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春のファミリーセール
ボスベイビーDVD
　1,080円 など

［3F］メディアステーションBIG
tel.058-296-1051

LINEポイント2倍
※1,000円お買い上げごとに1ポイント付与

［3F］プラスハート 
tel.058-295-2332

土日限定
アクセサリー5％OFF

［3F］ミカヅキモモコ 
tel.058-295-1252

コンタクト学割
学生なら、コンタクトが
全品30％OFF

［3F］ハートアップ 
tel.058-296-1121

母の日ギフト
開催中

鹿児島新茶
販売中

［1F］粋宝byますぶち園
tel.058-295-2115

昼得セット
サンドイッチ＋ドリンクorポテト

500円・580円・680円

［1F］SUBWAY 
tel.058-295-2165

店主おすめ商品
5コで540円
※各日数量限定

［1F］ミスタードーナツ 
tel.058-295-2291

なめらかプリン4個パック

1,382円
※他のサービス・割引との併用不可

［1F］パステル イタリアーナ 
tel.058-210-2123

鉄板ナポリタン 大盛無料

1,393円 → 1,177円

［3F］鎌倉パスタ 
tel.058-296-0070

全コース
15分延長サービス

［3F］ラクラククラブ 
tel.058-295-2313

光フェイシャルエステ（90分)

10,800円 → 8,640円

［3F］パリス・デ・スキン 
tel.0120-71-6388

商品お買い上げで
「母の日」

オリジナルカード
プレゼント

［3F］岐阜市福祉の店 友＆愛
tel.058-295-2315

セール実施中

［3F］中日印章
tel.058-215-1237

5/1（水・祝）～6（月・振）

GWフェア第2弾

［1F］Green Parks fuuwav
tel.058-213-7708

新元号誕生祭

［2F］イークオル千賀
tel.058-295-2180

4/27（土）・28（日）・
5/3（金・祝）～5（日・祝）限定

すくすく欲張りランチ
645円

［1F］OSOZAi KiTCHEN mino misho 
tel.058-215-7718

4/27（土）・5/4（土・祝）
限定

飛騨牛蔵王山麓牛
2～3割引

［1F］ジャンプ 
tel.058-295-2107

4/28（日）・5/5（日・祝）
限定

10:00～12:00 タイムサービス

精肉商品 2割引セール
※特売商品を除く

［1F］ジャンプ 
tel.058-295-2107

4/30（火・休）限定

お客さま感謝デー
お買い上げ500円ごとに

ちゃっかりクーポン券
1枚進呈

［1F］ほなみ
tel.058-296-1070

【テイクアウト】
ゴールデンウィーク

限定商品

［1F］じんごろう（寿司） 
tel.058-295-2138

5/2（木・休）～6（月・振）
限定

ミニオードブル（2～3人前)

1,058円

［1F］OSOZAi KiTCHEN mino misho 
tel.058-215-7718

100円以上お買い上げで
お菓子プレゼント

※なくなり次第、終了 ※1会計につき1コ

［3F］おかしの里 もりや 
tel.058-215-1231

5/5（日・祝）
こどもの日限定

わいわいぱーくご利用で

ポイント3倍

［2F］モーリーファンタジー
tel.070-3100-5172

メリーゴーランド無料
※ご利用は10:00～17:00に限ります

［3F］モーリーファンタジーf
tel.070-3100-3566

4/28（日）

パンツ商品全品
10％OFF

［2F］ベルーナ 
tel.058-296-3220

プレゼント
キャンペーン
GW目玉商品販売

［2F］grove 
tel.058-296-0079

4/27（土）～5/6（月・振）

NYGランチアイテム
20％OFF

ケロッグ行楽アイテム
20％OFF

［1F］212 KITCHEN STORE
tel.058-210-2361

3,229円のカットソー・
カジュアルシャツ

2,689円

［2F］TAKA:Q 
tel.058-295-2287

平成サンキューキャンペーン
ダブルコーン・カップ

490円 → 390円
サンキュー価格

［1F］サーティワンアイスクリーム
tel.058-295-2131

スマイルセットをご注文で
ソフトドリンクSを
プレゼント

［1F］ケンタッキーフライドチキン
tel.058-210-2012

シャツ・ネクタイ
2点で10％OFF
3点以上15％OFF

※パターンオーダー1,000円以下商品は除外

［1F］BRICK HOUSE シャツ工房
tel.058-295-2125

5,000円以上お買い上げで
2WAYエコバッグ
プレゼント
※なくなり次第終了

［2F］エニィファム バイ クミキョクファム
 tel.058-296-1125

サービス品

50％OFF

［2F］CANAL STREET  
tel.058-295-2188

5,000円以上お買い上げで

500円キャッシュバック

［2F］ブティックユリヤ＆シスター
tel.058-295-2226

【数量限定】春夏商品
特別提供品販売

2点目 20％OFF
※セール品を除く

［2F］mona mona 
tel.058-215-7987

GOLDEN SALE
アプリ会員様

限定価格商品販売

［2F］GU 
tel.058-215-7761

特別提供品 
4,212円～

2点で20％OFF
※特別提供品・セール品は除外

［2F］Just-b 
tel.058-295-2246

Coleman サングラス

今だけ2,160円

［1F］メガネのアイガン 
tel.058-295-2159

店頭アウトレット、サンプルセール

 レジにて2,052円

［2F］TOM 
tel.058-295-2205

100足限定

半額コーナー

［2F］TANPOPO 
tel.058-295-2157

店内商品
10％OFF

※セール品ほか一部除外品あり

［2F］BARNS soho street 
tel.058-295-2114

15thアニバーサリー GWフェア
アパレル・アパレル雑貨

2点以上のお買い上げで
30％OFF

さらに、1,000円以上の購入で
ノベルティプレゼント
※セール品・値引き品は対象外

［2F］チャウアー
tel.058-295-2218

メガネお買い上げ 
2本目以降

本数分 1,000円OFF

［2F］オンデーズ 
tel.058-215-8577

店内一部商品
50～30％OFF

［2F］アバディーン 
tel.058-214-7940

シナモロールの商品を含む
700円以上お買い上げで
オリジナルステッカー

プレゼント
※お一人さま1枚に限ります。
※なくなり次第、終了

［3F］ハピーランド 
tel.058-295-2317

10,000円以上お買い上げで
ノベルティプレゼント

［2F］アヴェニュー
tel.058-295-2285

特別奉仕品

3,229円
※なくなり次第、終了

［2F］アダ 
tel.058-295-2230

特別奉仕品 4,309円
※なくなり次第、終了

(税込)

［2F］モア ＆ パンポーラ 
tel.058-295-2277

4/27（土）～5/7（火）

新生活応援フェア
ベッドマットレス、マットレスパッド、
ベッドフレームお買い上げで

配送料・引き取り・
設置・組立無料
※一部、除外品がございます。

［3F］エアウィーヴ 
tel.058-213-8177

4/27（土）～5/26（日）

学生証ご提示で

総額から 学割10％OFF
※他の割引との併用不可

［1F］メガネのアイガン 
tel.058-295-2159

イオンモバイル
3周年キャンペーン
春得 3カ月基本料半額
学割 3年間1GB増量

［3F］イオンニューコム tel.058-294-2341
 　　ワイモバイル tel.058-294-2506

GWフェア第1弾

［1F］Green Parks fuuwav
tel.058-213-7708

回数券 8％OFF
19,440円 → 17,884円

［2F］コリとりステーション 
tel.058-295-2170

ダウンブルゾン、ダウンコート

30％OFF
※仕上がりは5/8（水）17時以降になります。

※他の割引との併用不可

［1F］クリーニングのOK'S
tel.058-295-2130

特価アルバム10％OFF
※指定商品に限ります。

［1F］三星カメラ 
tel.058-295-2155

ゴールデンウィーク
プレゼントキャンペーン
有料2ゲーム以上プレイされた方に

抽選でマーサ21商品券や
図書カードなどの

景品プレゼント

［3F］マーサボウル 
tel.058-295-2220

4/27（土）・28（日）

Tポイント10倍
［1F］ウオッチタウン 
tel.058-215-1009

4/27（土）～30（火・休）

3,000円以上お買い上げで

500円分
5,000円以上お買い上げで

1,000円分

お買物券プレゼント

［2F］ハニーズ  
tel.058-295-2303

スタンプ3倍
［1F］ヒロセヤ・ラ・ボーテ＆アイ
tel.058-295-2151




