
ANNIVERSARY

LUXS FRONT
ラクシス フロント

横浜市役所内商業施設

火
8.31

8.5 木

2021.

1st Anniversary campaign

※配布開始時間は各店舗のオープン時間ごとに異なります。
※ノベルティがなくなり次第終了となります。
※レシートにはお渡し済みのスタンプを押印させていただきます。
※プレゼントはお1人様につき1つとなります。

1周年記念「折りたたみ携帯ミニコップ」プレゼント
LUXS FRONTにてお買上げのお客様に
限定オリジナルノベルティをプレゼント！

8/5（木）配布日

LUXS FRONT物販店舗にて
おすすめ商品を詰めた
1周年記念パックを限定販売！

※期間・内容は店舗により異なります。
※詳細は中面をご覧ください。販売期間 8/5（木）～

1周年記念パック
LUXS FRONT飲食店舗にて1周年を
記念し限定メニューをご提供！
提供期間 8/5（木）～

1周年記念メニュー

8/5
限定！

8/5
から！

8/5
から！

・ラクシス フロント対象店舗にて１会計800円（税込）以上のご利用で1スタンプ押印。
・同じ店舗のスタンプ3個でもOK。
・クーポン利用対象外店舗：横浜中華そば 維新商店、セブン-イレブン、QBハウス
・横浜市役所２Fテイクアウト特別販売会はスタンプ押印・クーポン利用ともに対象外となります。

8/5（木）～8/31（火）スタンプ押印・クーポンご利用期間

１周年記念スタンプラリー

※期間・内容は店舗により異なります。 ※詳細は中面をご覧ください。

1周年記念メニュー・1周年記念パック・今月のおすすめ のご注文・ご購入で1周年記念スタンプラリーカードにさらに＋1スタンプ！

スタンプ３個で“次回”ご利用時に
300円分のクーポンとしてご利用いただけます。

※シュマッツ・ビア・スタンド、
　QBハウスは対象外です。

※キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
キャンペーン詳細はLUXS FRONT
公式ホームページにてご確認ください。▶
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本に囲まれながら“ハマる”限定メニューを味わって。

1周年記念スタンプラリーカードに
さらに+1スタンプ！※シュマッツ・ビア・スタンド、

　QBハウスは対象外です。

1周年を記念した
おいしいパックとメニューが盛り沢山。

HAMARU
ブック＆カフェ

tel：045-323-9003
2F❻

もとまちユニオン
ミニスーパーマーケット 

tel：045-319-46711F❷

シュマッツ・ビア・スタンド
モダンドイツ料理

Food Hall

tel：045-225-83001F❷

フレッシュネスバーガーの中でも人気の高いBurgerと
Drinkのセットメニューを1周年記念の特別価格にて
ご用意しました。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

中華そば・月見とろろめしセット　¥980
食欲のない時でも、さらさらっと食べられる月見とろろ
めしを、定番の中華そばと一緒にお楽しみください。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

1周年記念特別セット　¥800
ル・ミトロン自慢の生食パン「神熟」をはじめ人気のパン
や話題のパンを詰め合わせた大変お得なセットです。
《 各日10個限定　8/5（木）~8/31（火） 》

横浜市場食堂
グリルエトナ
洋食

tel：045-228-88901F❷

横浜市場食堂
かねせい
和食

tel：045-228-86201F❷

フレッシュネスバーガー
バーガーカフェ

tel：045-228-71471F❷

横浜中華そば
維新商店
中華そば

tel：045-319-41531F❷

ル・ミトロン
ベーカリー

tel：045-228-77081F❷

おにぎりカフェ うめ乃
カフェ

tel：045-319-44501F❷

Book& Cafe

横浜中央卸売市場から直送の、魚介類をたっぷり
使用したスパゲティーです。
《 各日10食限定　8/5（木）~8/31（火） 》

市場直送 魚介類のペスカトーレ　¥1,000

出汁、出汁ごはん、鈴卵、国産地どりを使用した
極みの丼に、けんちん汁を付け1周年記念価格にて
ご提供いたします。
《 各日10食限定　8/5（木）~8/31（火） 》

1周年限定セット 親子丼・けんちん汁セット　¥900

1周年記念メニュー

クラシックバーガープレミアSet
通常 ¥1,030 ▶ 特別価格 ¥927

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

巻き寿司が見えないくらい新鮮なネタが沢山のった
こぼれ寿司と、夏にピッタリな鴨南蛮せいろうです！
《 各日10食限定　8/5（木）~ 8/31（火） 》

1周年限定セット こぼれ寿司と鴨南蛮せいろう　¥1,200
1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

定番の欧風カレーの味はそのままに、
とろけるチーズのおいしさに"ハマる"
限定メニューをご用意しました。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

HAMARUカレー
¥880

1周年記念メニュー

《 80個限定  8/5（木）~8/20（金） 》
※売り切れ次第終了

焼き菓子4～5種類が入ったお得な
詰め合わせパックです。
何が入っているかはお楽しみに。

ブレッツェル＆
焼き菓子詰め合わせ　¥880

1周年記念パック
※ラクシス フロント エコバッグ付

1周年記念メニュー 1周年記念パック 今月のおすすめ ご注文・ご購入で本チラシ掲載の

相性バツグンの紅茶とビスケットを人気のユニオン
バッグに入れたオリジナルセットです!
お好みの品をお選びください。
《 30個限定　8/5（木）~8/15（日） 》

ユニオンバッグオリジナルセット　¥1,719
1周年記念パック

※購入点数を制限させていただく場合があります。

ご利用のお客様にシュマッツボトルビールを
先着でプレゼントいたします！

シュマッツボトルビール（1本） プレゼント
1周年記念プレゼント

※営業状況につきましては公式ホームページにてご確認ください。
　 キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
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横浜の街を眺めながら、1周年記念の特別メニューを。

TSUBAKI食堂
和風創作料理

tel：045-211-43002F❸

Universal Dining ONE
フレンチ コンチネンタル

tel：045-211-44642F❶

Restaurant& Cafe

“ファーム・トゥ・テーブル”をテーマに神奈川県の
厳選食材を使用したコースを1周年記念の特別価格
でお楽しみください。
《 各日10食限定　8/5（木）~8/31（火） 》

窯焼きピザと日替わりパスタのハーフ＆ハーフのセット。
LITORANEOを堪能したいあなたにおすすめの
セットです。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

生麦名物の大きな穴子と横浜市鶴見区のお野菜を
使った、ちょっと贅沢な定食です。
地元の恵みをお召し上がりください。
《 20食限定　8/5（木）~8/15（日） 》

さざ波　¥1,680
当店自慢のお寿司、サクサクの天ぷらに茶わん蒸し
が付いた大変お得なセットです。
《 各日10食限定　8/5（木）~8/31（火） 》

リトラーネオ
イタリアン

tel：045-263-81152F❷

海風季
寿司と山形蕎麦

tel：045-264-42222F❺

スターバックス コーヒー
カフェ

tel：045-264-89481F❶

鶴見野菜と穴子の一本揚げ定食　¥1,500

麻婆豆腐発祥の店
陳麻婆豆腐
本格四川料理

tel：045-228-97712F❹

窯焼きピザとパスタのセット　¥1,480

今だけの特別なセットやサービスなどお得がいっぱい。Goods & Service

1周年限定 おすすめセット　¥1,965
当店オリジナルの「横濱ポテト」や大人気の
「クルミッ子」が入ったスペシャルなセットです！
《 30個限定　8/5（木）~8/15（日） 》 ※売り切れ次第終了

ジャムサンド 500g　¥900
人気No.1のジャムサンドを500g入りでご用意しました。
厳選された良質なリンゴを使用した甘いジャムを
サンドしたクッキーです。
《 30個限定　8/5（木）~8/31（火） 》 ※売り切れ次第終了

すばやくエネルギーを補給したい方にぴったりな
ゼリーです。
《 10個限定　8/5（木）~8/8（日） 》 ※売り切れ次第終了

お菓子の太子堂
和菓子・珍味・米菓

tel：045-305-69662F❽

ヨコハマメモリーズ
おみやげ

tel：045-225-92252F❾

薬マツモトキヨシ
ドラッグストア

tel：045-211-45571F❸

QBハウス
ヘアカット専門店

tel：0570-011-9191F❺

セブン-イレブン 
コンビニエンスストア

tel：045-663-97111F❹

カットのみに特化したサービスを提供するヘアカット
専門店から、夏にうれしい「汗拭きウェット」をご用意
しました。
《 ご利用者様 各日先着30名様限定　8/5（木）~8/15（日） 》

汗拭きウェット プレゼント

ムニュ・テロワール MENU TERROIR 食前酒付 2名様
通常 ¥17,000 ▶ 特別価格 ¥11,111

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

海鮮と野菜の薄塩炒め　¥1,280
エビやホタテなどの海鮮を塩とこだわりの調味料でシンプ
ルに炒め、相性の良いお野菜を加えた優しい味の1品です。
《 8/5（木）~8/31 （火） 》 ※売り切れ次第終了

1周年記念メニュー

mk エネルギー補給ゼリー12個セット　¥899

100%アラビカ種の香り高いコーヒーを
お楽しみください。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

ハウス ブレンド　¥1,134
今月のおすすめ

1周年記念プレゼント
1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付
1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

Happy Anniversary セット　¥888
人気商品を詰め合わせた
お得なお菓子のセットです。
《 50個限定　8/5（木）~ 8/8（日） 》 ※売り切れ次第終了

1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

※営業時間は公式ホームページにてご確認ください。※表示価格はすべて税込価格となります。※キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
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鶴見野菜と穴子の一本揚げ定食　¥1,500

麻婆豆腐発祥の店
陳麻婆豆腐
本格四川料理

tel：045-228-97712F❹

窯焼きピザとパスタのセット　¥1,480

今だけの特別なセットやサービスなどお得がいっぱい。Goods & Service

1周年限定 おすすめセット　¥1,965
当店オリジナルの「横濱ポテト」や大人気の
「クルミッ子」が入ったスペシャルなセットです！
《 30個限定　8/5（木）~8/15（日） 》 ※売り切れ次第終了

ジャムサンド 500g　¥900
人気No.1のジャムサンドを500g入りでご用意しました。
厳選された良質なリンゴを使用した甘いジャムを
サンドしたクッキーです。
《 30個限定　8/5（木）~8/31（火） 》 ※売り切れ次第終了

すばやくエネルギーを補給したい方にぴったりな
ゼリーです。
《 10個限定　8/5（木）~8/8（日） 》 ※売り切れ次第終了

お菓子の太子堂
和菓子・珍味・米菓

tel：045-305-69662F❽

ヨコハマメモリーズ
おみやげ

tel：045-225-92252F❾

薬マツモトキヨシ
ドラッグストア

tel：045-211-45571F❸

QBハウス
ヘアカット専門店

tel：0570-011-9191F❺

セブン-イレブン 
コンビニエンスストア

tel：045-663-97111F❹

カットのみに特化したサービスを提供するヘアカット
専門店から、夏にうれしい「汗拭きウェット」をご用意
しました。
《 ご利用者様 各日先着30名様限定　8/5（木）~8/15（日） 》

汗拭きウェット プレゼント

ムニュ・テロワール MENU TERROIR 食前酒付 2名様
通常 ¥17,000 ▶ 特別価格 ¥11,111

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

1周年記念メニュー

海鮮と野菜の薄塩炒め　¥1,280
エビやホタテなどの海鮮を塩とこだわりの調味料でシンプ
ルに炒め、相性の良いお野菜を加えた優しい味の1品です。
《 8/5（木）~8/31 （火） 》 ※売り切れ次第終了

1周年記念メニュー

mk エネルギー補給ゼリー12個セット　¥899

100%アラビカ種の香り高いコーヒーを
お楽しみください。
《 8/5（木）~8/31（火） 》

ハウス ブレンド　¥1,134
今月のおすすめ

1周年記念プレゼント
1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付
1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

Happy Anniversary セット　¥888
人気商品を詰め合わせた
お得なお菓子のセットです。
《 50個限定　8/5（木）~ 8/8（日） 》 ※売り切れ次第終了

1周年記念パック ※ラクシス フロント エコバッグ付

※営業時間は公式ホームページにてご確認ください。※表示価格はすべて税込価格となります。※キャンペーン内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。



※クーポンは1会計につき1枚ご利用いただけます。 ※クーポンご利用時にスタンプの押印はでき
ません。 ※複数枚のスタンプラリーカードの合算はできません。 ※現金との交換やおつりのお渡し
はできません。 ※他サービスとの併用はできません。 ※横浜中華そば 維新商店、セブン-イレブン、
QBハウスはクーポン利用対象外店舗です。 ※シュマッツ・ビア・スタンド、QBハウスは+１スタンプ
対象外店舗です。 ※横浜市役所２Fテイクアウト特別販売会はスタンプ押印・クーポン利用ともに
対象外となります。 ※スタンプラリーカードはクーポンご利用時に回収いたします。 ※スタンプ
ラリーカードは紛失・盗難などによる再発行・再押印はできません。 ※イベント内容は予告なく変更
する場合がございます。 ※スタンプラリーカードは無くなり次第、配布終了となります。

横浜市役所内商業施設 ラクシス フロント

1会計800円（税込）以上のご利用で1スタンプ。
スタンプ3個で“次回”ご利用いただける300円分のクーポンに！

STEP2STEP1 STEP3

食べて
買って 集めて 使う

COUPON
¥300STAMP CARD

スタンプラリー

～2021.8.5 木 火8.31
スタンプ押印期間・クーポンご利用期間

さらに

※期間・内容は店舗により異なります。

1周年記念メニュー・1周年記念パック・今月のおすすめ の
ご注文・ご購入で1周年記念スタンプラリーカードに
＋1スタンプ！
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