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新春
福袋・福財布
●1/2（月・振休）～1/3（火） ●午前10時より 

●A館1階店頭・店内
新春福袋・福財布を販売いたします。

3日（火）2日（月・振休）
【全館初売り】1日（日） 4日（水）～

【平常営業】年始の営業ご案内

京王ストア

全
館
休
業

午前11：00～午後10：00

午前10：00
～午後8：00 ※1
　　　　　　※5

午前10：00
～午後7：00 ※1
　　　　　　※3

午前11：00
～午後9：00

午前10：00
～午後6：30

午前10：00
～午後9：00

午前10：00
～午後11：00

（2階は午後9：00まで）

午前10：00
～午後10：00

（2階は午後9：00まで）

A館

B館

C館

6・7階専門店

京王アートマン/
3・8階専門店

ファッション専門店街

京王百貨店

8階せいせき
ダイニング［クー！］※4

2階 
丘のうえキッチン※4

午前10：00
～午後8：00

※2

※1
※5

午前10：00～午後7：30
（1階は日・祝を除き午後8：00まで）

似顔絵プレゼントプロが描く似顔絵
２０23年の

最初の想い出作り

B館5階

B館8階

1/1（日・祝）全館休業

京王百貨店
聖蹟桜ヶ丘店

京王アートマン
聖蹟桜ヶ丘店

京王ストア
桜ヶ丘店

 1/2（月・振休）限定  

京王ストアの商品券を10,000円分ご購入で、
10,500円分のお得な商品券をお渡しします。

※点数制限はございません。 ※なくなり次第終了。  

先着350セット

京王　 商品券販売得

期間中の対象店舗でのお買い上げレシート5,000円（税込）以上（合算可）を受付に
ご提示いただいた方、１提示につき１組（5名様まで）の似顔絵プレゼント。
●会場：B館２階センターコート　●時間：午前10：30～午後5：30　
●対象店舗：せいせき専門店、B館8階 せいせきダイニング［クー！］、C館2階 丘のうえキッチン　●定員：各日150名様
※各日午前10：00より受付にて整理券を配布いたします。配布時間前に定員に達する見込みがある場合、配布時間を早める場合があります。※定員に達し次第、受付終了。 
※似顔絵師の指名はできません。 ※似顔絵はお1人様を描くのに10～15分程かかります。※金券類の購入レシートは対象外となります。

お買上げ
特典

1.7  1.9S
A
T

M
O
N▼1.7  1.9S

A
T

M
O
N▼

■さくらゲート、クラウン街・高架下、
C館スポーツクラブNAS、A館アディダス
フットサルパーク聖蹟桜ヶ丘の営業
時間は各店で異なります。 ※1：A階8
階 ゲームコーナーは午後6：00までの
営業となります。 ※2：B館1階京王フ
ードアリーナは午後7：00までの営業とな
ります。 ※3：B館2階 スターバックスコ
ーヒー、アールベイカーも午前10：00
開店となります。 ※4：ラストオーダーの
時間は店舗により異なります。 また、店
舗により営業時間が異なる場合がご
ざいます。※5：B館2階 スターバック
スコーヒー 午前8：00～午後10：00、
アールベイカーは午前8：00～午後
8：00までとなります。 ※A館アディダス
フットサルパーク聖蹟桜ヶ丘、C館スポ
ーツクラブNASは1/3（火）まで休業
いたします。 ※状況により、記載の営
業時間を変更する場合がございます。

1/2（月・振休）せいせき 　福 袋・入 館 待 機 列（先頭）のご案 内
 B館
①京王百貨店 京王フードアリーナ 東側各店専用入口
②京王百貨店 京王フードアリーナ 西側各店専用入口
③京王百貨店 7階催場食品福袋 専用入口
④⑤その他B館内店舗および入館をご希望のお客様
 A館
⑥A館６階ビックカメラ福箱（午前9：00までにお並びいただいた
　方のみ午前9：00より整理券配布予定）
⑦⑧その他A館内店舗および入館をご希望のお客様
※A館京王ストア・京王アートマンの福袋は各売場にて先着順となります。
※Ｂ館専門店の福袋は各店舗にて先着順となります。
※京王百貨店 京王フードアリーナ各店をご利用のお客様は①②へお並び
　ください。
※整理券は無くなり次第終了。
※状況により開店時刻等を変更する場合がございます。

A館・B館1階

東口改札

※開店10分後より順次開放

※開店
10分後より
順次開放

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

B館

A館

エスカレーター

西口改札

エスカレーター

フラワー
ショップ

2

B館1階柿安ダイニング脇

B館1階フロプレステージュ脇

1
4

7

B館1階正面入口

8

エレベーター

エレベーター
※開店10分後より利用可

※開店10分後より順次開放

B館5階

京王百貨店

（
駐
車
場
）

専門店街

B館 C館

センター
コート

※開店10分後より順次開放

※開店10分後より
順次開放

エスカレーター

5

3

B館2階北側入口

B館2階西側入口

B館2階

エスカレーター エスカレーター

エスカレーター

エスカレーター

A館
京王ストア
（2階）

B館

A館2階

※開店10分後より
順次開放

※開店10分後より順次開放

※開店10分後より
順次開放

※開店10分後より
順次開放

東口改札

西口改札

（1階）

階段
※開店10分後より順次開放

※A館2階からの入館は開店10分後以降となります

6

A館2階スカイプラザ
新春の笑顔を似顔絵にしてプレゼント！記念色紙にプロの先生が、絵筆で
かわいらしく似顔絵を描きます。せいせきの来館記念に世界でたった一つの贈り物。

アートマンＳＡＬＥ開催中
1/2（月・振休）～1/22（日）

ご贈答品ギフトセール開催中
最大70％OFF！

お年玉プレミアム金券
1/4（水）　10:00～

A館４階特設カウンターにて販売
京王アートマンの商品券を5,000円分購入で
5,500円分のお得な商品券をお渡しします。

※当日、午前9:00からＡ館２階スカイプラザにて
整理券を配布いたします。

マジックミシン〈洋服お直し〉
お直しお年玉袋 .............................................................. 2,500円
お直しご利用券【ご利用期間：1/4（水）～2/28（火）】 3,000円分
※オーダー、バッグ修理等一部ご利用頂けない場合がございます。
※販売期間：～1/11（水）

久世福商店〈グロサリー〉
久世福福袋〈赤兎〉（しゃけしゃけめんたい、万能だし、あんバターなど
人気アイテム5点）【2,576円相当】...............【数量限定】2,000円
久世福福袋〈紺兎〉（しゃけしゃけめんたい、万能だし、七味なめ茸など
人気アイテム5点、1,500円分の特別値引き券付）

【4,090円相当】.............................................【数量限定】3,000円
久世福福袋〈白兎〉（いちごミルクの素、万能だしなど人気アイテム5
点、ノベルティ2点、3,000円分の特別値引き券付）

【6,937円相当】.............................................【数量限定】5,000円

カルディコーヒーファーム〈コーヒー豆・輸入食品〉
コーヒー福袋人気セット2023（人気コーヒー3種）
...................................................................【432点限り】2,000円

コーヒー福袋豪華セット2023（ブルーマウンテンNo.1などリッチな
コーヒー3種）................................................【80点限り】5,000円
人気ドリップコーヒーセット2023（お手軽ドリップコーヒーのセット）
...................................................................【156点限り】2,700円

アールベイカー〈ベーカリー＆カフェ〉
ハッピーバッグ（コーヒーチケット、パンドミ［食パン］、バター（内容が異
なる場合がございます）１瓶）

【3,380円相当】.....................【～1/8（日）各日10点限り】1,000円

ナナズグリーンティー〈カフェ〉
2023福袋 5,000円セット（巾着［お菓子］、ポーチ、お茶、今治ハンカチ、
コースター×1、ドリンクギフトカード×2、パフェギフトカード×2）

【8,800円相当】.............................................【10点限り】5,000円
2023福袋 7,000円セット（巾着［お菓子］、ポーチ、お茶、今治ハンカチ、
グラス×2、コースター×2、ドリンクギフトカード×2、パフェギフトカード×4）

【13,100円相当】............................................【1点限り】7,000円

ハートダンス〈アクセサリー〉
2023HAPPY BAG（ピアスorイヤリング×3、ネックレス、リング、シュシ
ュ、バンス×2、次回ご利用頂ける500円OFFクーポン）

【11,000円相当】........................................【100点限り】2,000円

ハウス オブ ローゼ〈化粧品〉
2023年正月福袋（ボディソープGA［青りんごの香り］、ボディミルク［青
りんごの香り］、カモマイルドシャンプーn、エクストラトリートメント ハンド
クリーム、コリキュアーズ バスソルト（N）分包、エコバック）

【7,678円相当】.............................................【48点限り】3,300円

ファンケル〈化粧品・健康食品〉
New Year Special Set 2023 エンリッチプラスセット（マイルドクレンジ
ングオイル×1本、ピュアモイスト泡洗顔料×1本、コアエフェクターケース付き×1
本、エンリッチプラス化粧液しっとり×1本、エンリッチプラス乳液しっとり×1本）

【14,960円相当】......................................【数量限定】10,300円
New Year Special Set 2023 BCセット

（コアエフェクターケース付き×1本、BC洗顔クリーム×1本、BC化粧
液×1本、BC乳液×1本、ビューティーコンセントレート×1本、BCナイト
インテンシヴクリーム×1本）

【32,960円相当】......................................【数量限定】20,300円
New Year Special Set 2023 スタイルプラスセット

（カロリミット×1袋、大人のカロリミット×1袋、内脂サポート×1袋）
【8,251円相当】............................................【数量限定】5,000円
New Year Special Set 2023 コラーゲンチャージセット

（DCコラーゲン粒×2袋、DCコラーゲンパウダー×1袋、DCコラーゲンスティックゼリー×1箱）
【6,696円相当】............................................【数量限定】4,000円

アズ ノゥ アズ ドゥ バズ〈レディス〉
福袋2023（アウター、ニットＰＯ、雑貨、＋α 計4点）

【50,000円相当】......................................【数量限定】11,000円
※1/2（月・振休）のみ販売

ゾフ〈メガネ〉
Zoff LISA LARSON 福袋2023（メガネ券8,800円分、卓上カレンダー、
ブランケット）...............................................【155点限り】6,600円

椿屋カフェ〈カフェ〉
椿屋福袋（2,000円）（焼き菓子4個、ドリップ珈琲（3種）各1個、椿屋お食事券1,000円分）

【2,360円相当】............................................【数量限定】2,000円
椿屋福袋（3,000円）（椿屋ビーフカレー・ハヤシソース各1個、ドリップ珈
琲（4種）各1個、椿屋お食事券1,500円分）

【3,540円相当】............................................【数量限定】3,000円

靴下屋〈服飾雑貨〉
レディース福袋（靴下6足入り）

【3,600円相当以上】....................................【数量限定】2,200円
メンズ福袋（靴下5足入り）

【5,000円相当以上】....................................【数量限定】2,200円

アース　ミュージック＆エコロジー　
ナチュラルストア〈レディス〉
2023HAPPY BAG（feminine）（フェミニンコーデに合うノーカラーA
ラインコート、ワンピース、トップス、ボトムス ７点入り）
..................................................................【数量限定】11,000円
2023HAPPY BAG（casual）（カジュアルコーデに合うフライトボア
ジャケット、ワンピース、トップス、ボトムス ７点入り）
..................................................................【数量限定】11,000円

リュテス〈バッグ〉
Dakota福袋................................................【3点限り】16,500円
キプリング福袋.............................................【3点限り】16,500円
ジャックゴム福袋..........................................【2点限り】38,500円
イオペレ福袋（インポートBag 2点セット）.....【2点限り】44,000円

ルーム＆ルーム〈オーダー枕・寝具・タオル〉
2023年羽毛福袋（羽毛布団［シングルロングサイズ］：イタリア産マザー
グースダウン95％ 1.1kg ダウンパワー420）

【98,000円相当】........................................【5点限り】43,780円
2023ベルスーズ ハッピーバッグ（ルームウエア）
.....................................................................【20点限り】5,500円

３COINS＋plus〈生活雑貨〉
2023年HAPPY BOX
キッチン（4点入り）...........................................【204点限り】550円
インテリア（4点入り）......................................【180点限り】550円
キッズ（4点入り）................................................【90点限り】550円
アクセサリー（ピアス5点入り）............................【数量限定】330円
アクセサリー（イヤリング5点入り）......................【数量限定】330円
アクセサリー（ヘアアクセ5点入り）....................【数量限定】330円
ネイル（12点入り）...........................................【100点限り】330円

三笠会館 聖せき亭〈鉄板焼き〉
2023新春福袋（洋食レトルトセット10袋［チキンカレー、ポークカレー、
ビーフカレー、ハヤシライス、ビーフシチュー各２袋］、１ドリンクサービス
チケット4 枚、オリジナル鹿印入り風呂敷［90cm×92cm］1枚）

【13,000円相当】......................................【数量限定】10,000円

アイシティ〈コンタクト〉
2023新春福袋（ソフトコンタクトレンズ洗浄液 レニューフレッシュ355mL 
10本セット）【7,480円相当】............................【8点限り】5,500円
2023新春福袋（ソフトコンタクトレンズ洗浄液 クリアデューハイドロワン
ステップ 6本セット）【7,656円相当】.............【50点限り】5,500円
2023新春福袋（ハードコンタクトレンズ洗浄液 シンプルワン240mL×3、
120mL×1）【12,782円相当】.......................【10点限り】5,500円
2023新春福袋（コンタクトレンズ装着液 レンズサポート6本セット）

【6,468円相当】............................................【10点限り】3,300円

ドトールコーヒーショップ〈カフェ〉
コーヒー豆セット【数量限定】
2,000円セット（2種×200g、コーヒーチケット5枚）

【3,330円相当】............................................................... 2,000円
3,600円セット（4種×200g、コーヒーチケット×5枚）

【5,400円相当】............................................................... 3,600円
6,400円セット（4種×200g、コーヒーチケット×5枚）

【9,230円相当】............................................................... 6,400円
SOU・SOUコラボ 6,400円セット（3種×200g、コーヒーチケット×5枚、
SOU・SOUカップ＆ソーサー）........................................... 6,400円
ドリップカフェセット【数量限定】
2,200円セット（ドリップカフェ4種計25pk）【2,950円相当】.... 2,200円
3,900円セット（ドリップカフェ4種計50pk）【5,900円相当】.... 3,900円
5,600円セット（ドリップカフェ4種計75pk）【8,850円相当】.... 5,600円
SOU・SOUコラボ4,500円セット（ドリップカフェ2種計10pk、コーヒ
ーチケット×5枚、SOU・SOUあづま袋&プレート）
........................................................................................ 4,500円

スタジオアリス〈写真館〉
新春ファミリーセット（期間中、家族写真撮影の方２WAY台紙［キャビネ］）
........................................................................................ 2,023円
福袋セット2万円...........................................................22,000円
福袋セット3万円...........................................................33,000円
福袋セット5万円...........................................................55,000円
福袋セット7万円...........................................................77,000円
福袋セット10万円.....................................................110,000円

A館1階

B館2階

B館3階

B館4階

B館8階

C館2階

さくらゲート2階

福 袋
Happy Bag !

1月2日（月・振休）

午前10時より初
夢
袋
市

せいせき
専門店

※ご予約の状況により販売数量が
　変更となる場合がございます。

当ショッピングセンターは、お客様と社員の安全を最優先に考え、新型コロナウイルス感染拡大の抑止に努めています。ご来館の際は体調を整えマスク
着用の上、レジなどにお並びの際は十分な距離をとってお並びください。状況により、ご入館制限を行う場合がございますのでご理解をお願いします。

B館5階

2023.1.1

www.keio-sc.jp

せいせき専門店 レストラン／せいせきクラウン街・高架下／京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店／京王ストア 桜ヶ丘店／さくらゲート
 1/2（月・振休）～1/22（日）       京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店 ※一部除外の店舗・商品がございます。（売り切れの際はご容赦ください。）
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アプリまたは公式LINE登録で
オフクーポンGET!
<オフクーポン使用可能期間>

（月・振休）

（月・祝）

アプリまたは公式LINE登録で
オフクーポンGET!
<オフクーポン使用可能期間>

●1/2（月・振休）～1/3（火) 
プロパー商品が15%OFF
●1/4（水）～1/9（月・祝）
プロパー商品が10%OFF

2F
B館

3F
B館

4F
B館

▶ （表地 /ポリエステル100%、 
裏地生地/ポリエステル100% 、裏地中わた/ポリエステル100%、    
袖・ポケット部分 /合成皮革 、リブ部分/ポリエステル98% 他 ）

↓

4,279円
ネックレス

1,320円→880円

▶アウター（表地 /ポリエステル100%、 
裏地生地/ポリエステル100% 、裏地中わた/ポリエステル100%、    
袖・ポケット部分 /合成皮革 、リブ部分/ポリエステル98% 他 ）
7,150円↓

4,279円
ネックレス

1,320円→880円

スプレイ プレミアム

スプレイ プレミアム

▶①ポストチタンピアス
②樹脂クリップイヤリング　
組み合わせ自由
よりどり3点で↓

1,100円  

ミルフローラ

DHC直営店

ラシット

アプリまたは公式LINEで
オフクーポンご使用の場合

→17,765円
1/2（月・振休）～1/3（火）

20,900円→18,810円
1/4（水）～1/9（月・祝）
※無くなり次第終了となります。

アプリまたは公式LINEで
オフクーポンご使用の場合

▶バッグ　20,900円→17,765円
1/2（月・振休）～1/3（火）

20,900円→18,810円
1/4（水）～1/9（月・祝）
※無くなり次第終了となります。

▲

→4,895円

円→

ポリエステル68％、レーヨン28％、
ポリウレタン 4％

円→ ,

▲コート
（ポリエステル100％）

9,790円→4,895円
ニット（アクリル57％、ポリエステル40％、
ポリウレタン3％）

6,490円→4,543円
パンツ（ポリエステル68％、レーヨン28％、
ポリウレタン 4％）

7,590円→5,313円

合成皮革）（H3、5cm

→

円→

ブーツ
（合成皮革）（H3、5cm）

7,590円→5,313円
バック（表地/合成皮革、裏地/ポリエステル）

6,490円→4,543円

テチチ/ルノンキュール

▶3WAYマウンテンパーカー
（ポリエステル100%）

↓

▶3WAYマウンテンパーカート
（ポリエステル100%）
8,999円↓

アース　ミュージック＆エコロジー
ナチュラルストア

スペシャル
プライス

〈レディス〉
◀

（毛92％、ポリエステル8％）

,
毛75％、ナイロン25％

円↓

14,080円

〈レディス〉
◀ニット

（毛92％、ポリエステル8％）
16,500円↓

13,200円
スカート（毛75％、ナイロン25％）
17,600円↓

14,080円

〈レディス〉
▶ （毛100％）

,

円↓

13,200円

〈レディス〉
▶ニット（毛100％）
16,500円↓

13,200円
パンツ（ポリエステル50％、
レーヨン35％、アクリル12％他）
16,500円↓

13,200円

ノーリーズ＆グッドマン

6F
B館 おすすめPoint

さっとはおれて
とっても軽い
テーラードコート。
発色のよいピンク
を選んで
素敵に着映えて!

★

おすすめPoint

冬こそ取り入れたい
鮮やかなブルーの
ニット。白パンツ
と合わせれば
いっそう
新鮮な印象に!

★

おすすめPoint

大注目の
ルーズシルエット
のスタジャン!
下半身をコンパクト
に仕上げることで
さらにおしゃれ
見えします。

★

●2 リュック
37,400円↓

33,660円

●1 L字サイフ（牛革）
19,800円↓

17,820円
●2 ウス型サイフ（牛革）
17,600円↓

15,840円
●3 二つ折サイフ（牛革）
16,500円↓

14,850円

●2 ショルダーバッグ
24,200円↓

21,780円

リュテス

〈メンズ〉
▲ネルシャツ ネイビー&
ウィンドウペン柄（綿100％）

↓

9,680円

〈メンズ〉
▲ネルシャツ ネイビー&
ウィンドウペン柄（綿100％）
12,100円↓

9,680円

〈上から〉
▲ZN221011_49A1

↓

4,400円

〈上から〉
▲ZN221011_49A1
8,800円↓

4,400円

▲ グレー&チェック柄

円→

▲ネルシャツ グレー&チェック柄（綿100%）

12,100円→9,680円

▲ネックレス

1,100円→550円
▲ネックレス

1,100円→550円 円→

円→ ,

円→6,600

ZF213004_14F1

13,300円→8,800円

ZJ211023_11A1

13,300円→6,600円

ZA221012_44A1

8,800円→6,600円

●1

●2

▶
表地/ポリエステル100％、
裏地/ポリエステル100％、
リブ部分/ポリエステル97％他

→6,853円
アクリル100％

円→

表地/アクリル100％、
裏地/ポリエステル100％

円→

▶ブルゾン
（表地/ポリエステル100％、

裏地/ポリエステル100％、
リブ部分/ポリエステル97％他）

9,790円→6,853円
ニット（アクリル100％）

6,490円→4,543円
ニットスカート（表地/アクリル100％、
裏地/ポリエステル100％）

6,490円→4,543円
合成皮革）（H3、5cm

→

ブーツ
（合成皮革）（H3、5cm）

8,900円→6,853円

▶トートバック

→各4,312円
ユビデル 手袋

（ポリエステル・ナイロン・アクリル・ポリウレタン）

円→各 ,

▶トートバック

5,390円→各4,312円
ユビデル 手袋

（ポリエステル・ナイロン・アクリル・ポリウレタン）

2,750円→各2,200円

●1 ●2

●2

ハウス オブ ローゼ

●1 ミルキュア ピュア 
クレンジングクリーム（160g）
お徳用サイズ 

3,300円
●2 ウォッシュ＆パウダー ウォッシュ（375ml）

 お徳用サイズ  3,410円

●3 ウォッシュ＆パウダー パウダー（75g） 

 お徳用サイズ  2,090円

●1 ドゥ・サージ モイスチュア 
バスエッセンス（350ml）

 1,320円
●2 ボディクリームa（150g） 

 2,200円

●3 ボディソープ（300ml） 

 1,320円

●4 ボディミルク（170ml）

 1,760円

▶スーパーコラーゲン プリーム（100ml）

5,060円
スーパーコラーゲン ミルク（80ml） 
4,070円
スーパーコラーゲン クリーム（50g） 
5,060円
スーパーコラーゲン 3点セット↓

11,000円
～1/10（火）まで

▲
表地/ポリエステル100％、

裏地/ポリエステル100％

→1,990円
（ポリエステル83％、レーヨン17％）

円→

（ポリエステル100％）

円→ ,

▲コート
（表地/ポリエステル100％、
裏地/ポリエステル100％）

4,990円→1,990円
ニット（ポリエステル83％、レーヨン17％）

1,990円→990円
パンツ（ポリエステル100％）

1,990円→1,490円

合成皮革）（H4cm

→

ブーツ
（合成皮革）（H4cm）

2,990円→1,490円
▲カーディガン

（ポリエステル70％、アクリル29％他）

→

（アクリル88％、ナイロン12％）

円→2,490円
（表地/ポリエステル100％、別布/合成皮革、

裏地/ポリエステル100％）

円→ , 円

▲カーディガン
（ポリエステル70％、アクリル29％他）

2,490円→1,490円
ワンピース（アクリル88％、ナイロン12％）

2,990円→2,490円
バック（表地/ポリエステル100％、別布/合成皮革、
裏地/ポリエステル100％）

2,490円→1,490円
合成皮革）（H3、5cm

→

ブーツ（合成皮革）（H3、5cm）

2,990円→1,490円

ジーユー

ジーユー

（アクリル73％、ナイロン24％他）

円→1,990円
（ポリエステル81％、レーヨン17％他）

円→ ,

▲ニット（アクリル73％、ナイロン24％他）

2,990円→1,990円
パンツ（ポリエステル81％、レーヨン17％他）

2,490円→1,990円
（表地/合成皮革100％、

裏地/ポリエステル100％）

円→ ,

（甲材/合成皮革、底材/合成底）（H3､5cm）

→

バック（表地/合成皮革100％、
裏地/ポリエステル100％）

1,990円→1,490円
パンプス

（甲材/合成皮革、底材/合成底）（H3､5cm）

2,490円→1,990円
～1/5（木）
ブーツ・パンプス　
おまとめ買い10%OFF
※一部除外品あり

5,500円以上ご購入の方に、
「ブランケット」プレゼント!
1/2（月・振休）～ 数量限定
※なくなり次第終了します。

●1

●1

●2

●3

 新春セール
 1/ 2（月・振休） ～1/9（月・祝）

アフタヌーンティー・リビング

ノーリーズ＆グッドマン

●1

●1

●2 ●3

●2

●3
●4

ゾフ

▲パラフィンパック半額 
1,650円↓

825円

ネイルクイック

●1トートバッグ
26,400円↓

23,760円

●1トートバッグ
29,700円↓

26,730円

アズ ノゥ アズ ドゥ バズ

お買い得品
多数ご用意
お買い得品
多数ご用意

おすすめPoint

一味違う
かっこよさが光る
キルティングコート。
アースカラーで
まとめて、大人の
こなれ感を
手に入れて。

★

フィットフィット

◀各種シューズ
ワゴン内↓

7,590円

　サクラヤ　フォー ミーシャルロット by ABCマート

～1/4（水） 
MURASAKI 7DAYS開催中
ムラポ ポイント10倍！！

ムラサキスポーツ

▲ブーツ（H8cm）

6.490円→

4,389円

▲ブーツ（H8cm）

6.490円→

4,389円

5F
B館

〈キッズ〉
◀中綿切り替アウター

（表地/ポリエステル100％、裏地/
ポリエステル100％、中わた/100％）
6,900円↓

4,830円

〈レディース〉
▲ベロアパンツ

（ポリエステル75％、アクリル25％）
3,500円↓

各1,900円

ライトオン

おすすめPoint

おうちでも、
外に出てもおしゃれ
に見える光沢感の
あるベロアパンツ。
柔らかな履き心地と
キレイめカラーが
魅力です。

★

●1

●2

●3

●1 タブレットカバー
（ベージュ、グレー、ブラック）（合成皮革）
330円↓

220円
●2 リストレスト付きマウスパッド

（グレー、ブラック）（合成皮革）
330円↓

220円
●3 ロングリストレスト

（グレー、ブラック）（合成皮革）
330円↓

165円

ライトオン

スリーコインズ プラス

〈メンズ〉
▶SYMPATEX コンビダウン

（表地/ポリエステル100％、
裏側/ポリエステル100％、裏地/ポリエステル100％、
詰め物/ダウン85％、フェザー15％ 、中わた/100％）
29,000円↓

20,299円

B館2階

★コーヒー豆・輸入食品 カルディコーヒーファーム
～1/5（木） まで
ジェイ・ファーム むき甘栗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・440円→398円

★スマートフォン修理・ゲーム機修理  スマホ修理工房
スマホコーティング（表面）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別価格4,378円

C館3階

★スポーツクラブ スポーツクラブNAS聖蹟桜ヶ丘
～1/31（火）　期間中、クラブ入会していただいた方にヨガマットプレゼント

クラウン街・高架下
★カレーショップ 

カレーショップ C&C
新宿カレー（ポーク）よりどり５箱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別価格1,200円

さくらゲート1階
★スパイスカレー専門店/ワイン食堂 

Madre ハーブとスパイス料理のワイン食堂
昼：人数×200円割引 ※カレーを注文される方対象
夜：人数×500円割引(上限割引金額3,000円) 
※中学生未満は対象外

さくらゲート2階

★親子教室 ベビーパーク
育児に役立つノウハウが楽しく学べる♪ベビー
パーク体験レッスンが無料！明日からの育児がもっ
と楽しくなる！０～３歳までの育児の重要性や、ご
自宅で実践できる遊びのコツが楽しく学べます。
※ご予約はベビーパーク公式ホームページから

★写真館 スタジオアリス
バースデーコレクション

【シンプル】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,570円相当→29,700円
①マイフォトコレクションスマイル or アルバム用プリント
②ジョイントパネル

【スタンダート】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66,330円相当→46,200円
①マイフォトコレクションスマイル or アルバム用プリント
②ジョイントパネル
③四切2面台紙 or フォトジャケット から2点選択
④注文画像データ入りCD＋ダウンロード

★テニス・バドミントン専門店 

ウインザーラケットショップ
1/2（月・振休）～1/4（水） 「初売りセール」 
店内全品ウインザーポイント10倍！
※シャトル・ボールは除く

A館1階

★ハンバーガー＆カフェ フレッシュネスバーガー
オフバザールセット（クラシックバーガー、フライドポテトＲ、セットドリンク）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別価格850円

A館3階

★カフェ サンコーヒー
1/2（月・振休）～1/9（月・祝） 窯焼きパンケーキ
やわらかいスポンジ生地のパンケーキ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円→520円

A館7階

★書籍 くまざわ書店
1/2（月・振休）～ ※無くなり次第終了。
学習参考書・辞書・英検・漢検参考書を購入され
たお客様、先着50名様に合格祈願の「学駅きっ
ぷ」をプレゼント！JR四国駅「学駅」の入場券は

「入」の字と「学」の字が並んで「入学」と読め
ることから、合格祈願のお守りになっています。

A館8階

★フットサルクラブ アディダスフットサルパーク聖蹟桜ヶ丘
〈ジュニアスクール（年中～小学6年生）〉
　　　　　　　　　入会金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円→100％ＯＦＦ
　　　　　　　　　入会手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円→100％ＯＦＦ

〈コート利用会員〉チーム登録料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円→100％ＯＦＦ

30%OFF
最大

アフタヌーンティー・リビング
〈ファッション・生活雑貨〉

ミルフローラ
〈ジュエリー〉 50%OFF

最大

60%OFF
最大

テチチ/ルノンキュール
〈レディス〉

オペークドット クリップ
〈レディス〉 60%OFF

最大

4F
アース　ミュージック＆
エコロジー ナチュラルストア

〈レディス〉 70%OFF
最大

ハウス オブ ローゼ
〈化粧品〉

お買得商品
多数ご用意

フィットフィット
〈レディスシューズ〉

お買得商品
多数ご用意

アン レクレ
〈レディス〉

お買得商品
多数ご用意B館 ファッション専門店街

50%OFF
最大

ブルーブルーエ
〈服飾・生活雑貨〉

2F

ハートダンス
〈アクセサリー〉 40%OFF

最大

アズ ノゥ アズ ドゥ バズ
〈レディス〉 50%OFF

最大

3F

靴下屋
〈服飾雑貨〉 70%OFF

最大

ジーナシス
〈レディス〉 50%OFF

最大

シャルロット 
by ABCマート

〈レディスシューズ・雑貨〉

お買得商品
多数ご用意

SM２（サマンサモスモス）
〈レディス〉 60%OFF

最大

ゾフ
〈メガネ〉 50%OFF

最大

5F

無印良品
〈衣服・生活雑貨・食品〉

お買得商品
多数ご用意7F

ノーリーズ＆グッドマン
〈メンズ〉

ノーリーズ＆グッドマン
〈レディス〉 40%OFF

最大

カルディコーヒー
ファーム

〈コーヒー豆・輸入食品〉

お買得商品
多数ご用意

ライトオン
〈メンズ・レディス・キッズ・雑貨〉 50%OFF

最大

20%OFF
最大

ABCマート
〈シューズ・雑貨〉 40%OFF

最大

スプレイ プレミアム
〈レディス〉 60%OFF

最大
久世福商店

〈グロサリー〉
お買得商品
多数ご用意

お買得商品
多数ご用意

A館 専門店

6F

ユニクロ
〈カジュアルファッション〉

お買得商品
多数ご用意

お買得商品
多数ご用意

お買得商品
多数ご用意

ルーム＆ルーム
〈オーダー枕・寝具・タオル〉 50%OFF

最大

50%OFF
最大

エリフェ
〈レディス〉

島村楽器
〈楽器・音楽教室〉

リュテス
〈バッグ〉 50%OFF

最大

22%OFF
最大

DHC直営店
〈化粧品・健康食品〉

アーモワール カプリス
〈レディス〉 50%OFF

最大

ラシット
〈バッグ〉

ネイルクイック
〈ネイル〉 50%OFF

最大

アプリまたは公式LINEで
オフクーポンGET! 

70%OFF
最大

スリーコインズ プラス
〈生活雑貨〉

ムラサキスポーツ
〈スポーツファッション＆グッズ〉

GU
〈レディス・メンズ・キッズ〉

※表示価格には、消費税が含まれております。※バーゲン期間は各店により異なります。一部除外の店舗・商品がございます。金額表記のない商品は参考商品です。商品がなくなり次第終了となります。

お正月イベント 観覧無料

3日（火）
迎春 琴の調べ

①午前11:30～ 
②午後1:30～ 
③午後3:30～
Ｂ館2階 センターコート

日本のお正月を優雅に彩る
琴の調べを生演奏で、お楽
しみください。

獅子舞公演

京都の狂言や歌舞伎の要
素を取り入れた江戸里神楽
をお楽しみください。

あす２日（月・振休）

①午前11:30～ 
②午後1:30～ 
Ｂ館2階 センターコート

岡田民五郎 社中岡田民五郎 社中


