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2F｜キューブシュガー ［レディス］

店内商品

20%OFF
※一部除外品有り

お買い上げ5,000円ごとに

500円チケット
プレゼント

2F｜ジィーゼ ［レディス］

店内商品

10%OFF
※一部除外品有り

ドレスセール
実施中

1F｜グローバルワーク ［ファミリー］

店内商品

MAX60%OFF

1F｜サマンサモスモス ケイッティオ ［レディス］

店内商品

MAX50%OFF

1F｜シューラルー ［レディス・雑貨］

店内一部商品

MAX50%OFF

1F｜デシグアル ［レディス］

【10/12（土）〜14（月・祝）】

店内全品 20%OFF
※会員登録が必要となります

1F｜ナチュラルビューティーベーシック ［レディス・雑貨］

セール開催中

1F｜ニューヨーカー ［レディス］

【10/18（金）〜27（日）】
38,500円以上お買い上げ＆
NYクラブカードご入会で

ノベルティプレゼント

1F｜ベイフロー ［レディス・メンズ・生活雑貨］

店内商品

SPECIAL PRICE

2F｜アクシーズファム ［レディス・キッズ・雑貨］

店内商品

20～30%OFF

2F｜エスキロブランコ. ［レディス］

【金・土・日限定】

店内商品 10%OFF
※一部除外品有り

1F｜エディオン ［家電・リフォーム］

赤札大処分
セール開催中

1F｜薬マツモトキヨシ ［ドラッグストア］

マツキヨアプリダウンロードから
ポイント会員ご入会で

店内商品 15%OFF

1F｜ジュリア・オージェ ［ウィッグ］

＜ウィッグ優待SALE＞
お買い上げ金額に応じてお値引き

MAX10%OFF
※一部除外品有り

1F｜ジンズ ［メガネ］

メガネ2本目以降

10%OFF

1F｜ゾフ ［メガネ］

【12/1（日）まで】
不要のメガネ・サングラスを

お持ちいただいた方
新しいメガネ・サングラス

500円OFF
※Zoff以外のメガネ・サングラスも下取り可

※壊れたもの、おもちゃは対象外
※お持ちいただいたメガネ・サングラスの返却不可

※オンラインストアは対象外
※他割引との併用不可

1F｜中日印章 ［印鑑・印刷・ゴム印・表札］

鑑定印 30%OFF
セール品はさらに 5%OFF

1F｜ママイクコ ［生活雑貨］

ハロウィングッズ
セール開催中

1F｜ミルフローラ ［宝飾］

ピアス

MAX20%OFF
※一部除外品有り

1F｜ラパックスワールド ［バッグ］

5,000円（税抜）以上お買い上げで

ノベルティプレゼント

2F｜オプティック パリミキ ［メガネ・サングラス］

メガネ、サングラス2本以上
お買い上げで

10%OFF

2F｜グランサックス ［バッグ・雑貨］

店内一部商品

MAX50%OFF

2F｜コスメティックス セルレ ［化粧品・雑貨］

店内商品

MAX70%OFF

2F｜サティス ［バッグ・服飾雑貨］

店内商品

MAX50%OFF

2F｜シャイニーライン ［BT21公式グッズ・300円均一アクセサリー］

雑貨品

10%OFF
※BT21公式グッズは除く

2F｜タイムステーション ネオ ［時計・時計修理］

SEIKO、CITIZEN、CASIOの腕時計

MAX20%OFF
※一部除外品有り

2F｜チュチュアンナ ［靴下・インナーウエア］

ブラ＆ショーツ

30～50%OFF
※一部除外品有り

2F｜ハピンズ ［生活雑貨］

店内商品

20～80%OFF
※一部除外品有り

2F｜バーンズ ソーホーストリート ［シューズ］

店内商品

MAX50%OFF
※一部除外品有り

1F｜アメリカンホリック ［レディス］

＜店舗限定＞
店内商品

1,990円（税抜）～

1F｜アール・ピー・エス ［レディス］

【10/14（月・祝）まで】
店内一部商品

10%OFF

1F｜アンシャンテルル ［レディス］

【土・日・祝限定】
MOUSSY、SLY、riendaの商品

レジにて 10%OFF
※セール品も対象

1F｜イーハイフンワールドギャラリーピーディ ［レディス］

店内商品

MAX70%OFF

1F｜エイチ・アンド・エム ［ファミリーファッション］

セール開催中

1F｜エム・ドゥ ［レディス］

秋物商品

20～50%OFF
※一部除外品有り

1F｜オルベネ ［レディス］

店内商品

MAX60%OFF
※一部除外品有り

1F｜グリーンパークス フーワ ［レディス］

店内商品

MAX50%OFF
※一部除外品有り

FASHIONFASHION
ファッションファッション

2F｜プリズム ［バラエティ雑貨］

シュガーフェイスクッション

30%OFF

2F｜フレイヴァ プレミアム バイ 帽子屋 フレイヴァ ［帽子］

店内商品
2点以上お買い上げで

20%OFF
※一部除外品有り

2F｜果汁工房 果琳 ［フルーツジュース］

シャインマスカット

Mサイズ 640円→ 429円
Lサイズ 1,000円→ 825円

※テイクアウトの場合金額が異なります

1F｜リサイクルキング ［ブランド・貴金属・ジュエリーの買取・販売］

ブランドバック、小物全品

10%OFF

2F｜アイラッシュサロン ブラン ［まつげエクステ］

上まつげ160本

11,770円→ 9,900円

2F｜カーブス ［女性専用フィットネス］

新規ご入会で

入会金 66%OFF&
会費1カ月分無料

SERVICESERVICE
サービスサービス

GOURMETGOURMET
グルメグルメ

2F｜セブンデイズサンデイ ［ファミリー］

店内商品

MAX70%OFF

2F｜パーフェクト スーツ ファクトリー ［ユニセックス］

店内商品

MAX50%OFF
※一部除外品有り

2F｜ファン ［レディス］

店内商品

MAX60%OFF
※一部除外品有り

2F｜プティマイン ［キッズ・ベビー］

店内一部商品

20～30%OFF

2F｜ブリーズ ［キッズ・ベビー雑貨］

【10/14（月・祝）まで】

店内商品 10%OFF
※一部除外品有り

2F｜ベビードール ［ファミリーカジュアル］

【10/22（火・祝）まで】
＜アウターフェア＞

アウター全品

20%OFF

2F｜ユニオンステーション ［ユニセックス］

16,500円以上お買い上げで

ノベルティプレゼント

1F｜エクセル ［インポートブランド］

店内商品

MAX50%OFF

1F｜アズール バイ マウジー ［ユニセックス］

秋物一部商品

10～30%OFF

2F｜西松屋チェーン ［ベビー・子供用品］

【10/15（火）まで】
手・口ふき
80枚×10個パック 699円

2F｜サンマルクカフェ ［ベーカリーカフェ］

チョコクロBOXまたは
バラエティBOXお買い上げで

チョコクロ1個
プレゼント

1F｜MINI in モレラ岐阜 ［自動車正規ディーラー］

店内商品

SPECIAL PRICE

1F｜モンディアド ［宝飾］

店内商品

MAX30%OFF
※一部除外品有り

1F｜アヴァンリリィ ［レディス］

店内一部商品

20～50%OFF

1F｜アーノルドパーマータイムレス ［ファミリー］

10,000円（税抜）以上お買い上げで

ノベルティプレゼント
※無くなり次第終了

2F｜ユナイテッド カラーズ オブ ベネトン ［ファミリー］

【10/14（月・祝）まで】
店内一部商品

Mid Season Sale
MAX30%OFF

1F｜エメフィール ［インナー・ランジェリー］

店内一部商品

特別価格セール
開催中

1F｜DHC直営店 ［化粧品・健康食品］

【10/18（金）〜27（日）】
＜DHC直営店 スペシャルサンクスフェア＞

DHC会員様 店内全品 5%OFF
※その場ですぐご登録いただけます ※当日ご入会いただいた方も対象となります

1F｜ヒロセヤ ウィズ アットコスメ ［化粧品］

「ベネフィーク」×「ハローキティ」×
「M / mika ninagawa」の

コラボ限定アイテム

1,000円～
※数量限定

2F｜カッパ ［スポーツアパレル・雑貨］

店内商品2点
お買い上げで

10%OFF
3点以上

お買い上げで

15%OFF

2F｜スプレイプレミアム ［レディス］

秋物一部商品

MAX30%OFF

GOODSGOODS
グッズグッズ

2F｜すき家 ［牛丼・カレー・丼類］

とろ〜り3種のチーズ牛丼

30円引き
※他割引との併用不可


