハンド or フット）いずれかをプレゼント（限定150個）

172 ミスタークラフトマン 靴修理・合鍵 4F ご利用で自店ポイント2倍 ※11/27まで ※ジョイナスポイントカードではございません

店舗名 ジャンル フロア 詳細

173 えん 創作料理居酒屋 B2F 和食屋さんのローストビーフ丼 \1,280

174 大かまど飯 寅福 かまど飯・和惣菜 B2F 「おいしい物づくし」をご注文でお好きなドリンクを1杯サービス ※ディナータイム（16:30以降）限定 ※一部対象外のドリンクがございます

175 オステリア ウーヴァ・ラーラ イタリアンワインダイニング B2F お食事ご注文で本日の前菜盛り合わせ スペシャルプライス \1,111

176 銀座ライオン ビヤレストラン B2F ビヤホールセット（生ビール<中>、おつまみ4点） スペシャルプライス \1,296（限定50セット） ※平日11:00～18:00限定

177 サモアール 紅茶専門店 B2F デカ盛りアイスロイヤルミルクティ スペシャルプライス\1,111

178 そばと天ぷら 石楽 そば B2F 天ぷら蕎麦御膳 スペシャルプライス \1,200

179 大龍 中国屋台料理 B2F 酢豚定食をご注文でジャスミン茶 or ウーロン茶を1杯サービス

180 タンメンワールド横濱一品香 創作麺料理 B2F チーズ入り秋のキムチ炒飯（\890）をご注文でアイスウーロン茶を1杯サービス

181 築地すしくろ 寿司 B2F アニバーサリーお寿司のケーキ \1,080（1日限定5食）

182 バケット ベーカリーレストラン B2F お食事ご注文で袋パン（3個入）プレゼント（限定11個）

183 横浜なかや 大関本店 味噌煮込みうどん B2F 味噌煮込うどん海老天のせ \1,100

184 アフタヌーンティー・ティールーム ティールーム B1F ティータイムトートバッグ（トートバッグ、紅茶、焼菓子） \1,944（限定50個）

185 伊太利亜のじぇらぁとや ジェラート B1F テイクアウト用500ccBOX　スペシャルプライス \1,050

186 オスロコーヒー カフェ B1F KING（ホット）とハムエッグ＆デンマークチーズのワッフルサンドをご注文で、おかわりコーヒーを1杯サービス

187 勝烈庵 とんかつ B1F 11月のジョイナス定食（\1,836）をご注文で大根おろしを１皿サービス

188 かにチャーハンの店 チャーハン B1F たらば海鮮とろ玉チャーハン \1,080（1日限定30食）

189 牛たんとろろ麦めし ねぎし 牛たん専門店 B1F 仔牛の牛タンセット スペシャルプライス \1,880

190 クラシックカフェラミル カフェ B1F
トリプルハーフケーキセット（お好きなハーフサイズのケーキ3種類とお好きなドリンク） スペシャルプライス
※セットドリンクの内容により価格が異なります

191 ステーキジョイント ステーキ・ハンバーグ B1F サーロインステーキ400ｇ（\2,980）をご注文でソフトドリンク1杯サービス

192 東京北浜 関西料理 B1F 秋の新作メニュー 海鮮オリーブ丼（\1,080）をご注文でコーヒー or 紅茶（ホット、アイス）を1杯サービス

193 トゥルー スープ スープ専門店 B1F アニバーサリーセット（Rサイズのお好きなスープ、パン盛り合わせ or ライス、ドリンク、デザート） スペシャルプライス \1,250 ※11/30まで

194 日比谷松本楼 洋食 B1F アニバーサリープレート（オムライスカレーソース、カニコロッケ、エビフライ、コーヒー or 紅茶） スペシャルプライス \1,400（1日限定30食）

195 マザーリーフ ティースタイル カフェ B1F クロワッサンワッフル チョコレートカップセット \720 ※通常ドリンクセットにできないワッフルをドリンクセットとして提供

196 マンゴツリーキッチン タイ料理 B1F 鶏のガパオ・ミニヌードル・春雨とシーフードサラダのセット スペシャルプライス \1,300（1日限定10食）

197 まん天餃子 餃子専門店 B1F \500以上ご注文で特製ランチョンマットをプレゼント ※お1人様1枚まで

198 三﨑市場 まぐろ丼 B1F どんぶりをご注文で\108のみそ汁をサービス

199 南青山野菜基地 有機野菜カレー・サラダ B1F ふわふわ揚げ豆腐とアボカドのカレエ \1,180（1日限定20食）

200 野菜を食べるカレー キャンプエクスプレス カレー専門店 B1F BBQカレー（\1,290）をご注文でミニドリンクを1杯サービス

201 洋麺屋五右衛門 パスタ B1F ハーフ＆ハーフAをご注文でセットサラダをサービス

202 ラ・セゾン 喫茶 B1F 日替わりケーキ2個セット コーヒー or 紅茶付 \1,458

203 ロッテリア ファストフード B1F クリスマスチキンパック（8本 \2,000）をお買い上げ or ご予約でドリンク無料券1枚をプレゼント ※11/30まで

204 アントステラ 焼菓子・喫茶 1F お楽しみ袋（クッキー24枚入） スペシャルプライス \1,080〈1日限定30個）

205 プロント イル バール カフェ＆バー 1F

①お好きなドリンク スペシャルプライス
※11:00～14:00限定 ※カフェタイム（10:00～17:00）提供商品に限る ※アルコール（ビール、ワイン、ハイボール）は除く
※他サービスとの併用不可 ※お1人様1回につき1ドリンクに限る
②ザ・プレミアムモルツ（香るエール） スペシャルプライス \490
※17:30～22:30限定 ※ビールジョッキのみ対象 ※他サービスとの併用不可 ※お1人様1回につき1ドリンクに限る

店舗名 ジャンル フロア 詳細

206 ナチュラルハウス オーガニック食品・化粧品 B1F ハッピーバッグ(人気の米粉使用のお菓子やオーガニック飲料などの詰め合わせ)　スペシャルプライス \3,000(限定20個)

207 アンテノール 洋菓子 1F バリューBOX(人気の焼菓子6個) スペシャルプライス \1,080(限定50個)

208 泉屋 洋菓子 1F お楽しみ袋(別詰リングターツ、別詰サボイフィンガー、袋詰クッキー) スペシャルプライス \1,296(限定50個)

209 キル フェ ボン 洋菓子 1F バラ香る3種のフレッシュベリーのタルト ホール \11,340、カット \1,197 (数量限定)

210 ゴディバ チョコレート・アイスクリーム 1F ジョイナス店限定ショコリキサー ホワイトチョコレート ストロベリー \600

211 文明堂 カステラ 1F \1,080以上お買い上げでふみ巻ゆずあんをプレゼント ※ふみ巻ゆずあんが無くなった場合は、別商品をプレゼント

212 ポンパドウル ジョイナス1F店 パン 1F 秋の味覚セット(モンブラン、おいもパン、マロンパイ、十勝ミルクのきのこシチューパン)　\776

213 ポンパドウル ジョイナス1F南口店 パン 1F 秋の味覚セット(モンブラン、おいもパン、マロンパイ、十勝ミルクのきのこシチューパン)　\776

214 ミッシェル・ショーダン 洋菓子 1F ガトーフレ \378(限定30個)

215 崎陽軒 ジョイナス店 弁当 2F \1,000以上お買い上げでひょうちゃんリフレクターをプレゼント(1日限定50個) ※11/14～



 

＜ダイヤキッチン＞ 

 

＜スポーツ＞ 

 

 

店舗名 ジャンル フロア 詳細

216 葵の倉 米菓 B1F
おたのしみセット（白えびかき餅、オリーブオイルおかき、スモークチーズおかきなどのおかきやお煎餅9種類23袋入）
スペシャルプライス \1,080（限定100セット）

217 アルデュール 洋菓子 B1F 単品マカロン スペシャルプライス \111(数量限定) ※\195のマカロンのみ対象外 ※11/11～13まで

218 伊藤園 お茶 B1F
お得な詰め合わせパック（一煎ティーバッグ2個、旨みまろやか緑茶ティーバック（2点入）1個、旨みまろやか煎茶1袋、ダージリンティーティー
バック（2点入）1個、ルイボスティー1袋） スペシャルプライス \1,111（1日限定10個）
※詰め合わせの内容は変更になる場合がございます。

219 イリナ 洋菓子 B1F 5ロールセット スペシャルプライス \1,080（1日限定20セット）

220 おかず本舗 佃浅 和惣菜 B1F 焼魚と惣菜セット スペシャルプライス \540

221 オギノパン パン B1F 1周年アニバーサリーセット（丹沢あんぱん おすすめ8種類） スペシャルプライス \1,000（1日限定5セット）

222 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 B1F
①カフェカルディ ドリップコーヒー マイルドカルディ スペシャルプライス 2個で\768 ※1個の場合\448で販売
②グロワーダイレクト カリフォルニア 生くるみ スペシャルプライス 2個で\1,400
※1個の場合\798で販売

223 崎陽軒 ジョイナス・ダイヤキッチン店 弁当・シウマイ・惣菜 B1F \1,000以上お買い上げでひょうちゃんリフレクターをプレゼント（1日限定50個） ※11/14～

224 京樽 おにぎり・寿司 B1F 1周年限定ゆり（茶巾鮨、箱鮨、のり巻、伊達巻、かんぴょう巻） \702（1日限定15個）

225 銀座コージーコーナー 洋菓子 B1F \1,500以上お買い上げでオリジナルトートバッグをプレゼント（1日限定30個） ※11/6まで

226 久世福の献立屋 和グロサリー B1F
①おとうふドーナツ6個セット スペシャルプライス \700
②万能だしシリーズ15包 スペシャルプライス \1,111
※門前 精進だし、贅沢の極みは対象外

227 桂林 常菜房 中華惣菜 B1F 常采房セット スペシャルプライス \1,080（1日限定10セット）

228 コロンバン 洋菓子 B1F 原宿焼きスイートポテト（10個入） \1.080（1日限定10個）

229 サティー チョコレート B1F ジョイナス店限定コルセショコラ 11個入 スペシャルプライス \1.080（限定100個）

230 サラダカフェ サラダ・洋惣菜 B1F 9種類のサラダアソート \1,198（1日限定12個）

231 ちよだ鮨 寿司 B1F
ちよ折・にしき（まぐろや生サーモン、寿司えびなど、人気のネタの盛り合わせ） スペシャルプライス \850
※各日ネタがなくなり次第終了

232 豆腐 一丁庵 豆腐・惣菜 B1F 豆腐しゅうまい 1パック スペシャルプライス \389（1日限定30パック）

233 トップス 洋菓子 B1F お楽しみ袋（ヤミー12枚、ボールズブラック） スペシャルプライス \1,080（限定40個）

234 とんかつ和幸 とんかつ B1F 和牛と黒豚のメンチカツ \249（1日限定50個）

235 日本橋屋長兵衛 和菓子 B1F チョコっとめで鯛（天下鯛へい:こし餡と限定味の詰め合わせ3個入） \530（限定50個） ※11/12まで

236 パオパオ 中華惣菜 B1F チーズシューマイ6個 スペシャルプライス \594（1日限定30パック）

237 パステルデザート 洋菓子 B1F スマイリープリン \432（数量限定）

238 パティスリー・パブロフ パウンドケーキ B1F ジョイナス1周年記念パウンド ザ・アニバーサリー \1,111

239 跳ね鯛 和惣菜 B1F 銀ひらす スペシャルプライス 2枚で \540　※1枚の場合\324で販売

240 ピースリーポケット グロサリー B1F
1周年記念バッグ（人気のお菓子やお惣菜の詰め合わせ）
スペシャルプライス \1,111（1日限定10個） ※11/12まで

241 ピネード 洋菓子 B1F フィナマド スペシャルプライス \111

242 富華旬菜 和惣菜 B1F 本日のおすすめ4点セット スペシャルプライス \540（1日限定10セット）

243 ふらんすやま 洋菓子 B1F お好きなケーキ（組み合わせ自由） 2個 スペシャルプライス \800 ※11/11まで

244 ベル プラージュ 洋菓子 B1F ハッピーバッグ（ショコラブラン2枚、ココサブレ3枚） スペシャルプライス \864（限定30個）

245 ポンパドウル ダイヤキッチン店 パン B1F 秋の味覚セット（モンブラン、おいもパン、マロンパイ、十勝ミルクのきのこシチューパン） \776

246 マ・クルール バームクーヘン B1F ハッピーバッグ（バームのmimi、クルフルクッキー、クルフル2個、ラングドシャ3個、カットバーム4個） スペシャルプライス \1,500（1日限定5個）

247 豆狸 いなりすし B1F
ジョイナス店限定1周年記念詰め合わせ（豆狸いなり4個、わさびいなり4個、おこわいなり<鶏ごぼう・赤飯>各1個）
スペシャルプライス \864（1日限定30個）

248 マルシェ フランセ 洋菓子 B1F お楽しみ袋（お菓子詰め合わせ） スペシャルプライス \1,080（数量限定）

249 マンゴツリーデリ タイ料理・惣菜 B1F \2,000以上お買い上げでオリジナルエコバッグをプレゼント（限定50個）

250 みのや本店 和菓子 B1F ジョイナス1周年記念限定品（栗むし羊かん1/4、むし羊かん1/4） \600（1日限定8箱）

251 ムサシデリ 惣菜 B1F 大麦牛ステーキ＆牛めしコンビ重 スペシャルプライス \1,080（1日限定30個)

252 横濱菓子 ありあけ 洋菓子 B1F 横濱ハーバーミルクパンプキン1箱（\1,080）をお買い上げで横濱ハーバーミルクパンプキン1個をプレゼント（数量限定）

253 横浜中華街 華正樓 中華惣菜・菓子 B1F 菓子お楽しみ袋（月餅や中華菓子の詰め合わせ） スペシャルプライス \648（1日限定30個）

254 和菓子 紀の国屋 和菓子 B1F お好きな和菓子5個 スペシャルプライス ※詰め合わせは対象外

255 ワッフル・ケーキの店 エール・エル ワッフル B1F ワッフルケーキ 苺づくし \141（平日限定15個、休日限定30個）

256 和の実 花こうろ 和菓子 B1F 特用こぼれおはぎ（栗） \702（1日限定10個）

店舗名 ジャンル フロア 詳細

257 クーバー・フットボールパーク フットボールコート RF 個人参加フットサル参加費 スペシャルプライス \1,500 ※受付は9Fにございます


