
   

 

 

 

 

地方都市初のクーポン BOOK 

新潟のショッピングモールの歴史を作った「万代シテイ」45 周年記念 

万代の 9 施設 113 店舗が参加！ 

「万代
ばんだい

シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」発刊について 

 

発刊：９月 15 日（土）・定価 980 円（税込）・新潟市内の書店等 

 

株式会社ライズ 

2018 年９月 14 日 

 

 株式会社ライズ（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：小林雅代）では、ファッションからグ

ルメ、ショッピングやエンターテイメントまでの施設がそろった、新潟最大の商業エリア「万代
ばんだい

シテ

イ」の 113 店舗のクーポンを 1 冊にした「万代シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」を９月 15

日（土）から発売いたします。 

 

 「万代シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」は、「万代シテイ」開業 45 周年を記念し発刊いた

します。 

万代と言えば、すぐに思い浮かぶのが「バスセンター」・「新潟伊勢丹」・「ラブラ万代」・「ビルボー

ドプレイス」などですが、これらの 9 つの商業施設の他、万代シテイの飲食店やエステなどの店舗も

含んだ 113 店舗が参加したクーポン BOOK となっています。各店舗のクーポンはすべて本書だけ

の限定クーポンです。 

 

クーポンの一例をあげると、万代を象徴する有名グルメショップでは、ゴディバのチョコレートド

リンク「ショコリキサー」が 10%OFF や、マリオンクレープではクレープ全品 50%OFF と半額。

新潟名物の焼きそばで有名なみかづきの「イタリアン」とデザートの「チーフナッツ」のスペシャル

セットが 500 円などとなっています。 

また、グルメショップばかりでなくサービスカテゴリーでは、整体 70 分が 40%OFF の 4,000

円や、レンタカー基本料金 50％OFF といった破格のクーポンに加え、ファッションカテゴリーでも

5,000 円以上お買い上げになると 1,000 円 OFF のロイヤルパーティーやナチュラルクチュールな

どの他、おしゃれが楽しめる秋冬を先取りしてフル活用できるクーポンが満載されています。 

 

また、本書特典として、 

① 万代シテイの対象駐車場の 2 時間無料サービス交換券 

② ラブラ万代・ラブラ 2 の 37 店舗で 5,000 円以上のお買上げで使える 500 円 OFF 券 

③ ビルボードプレイス・BP2 の 11 店舗で 5,000 円以上のお買上げで使える 500 円 OFF 券 

と 3 つの特典もついています。 

 

このクーポン BOOK 一冊で、グルメからファッション、そしてボディケアまで、まさしく万代シテ

イをまるごとおトクに楽しめるものになっています。 

 

 



   

株式会社ライズは複合商業施設のマーケティングから運営までを手がけており、同クーポンBOOK

は「街と生活者をつなぐコミュニケーションツール」として東京を中心とする関東一円、大阪、福岡

等ですでに 11 冊発刊しており、好評を博しております。 

今回の「万代シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」はこれまでの成果により、地方都市初のク

ーポン BOOK として発刊されることとなりました。 

 

「万代シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」の詳細は以下のとおりです。 

 

【発刊概要】 

書 籍 名 ：「万代シテイ まるごと一冊クーポン BOOK」 

発 行 日 ：2018 年９月 15 日（土） 

販売価格：１冊 980 円（税込） 

発 売 元 ：株式会社ライズ 

販売場所：新潟市内を中心とした商圏内の書店、コンビニエンスストア等 

サ イ ズ ：A５変形版（W125mm✕H210mm） 

ページ数：148 ページ 

参加施設：ラブラ万代・ラブラ 2・ビルボードプレイス・BP2・新潟伊勢丹・バスセンタービル・ 

新潟アルタ・新潟日報メディアシップ・万代シルバーホテルビルの 9 施設 

有効期間：2018 年９月 15 日（土）～12 月 9 日（日） 

 

＜クーポンの一例＞ 

◎ピッツア ソリデラ（ラブラ万代イオンスタイル内） 

人気のマルゲリータが 30％OFF ※10:00～17:30 限定 

モッツァレラチーズ 2 倍のマルゲリータピッツァ（ホールサイズ）通常 960 円が 650 円 

 

◎どんぶりブッチャー（バスセンタービル） 

ぶたスジ丼が約 20％OFF 

万代で働くサラリーマン御用達の人気のぶたスジ丼通常 500 円がなんと 390 円 

 

◎フレッシュネスバーガー 

ビルボードプレイス店では、平日限定フライドポテト R サイズが半額 

メディアシップ店では、平日限定オニオンリング R サイズが半額 

 

◎カンタベリーオブニュージーランド（ラブラ万代） 

10,000 円以上お買上げで店内商品 10％OFF ※平日限定 

ラグビーワールドカップで人気急上昇のラガーシャツも 10％OFF と、初めての特別企画 

 

◎OUTSPOT MARQUEE（ビルボードプレイス） 

人気の AIGLE 商品が 5〜10％OFF 

山登りはもちろん、秋フェスなどにも大活躍するウエア、バッグ、小物が 10%OFF 

雪が降る前に準備したいスタイリッシュなレインブーツは 5%OFF でゲットできます。  

 

◎MEETS（万代シテイその他） 

新感覚の整体 70 分がなんと 40%OFF ※女性限定 

揉み、バキッといった施術はしない新感覚の整体通常 7,000 円が 4,000 円 



   

＜会社概要＞ 
 

社名：株式会社ライズ 

代表者：代表取締役 小林雅代 

資本金：20,000,000 円 

創立：平成２年３月１９日 

従業員数：東京２０名、宇都宮７名、新潟９名 

主業務：販売促進企画、グラフィックデザイン、ホームページ企画制作、商業施設の運営管理等 

 

＜クーポンブック実績＞ 

① 【2016.10/29（土）- 12/25（日）】 

（千葉県）ユーカリが丘 1 冊まるごとクーポンブック 

② 【2017.1/23（月）- 4/23（日）】 

（神奈川県）ららぽーと海老名×ららぽーと横浜 2 館でたっぷり使えるクーポンブック 

③ 【2017.1/27（金）- 4/23（日）】 

（福岡県）天神 7 施設合同クーポンブック 

④ 【2017.9/1（金）- 11/30（木）】 

（東京都）ららぽーと富士見×ららぽーと立川×三井アウトレットパーク入間× 

三井アウトレットパーク多摩南大沢 ４館まるごと１冊クーポンブック 

⑤ 【2017.9/15（金）- 12/10（日）】 

（大阪府）EXPOCITY まるごとクーポンブック 

⑥ 【2017.10/1（日）- 12/25（月）】 

（神奈川県）ららぽーと湘南平塚×ららぽーと海老名×ららぽーと横浜 3 館まるごと１冊

クーポンブック 

⑦ 【2017.10/20（金）- 12/31（日）】 

（東京都）ららぽーと TOKYO-BAY まるごと１冊クーポンブック 

⑧ 【2018.3/1（木） - 5/31（木）】 

（大阪府）ホワイティうめだ まるごと一冊クーポン BOOK 

⑨ 【2018.3/15（木）- 6/30（土）】 

（東京都）三井ショッピングパークアーバンまるごと一冊 COUPON BOOK 

⑩ 【2018.4/10（火）- 6/20（水）】 

（大阪府）EXPOCITY まるごとクーポンブック vol.2 

⑪ 【2018.9/14（金）- 12/10（月）】 

（神奈川県）三井ショッピングパーク ららぽーと横浜・海老名・湘南平塚まるごと一冊

クーポン BOOK vol.3 

 

 

 

＜本件に関する報道関係者様からの問い合わせ先＞ 

株式会社ライズ 

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町２－２－３ アラィヴ人形町８階 

担当：永石、高橋 

TEL：03-6667-7911 FAX：03-6667-7912 

※写真データなどがご入用の場合もこちらへお問い合わせください。 


