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マークイ
ズ静岡

秋のグルメ

スクラ
ッチ

スクラ
ッチ

平日
限定
平日
限定

11:00～20:00時間 3F ノジマ・シューラルー前会場

9/23（土・祝）・24（日）
のお買い上げレシート
合計4,000 円（税込）
ごとに、1回抽選に参加
いただけます。

期間中、三菱地所グループ CARD のご利用で、
ご請求時に、お買い物金額から10%OFFいたします。

9 23土●・24日 秋のお楽しみ大抽選会

※合算可、最大10回まで（上限40,000 円）　※景品表示表に基づき、賞品を差し上げております。
※一部対象外店舗があります。

※一部対象外店舗がございます。
※上記以外のデザインの三菱地所グループCARDもお使い頂けます。

館内の対象ショップにて、4,000円（税込）以上お買い上げのお客様へ

※各店舗なくなり次第
終了となります。

3階レストラン8店舗にて、平日に
ご利用いただける　　　　　　 
スクラッチカードを差し上げます。

空クジなし

ゆのきキッチンビュッフェレストラン 回転寿司 廻船漁港 福一丸

三菱地所グループCARDご提示でさらに1回、
カード新規ご入会の方はさらに10回抽選できます！

特賞 1名様

2等

MARK IS 静岡
お買物券 50,000円分

1等 4名様

MARK IS 静岡
お買物券 10,000円分

20名様
MARK IS 静岡
お買物券 3,000円分

その他にも、うれしい賞品が盛りだくさん！

右記店舗で1,000円（税込）以上ご飲食清算時に、
金券としてご利用いただけます。
※フードコートではご利用いただけません。

はずれなし！ コインでこすって

いずれかの金額がでます。

300円 200円 100円
の

10 13金まで10 1310 1310 13金まで

おんどり亭鶏料理 野菜を食べるカレーcampカレー

ほんまもん食堂和食料理店Diner CAFBARダイニングバー

Shakey’sアメリカンピザバイキング たまごの星オムライス＆パンケーキ

期間中、三菱地所グループCARDの提携施設において1万円以上（税
込）お買い上げされたお客様に対し、お買い上げ金額の最大10%相
当のギフトカードをプレゼント！ぜひお得なこの機会にお買い物や
お食事をお楽しみ下さい。

3,000円相当分プレゼント！
会員のお客さまは 新規入会申込のお客さまは

9.21木～25月 三菱地所グループCARD

キャンペーン！ 祝
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営業時間：10:00～21:00
※一部店舗は営業時間が異なります。

TEL    054-297-3000
URL    http://mec-markis.jp/shizuoka

〒420-0821　静岡市葵区柚木191　（～10/6まで）
静岡市葵区柚木1026 （10/7以降）
※10月7日より住所表記が変更になります。

●掲載情報は2017年9月23日（土・祝）現在の内容です。　●掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。　●写真はイメージです。

NEW SHOP 9/15(金) OPEN!NEW SHOP 9/15(金) OPEN!

1Fマックスバリュプライム
10:00～21:30

3Fレストラン
11:00～22:00

駐車場
いつでも3時間  無料ま

で

お買い物の間に車ピカピカ！

洗車サービス（有料）受付中
【受付】駐車場管理室　TEL：054-297-3016　駐車場6F　【時間】10：00～19：00（受付～18：00）

11:30～15:00
タイムスケジュールは当日のご案内となります。

時間

無料参加費１F メインコート会場

11:00～17:00時間

参加条件

１F メインコート会場

13:00～15:30時間

19:00～時間 東静岡駅　北口広場会場

１F メインコート他 館内会場

入場無料

全問正解で魔法使いになれるかも！？店内
にある2 箇所のラリーポイントに毎週違う
クイズが出題されます。クイズに答えて、正
解者の中から「MARK IS 静岡お買物券」が
当たる抽選に応募しよう！

10 1日 ハロウィンクイズラリー トリックアート
フォトスポット

売るのも買うのも小学生！楽しいフリ
ーマーケットを開催します！お子さま
達が実際に “お店の経営者” になれる
体験イベントです！

目の錯覚を利用して立体的
に見える、不思議なトリック
アートがハロウィンのフォト
スポットになって登場！みん
なで仮装して、楽しい思い出
写真を撮ろう！

館内にいるハロウィンの仮装をし
た足長クラウンを見つけよう！
「トリックオアトリート」と声をか
けると、お菓子がもらえるよ！

静岡県立大学アカペラサークル「The 
Vivaledge」によるアカペラライブを開
催！人の声だけで奏でる美しいハーモニ
ーをお楽しみください。

10月15日は孫の日！
プロカメラマンによる
撮影会に参加して素敵
な思い出をつくろう！写
真はフォトスタンドに入
れてプレゼントします。

©S-PULSE

清水エスパルスのマスコットキャラクター「パルちゃん」がマ
ークイズ静岡にやってくるよ！オレンジウェーブガールズによ
るショーなど楽しいイベントも開催！

静岡県立大学サークル
The Vivaledgeによる

アカペラライブ

★毎週ごとでも4週全問解答でも応募可
★4週全問解答の応募には、
特別賞品をご用意！

ハロウィン
お菓子プレゼント

小学生
以下対象

31火～

今年も小学館の幼児教室ドラキッズのハ
ロウィンパレードをします！ハロウィン
の仮装をしてお菓子をもらいにいきまし
ょう！簡単な工作も実施します！

ハロウィンパレード
in MARK IS静岡

10 28土 10 28土 29日・

清水エスパルス マスコットキャラクター

パルちゃん来館！！9 30土
10 9月●祝

10 14土 祖父母と孫で参加できる

プロカメラマン
撮影会

10 15日

お菓子1日
500個限定

3F クレアーズ前10:00～21:00

①11:00～ ②13:00～ ③14:00～ ④15:00～

3F ノースコート

EVENT INFORMATION

清水エスパルスvs大宮アルディージャ
〈 東静岡パブリックビューイング情報 〉

①12:30～13:30　②15:00～16:00
（受付スタート ①11:30～ ②14:00～）

時間 １F メインコート会場

参加条件 小学生以下のお子さまのみご入場いただけます。（入場無料）
※入場制限をさせていただく場合がございます。

※イメージです

「キオク　いろどる、こどもふく。」
大切なキオクを彩る、お気に入りの一枚。

「アプレ レ クール」は独自の色づかいやテキスタイルで
日々をトクベツに過ごせる、
そんな「一枚」をお届けします。

［ベビー・キッズ・雑貨］　アプレ レ クール1F

NPO法人キッズフリマ

MOTTAINAIキッズ
フリーマーケット

当日のお買い上げレシート
5,000円（税込）以上ご提示で
1組様1回ご参加。※合算可

先着50組様

トリック
オア

トリート！

毎週2問づつ
出題していきます

10 1日 31火～

0120-415-255小学館の幼児教室ドラキッズ

洗車割引サービス

駐車場1時間サービス
または

ハロウィンのマークイズ静岡はイベントが盛りだくさん！

10:00～16:30（最終受付16:00）時間 11:00～18:00時間

時間

お申し込みはこちら

時間

撮影した写真は L 判プリントでお渡
しします。ご家族やお友達とご参加
ください。可愛く、カッコよく仮装し
て皆さんで楽しみましょう！

ハロウィン撮影会

10 28土 29日・

１F メインコート会場 マークイズ静岡館内会場

会場 無料参加費

無料参加費

540円（税込）
（L判プリント1枚付き）

参加費 ハロウィンの衣装で参加
※貸衣装もございます

参加条件

※当選は、発送をもって発表にかえさせていただきます。

3F フォトスタジオ ふぁんふぁん　TEL:054-297-3511お問い合わせ

１F メインコート抽選BOX設置場所 会場

三菱地所
グループCARDの

ご提示で
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