
 

 平成 29年（2017年）10月 18日 

株式会社相鉄ビルマネジメント 

  相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・千原広司）が運営するジョイナスでは、平成 29 年

（2017年）10月 2５日（水）から 10月 31日（火）までの期間、全館で「ジョイナス スーパーサンクスセール」を開催いたしま

す。メンズ、レディスのトレンドファッションからまだまだ使える秋アイテムやアクセサリー、ライフスタイル雑貨がお値打ち価格

でお買い求めいただけます。 また、横浜髙島屋では10月29日（日）まで「第58回大北海道展」と10月31日（火）まで「秋

のスーパーサンクスセール」、横浜モアーズでは「秋のご愛顧感謝 8F&9F レストラン限定 3倍ポイントアップ」を開催し、3館

合同で“秋の横浜西口”を盛り上げます！ 

 

ジョイナススーパーサンクスセール メインビジュアル 

 

オーナー自らセレクト・デザインしたクオリティに自信のあるアクセサリーやヘアーアクセサリーをプチプライスで提供する「ア

ン・ドゥ・トロワ」の秋物・オールシーズン商品が最大 70％セールをはじめ、トレンドとベーシックがウェルバランスな、いつもあた

らしいリアルクローズを提案する「ページボーイ」では、2点以上お買い上げで 10%OFFなど、イロイロ嬉しい秋のおトクがイッパ

イな 1週間！！さらに 10月 31日(火)まで、レストラン＆カフェの対象店舗にて注文時にジョイナスポイントカードをご提示い

ただくと、お得なサービスを受けられるジョイナスポイントカード会員限定の優待サービスを開催中！ 

 また、10月 21日(土)・22日(日)は、ジョイナス館内にてハロウィンに関連したワークショップの開催を、10月 28日（土）・

29日(日)は、一般社団法人横浜西口エリアマネジメント、横浜高島屋、横浜モアーズと連携して、横浜エリアで、ファミリー

ハロウィンウォークやフォトスポットの設置などハロウィンイベントを開催して、横浜西口を盛り上げます！  

ファッションの秋も、食欲の秋も、ハロウィンも全て、欲張りたいあなたへ。ぜひこの機会に、ジョイナスへお越しください。 

買っちゃえ、買っちゃえ！両手いっぱい、秋いっぱい。 

『ジョイナス スーパーサンクスセール』開催！ 
10 月 25 日（水）～10 月 31 日（火） 

 秋セールだ！ハロウィンだ！横浜髙島屋・横浜モアーズでも、おトクとイベントイロイロ盛りだくさん！ 

新店も続々オープン！ 

 



■ジョイナス スーパーサンクスセール おすすめ店舗情報（一部抜粋） 

【OFFでオトク！】 まだまだ使える秋物商品など一部最大 70%OFF!! 

                     

 

 

 

 

【2点以上でオトク！】 2点以上のお買い上げで 10%OFFなどうれしいサービス！ 

                     

 

 

               

 

【ノベルティプレゼントでオトク！】 ショップオリジナルのグッズなどをプレゼント！ ※数量限定 

                    

 

 

 

 

 

【各店のポイントがおトク！】 各店のポイントカードがおトクにたまる！※ジョイナスポイントカードの特典ではありません。 

             

 

 

 

 

※その他のショップでもおトクなセールや特典をご用意しております。詳細は各店舗へお問い合わせください。 

＜アーノルドパーマー タイムレス＞ 

MAX50%OFF 

 

＜キャンディストリッパー＞ 

10,000円（税込）以上のお

買い上げの方にオリジナルノ

ベルティをプレゼント。 

＜キッチンキッチン＞ 

1,500円（税抜）以上お買上

げでノベルティプレゼント 

※先着 170名 

＜ドロワット ロートレアモン＞ 

自店ポイントカード 2倍、秋物

商品 20％OFF。 

 

＜ネイルクイック オー・プティボヌール＞ 

ネイルメニュー15,000 円（税込）以

上ご利用でネイルクイックポイント

1P(2,000円相当）プレゼント。 

＜ランバン オン ブルー＞ 

自店ポイントカード 2倍。 

＜プロポーション＞ 

16,200円（税込）以上のお

買い上げの方にノベルティを

プレゼント。 

＜ルイナス＞ 

2点以上お買上げで 10％OFF、

3点以上お買上げで 20％OFF。 

 

＜ページボーイ＞ 

2点以上お買上げで 10％OFF。 

 

＜ア ド ヴィーヴル＞ 

2点以上お買上げで 10％OFF。 

 

＜エフィーズクローゼット＞ 

20～50%OFF（一部除外あり） 

 

＜アン・ドゥ・トロワ＞ 

秋物・オールシーズン商品 

30～70%OFF 

 

http://www.sotetsu-joinus.com/shop/413
http://www.sotetsu-joinus.com/shop/347
http://www.sotetsu-joinus.com/shop/307


■横浜髙島屋 第 58回 大北海道展・秋のスーパーサンクスセール概要      

○第58回大北海道展 

【開催期間】平成 29年（2017年）10月 18日（水）～10月 29日（日） 

【会場】横浜髙島屋8階催会場※連日午後8時まで。但し10月24日(火)と最終日は午後6時で閉場。 

【内容】北海道の人気店と髙島屋バイヤーが協力して、道産素材にこだわった特別なお弁当、スウィーツなど 

会場限定でご紹介いたします。 

○秋のスーパーサンクスセール 

【開催期間】平成 29年（2017年）10月 25日（水）～10月 31日（火） 

【内容】    各階対象売場にて、対象商品がお得なセール価格でお買い求め頂けます。 

 

■横浜モアーズ 秋のご愛顧感謝 8F&9F レストラン限定 3倍ポイントアップ 概要 

【開催期間】平成 29年（2017年）10月 25日（水）～10月 31日（火） 

【会場】   横浜モアーズ 8F&9F レストラン 

【内容】   通常 100円（税抜）で 1ポイントの付与⇒期間中は 3倍の 3ポイントをプレゼント！ 

 

 

■ 【期間限定】ジョイナスポイントカード会員限定 レストラン＆カフェ ご優待サービス     

【実施概要】        対象ショップにてジョイナスポイントカードを注文時ご提示でお得な優待サービスが受けられます。 

【開催日時】        平成 29年（2017年）10月 1日（日）～10月 31日（火） 

【各店サービス内容】    

 

 

フロア 店舗名 優待内容

ジョイナスダイニング（B2F） えん
お会計から10％OFF

※17時以降ご来店の方のみ。割引上限10,000円まで。

ジョイナスダイニング（B2F） 築地すしくろ
ソフトドリンク1杯サービス（コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、オレンジジュース、カルピス）

※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） オステリア　ウーヴァ・ラーラ
乾杯のワイン1杯サービス（スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン）

※16時以降のお食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） 横浜なかや　大関本店 ソフトドリンク1杯サービス　※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） いらか グラスビール又はウーロン茶1杯サービス

ジョイナスダイニング（B2F） 大かまど飯　寅福 ドリンク1杯サービス　※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） バケット ドリンクバー108円　※648円以上ご利用の方

ジョイナスダイニング（B2F） キッチンパレット ソフトドリンク1杯サービス　※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） サモアール ティーバック1個プレゼント　※先着500名様

ジョイナスダイニング（B2F） 博多天ぷら　たかお 季節の野菜を1品サービス※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F）
タンメンワールド

横濱一品香

アイスウーロン茶1杯サービス

※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B2F） オービカ　モッツァレラバー
オービカオリジナルカクテル1杯サービス（アルコール又はノンアルコール）

※平日ディナータイム（16:00～22:30）限定　アラカルトをお食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） 洋麺屋五右衛門 セットサラダサービス　※ハーフ＆ハーフご注文の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） 神座飲茶樓
煮玉子サービス

※16時以降ご来店の方のみ　各日先着30名様限定　麺類をご注文の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） ステーキジョイント
ウーロン茶1杯サービス

※1,500円以上お食事の方のみ　平日ディナータイム（17:00～）限定

ジョイナスダイニング（B1F） マンゴツリーキッチン ソフトドリンク100円引き　※お食事の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F）
野菜を食べるカレー

キャンプエクスプレス

ソフトドリンク1杯サービス

※ディナータイム（17:00～）限定　カレーご注文の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） 勝烈庵 オレンジジュース1杯サービス　※ジョイナス定食ご注文の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） 日比谷松本樓
ソフトドリンク1杯サービス

※フロート類は除く　スペシャルプレートをご注文の方のみ

ジョイナスダイニング（B1F） アンドダブルレインボー ソフトドリンク1杯サービス　※お食事の方のみ

B1 伊太利亜のじぇらぁとや ドライアイス2時間分まで無料　※テイクアウトギフトBOXお買い上げの方のみ

B1 オスロコーヒー
お好きな珈琲1杯サービス

※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ご注文の方のみ

B1 クラシックカフェラミル ミニデザートサービス　※11:00～13:00限定　ランチセットご注文の方のみ

2F ドロップコーヒー 自店スタンプカード+1スタンプ

4F ワイヤードカフェ セットドリンクサービス　※お食事の方のみ　190円のセットドリンクのみ



■新店情報                               

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ハロウィンイベント情報                               

○ハロウィンワークショップ（ジョイナスイベント） 
【開催期間】平成29年（2017年）10月21日(土)、22日(日) 
【会場】ジョイナスB1ホテル前広場 
【内容】 
・10月21日(土) ハロウィンボディペイント（主催：トゥールズ） 
開催時間：13：00～19：00 所要時間：約10分 参加費：500円(税込) 先着100名 
内容：ボディペイント専用絵の具「スナザルー」を使ったボディペイントでハロウィン気分を盛り上げよう！ 

・10月22日(日) オリジナルハロウィンハンカチづくり（主催：ハンカチーフギャラリー） 
開催時間：11：00～17：00 所要時間：約20分 参加費：540円(税込) 先着60名 
内容：クレヨンスタンプを使って世界に一枚だけのオリジナルハンカチを作ろう！ 

【参加方法】会場にて随時受付 
 
○横浜西口ファミリーハロウィンウォーク（3 館合同イベント） 
【開催期間】平成29年（2017年）10月28日(土)、29日(日) 10：30～・13：00～・14：30～（各回30分程度） 
【内容】仮装して、横浜駅西口の 3商業施設をお子さまと一緒に楽しくウォーキング。参加者にはゴール地点で粗品を 

プレゼントします。 
【参加方法】 
横浜西口ハロウィン 2017特設ウェブサイトもしくは横浜タカシマヤ、横浜モアーズ、ジョイナスの 
各ウェブサイトから事前申込み（両日各回先着 100人） 
http://www.yokohamanishiguchi.or.jp/2017_halloween/ 
 
○ハロウィンフォトスポット設置（3館合同イベント） 
【開催期間】 
【内容】各商業施設には一箇所ずつフォトスポットを設置しており、 

カメラのフラッシュを使って撮影すると、 
目には見えないオバケが写りこんだ写真が撮影できます。 
ハロウィン衣装とあわせて、是非撮影してみてください。 

 

※画像はイメージです。 

 

＜ヒッチ・ハイク／4F＞ 

 

 

 

＞ 

 

 

 

 

10月 5日（木）オープン！ 

 

パリのモダンなスタイルを提案

するライフスタイル型セレクトス

トア。メンズ、ウイメンズのスー

ツ、ドレス、カジュアルスタイル

と充実した小物でパリのモダン

な世界観を演出します。 

 

＜トランスコンチネンツ／2F＞ 

 

 

 

 

 

＜ハウスメイド／B1＞ 

 

 

 

＞ 

 

 

 

 

10月 12日（木）オープン！ 

 

コンセプトは、「partner of your 

journey」ドアを開けた瞬間から

今日という旅が始まる。とにか

くイロイロある毎日だから、自分

らしいバッグで自分らしい旅

を。 

 

10月 31日（火）オープン！ 

 

朝食から、夕方まで幅広いニ

ーズに対応している「自家製」

がコンセプトのカフェ食堂。 

国産牛 100%を使用した名物

のテリヤキハンバーグ、トース

ト、パスタ、スイーツやドリンクを

カジュアルにお楽しみ下さい 


