日

月

火

水

木

金

土

1
●1階 フレッシュバリューラヴィ●

一得市！

毎月1日は、お得がいっぱい一特市♪
●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

スタートキャンペーン
今なら通い放題月額3,100円
●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール
詳細は店頭にて

●3階 エディオン●

お客様感謝セール
お買い得商品を多数取り揃えております！

●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております

2

3

4

5

6

7

8

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●1階 清水屋クリーニング●

●2階 Pappa Duduu●

毎月5日はフレッシュバリューの日

会員カード提示で5%OFF ※14時まで※

詳細は店頭にて

店内商品10％ＯＦＦ ※一部対象外有

●1階 ドラッグセガミ●

●2階 手芸センタードリーム●

●3階 エディオン●

●1階 浪花堂白いたい焼き●

スタートキャンペーン
今なら通い放題月額3,100円

大均一祭!!

この日限りのご奉仕商品が満載！
●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

冷凍食品半額

毎週火・木・土は冷凍食品半額！

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算
●1階 ドラッグセガミ●

セガミポイント5倍

加点デー

●3階 エディオン●

●1階 清水屋クリーニング●
●2階 手芸センタードリーム●

手編み教室

衣替えセール
詳細は店頭にて

10：00～13：00

シルバーデー

●1階 浪花堂白いたい焼き●

加点デー

●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算

お買い得商品を多数取り揃えております！

3・13・23日はこしあんがお買得！

●1階 フジカワ化粧品●

●2階 しまむらグループ●

しし丸の日

タピオカジュース全品300円
●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

フジカワＣポイント3倍 トレンド商品・雑貨等を

新作手作り雑貨入荷中
作家さんも随時募集しております♪

多数取り揃えております

衣替えセール

Pappa Duduuの日

セガミポイント5倍 パターン洋裁教室 お客様感謝セール バナナクリーム100円
14：30～17：30

●2階 しまむらグループ●

お買い得商品を多数取り揃えております！ 8・17・27日はバナナクリームがお買得！

●1階 フジカワ化粧品●

●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を 毛穴エステ1,000円 トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております

●1階 浪花堂白いたい焼き●

お客様感謝セール こしあん100円
毎月第１日曜日がお得！

フレッシュバリューの日

たった15分でツルツル！

多数取り揃えております

●2階 モーリーファンタジー●
●2階 しまむらグループ●

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

トレンド商品・雑貨等を 新作手作り雑貨入荷中
多数取り揃えております
●3階 エディオン●

お客様感謝セール

メダル・クレーンゲーム

作家さんも随時募集しております♪

楽しいイベントいっぱい♪

●1階 フジカワ化粧品●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

毛穴エステ1,000円
たった15分でツルツル！

ラヴィ市

ラヴィカードご利用・提示で5%OFF

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

新作手作り雑貨入荷中
作家さんも随時募集しております♪
●3階 エディオン●

お客様感謝セール
お買い得商品を多数取り揃えております！

お買い得商品を多数取り揃えております！

9

10

11

12

13

14

15

●1階 UN PETIT PEU●

●1階 ドラッグセガミ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●2階 ピクシーストーンズ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

加点デー

この日限りのご奉仕商品が満載！

今なら通い放題月額3,100円

会員カード提示で5%OFF ※14時まで※

3,000円以上お買上で10%OFF!!

毎月第3土曜日はフレッシュバリューの日

冷凍食品半額

●1階 清水屋クリーニング●

●1階 浪花堂白いたい焼き●

●2階 しまむらグループ●

クレープの日

クレープ全品310円!! お買得です！
●1階 ドラッグセガミ●

セガミポイント5倍

加点デー

●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール
詳細は店頭にて

セガミポイント5倍

社内行事の為
臨時休業
●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算
●3階 エディオン●

お客様感謝セール
お買い得商品を多数取り揃えております！

●2階 手芸センタードリーム●

手編み教室
10：00～13：00

大均一祭!!

スタートキャンペーン

●1階 フレッシュバリューラヴィ●
毎週火・木・土は冷凍食品半額！

●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

●1階 フジカワ化粧品●

衣替えセール

石の日

しし丸の日

詳細は店頭にて

タピオカジュース全品300円

●1階 浪花堂白いたい焼き●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算
●2階 しまむらグループ●

社内行事の為
臨時休業

●3階 エディオン●
こしあん100円
お客様感謝セール 3・13・23日はこしあんがお買得！
お買い得商品を多数取り揃えております！

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●2階 しまむらグループ●

●2階 手芸センタードリーム●

スタートキャンペーン トレンド商品・雑貨等を
今なら通い放題月額3,100円

多数取り揃えております

●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を

シルバーデー

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

毛穴エステ1,000円 新作手作り雑貨入荷中
多数取り揃えております
たった15分でツルツル！
作家さんも随時募集しております♪

●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール

パターン洋裁教室
14：30～17：30

ラヴィ市

ラヴィカードご利用・提示で5%OFF

楽しいイベントいっぱい♪

●1階 ドラッグセガミ●

セガミポイント5倍

加点デー

●1階 あっぷるチケット●

全国百貨店共通商品券

●2階 しまむらグループ●

95％買取

トレンド商品・雑貨等を

●1階 フジカワ化粧品●

多数取り揃えております

●2階 モーリーファンタジー●

メダル・クレーンゲーム

フレッシュバリューの日

Ｔポイント3倍

ポイントを貯めてお得にお買物♪
●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

新作手作り雑貨入荷中
作家さんも随時募集しております♪

詳細は店頭にて

●2階 ピクシーストーンズ●

石の日

3,000円以上お買上で10%OFF!!

16

17

18

19

20

21

22

●2階 ピクシーストーンズ●

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●2階 Pappa Duduu●

●1階 UN PETIT PEU●

●2階 モーリーファンタジー●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

3,000円以上お買上で10%OFF!!

今なら通い放題月額3,100円

楽しいイベント盛りだくさん！

ラヴィカードご利用・提示で5%OFF

今なら通い放題月額3,100円

石の日

スタートキャンペーン Pappa Duduuの日

●3階 エディオン●

お客様感謝セール
お買い得商品を多数取り揃えております！

店内商品10％ＯＦＦ ※一部対象外有
●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

大均一祭!!

クレープの日

クレープ全品310円!! お買得です！
●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

ファンタジーデー
●2階 ピクシーストーンズ●

ラヴィ市

●1階 フジカワ化粧品●

石の日

毛穴エステ1,000円

スタートキャンペーン
今なら通い放題月額3,100円

●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール

この日限りのご奉仕商品が満載！

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算

3,000円以上お買上で10%OFF!!

たった15分でツルツル！

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●2階 手芸センタードリーム●

●2階 しまむらグループ●

多数取り揃えております

今なら通い放題月額3,100円

14：30～17：30

冷凍食品半額

毎週火・木・土は冷凍食品半額！

詳細は店頭にて

●2階 ピクシーストーンズ●
●2階 モーリーファンタジー●

メダル・クレーンゲーム

●2階 手芸センタードリーム●

手編み教室

楽しいイベントいっぱい♪

10：00～13：00

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

バナナクリーム100円

新作手作り雑貨入荷中

石の日

3,000円以上お買上で10%OFF!!

スタートキャンペーン パターン洋裁教室 トレンド商品・雑貨等を

夏の和雑貨特集
特設コーナーに注目！

8・17・27日はバナナクリームがお買得！

作家さんも随時募集しております♪

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

新作手作り雑貨入荷中
作家さんも随時募集しております♪

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

シルバーデー
トレンド商品・雑貨等を 会員カード提示で5%OFF
※14時まで※

●2階 モーリーファンタジー●

多数取り揃えております メダル・クレーンゲーム

●2階 文具生活●

毛穴エステ1,000円 夏の和雑貨特集
特設コーナーに注目！
●1階 フジカワ化粧品●
たった15分でツルツル！

●2階 文具生活●

●1階 浪花堂白いたい焼き●

●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算
●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

スタートキャンペーン

●2階 しまむらグループ●

●1階 清水屋クリーニング●

多数取り揃えております

詳細は店頭にて

衣替えセール

楽しいイベントいっぱい♪
●2階 文具生活●

夏の和雑貨特集
特設コーナーに注目！

23

24

25

26

27

28

29

●1階 浪花堂白いたい焼き●

●2階 文具生活●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●1階 ドラッグセガミ●

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

●2階 Pappa Duduu●

●1階 UN PETIT PEU●

3・13・23日はこしあんがお買得！

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算

毎月25日は、あれこれ大特価!!

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

●1階 清水屋クリーニング●

こしあん100円

スタートキャンペーン
今なら通い放題月額3,100円

ポイント3倍デー
衣替えセール
詳細は店頭にて

●1階 浪花堂白いたい焼き●
●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております
●2階 文具生活●

夏の和雑貨特集
特設コーナーに注目！

しし丸の日

タピオカジュース全品300円

25日祭

●1階 ドラッグセガミ●

セガミポイント5倍

手編み教室
10：00～13：00

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●
作家さんも随時募集しております♪

セガミポイント5倍

加点デー
●2階 モーリーファンタジー●

ファンタジーデー
楽しいイベント盛りだくさん！
●3階 エディオン●

夏の上得意様ご招待会
お買い得商品を多数取り揃えております！

●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール
詳細は店頭にて
●2階 しまむらグループ●

トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております

●2階 文具生活●

ポイント3倍デー

加点デー

お買上500円(税抜)ごと1ポイント加算

●1階 フジカワ化粧品●

●1階 清水屋クリーニング●

ポイントを貯めてお得にお買物♪

詳細は店頭にて

Ｔポイント3倍

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

衣替えセール
●1階 フジカワ化粧品●

スタートキャンペーン 毛穴エステ1,000円
今なら通い放題月額3,100円
●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール

シルバーデー

Pappa Duduuの日

会員カード提示で5%OFF ※14時まで※ 店内商品10％ＯＦＦ ※一部対象外有
●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール

●3階 エディオン●

夏の上得意様ご招待会

詳細は店頭にて

お買い得商品を多数取り揃えております！

●1階 浪花堂白いたい焼き●

●1階 フジカワ化粧品●
たった15分でツルツル！

●2階 手芸センタードリーム●

●2階 しまむらグループ●

パターン洋裁教室
14：30～17：30

トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております

●2階 文具生活●

トレンド商品・雑貨等を
多数取り揃えております

クレープの日

クレープ全品310円!! お買得です！
●1階 清水屋クリーニング●

衣替えセール
詳細は店頭にて

●3階 ホットヨガスタジオＬＡＶＡ●

バナナクリーム100円 毛穴エステ1,000円 スタートキャンペーン
8・17・27日はバナナクリームがお買得！

たった15分でツルツル！
●2階 しまむらグループ●

詳細は店頭にて

30

加点デー

●2階 手芸センタードリーム●

新作手作り雑貨入荷中

●1階 ドラッグセガミ●

セガミポイント5倍

夏の和雑貨特集
特設コーナーに注目！

今なら通い放題月額3,100円
●2階 モーリーファンタジー●

メダル・クレーンゲーム
楽しいイベントいっぱい♪

●1階 フレッシュバリューラヴィ●

ラヴィ市

ラヴィカードご利用・提示で5%OFF

●1階 カフェ雑貨 FuRiMaRu●

新作手作り雑貨入荷中
作家さんも随時募集しております♪

