
＋

ジュピター
ジュピター

果汁工房果琳
カジュウコウボウカリン

HAY HAY Chinese DELI
ヘイヘイ チャイニーズ デリ

各店舗でお得な企画が盛りだくさん！

オープン特典

1F Fashion & Lifestyle Food & Restaurant & Cafe

4F Library & Cafe / Service / Clinic / Mall

オブ・コスメティックス
オブ コスメティックス

中川政七商店
ナカガワマサシチショウテン

Marché de Bleuet plus
マルシェドブルーエプリュス

AINZ&TULPE
アインズ＆トルペ

金子眼鏡店
カネコガンキョウテン

【美容師によるヘアケアアドバイス会】 日時：４月１１日（月）迄 | 時間：AM11：00～PM17：00迄　
※途中1Ｈ休憩有り

【お買上げキャンペーン】 2022年4月30日（土）迄
①税抜5,250円（税込5,775円）以上、お買上の方に、
ハードスプレー（50g：携帯サイズ現品）を1本プレゼント！
②税抜10,000円（税込11,000円）以上、お買上げの方に、
以下よりお好きなもの（現品）を1点プレゼント！
［スパブラシ／マルチバーム・B02／スタイルコントロールワックス・8／
3Dボディタオル（シルク・ケナフ・トウモロコシより1種）］以上、4点から一つ選べます。

【なくなり次第終了】
税込3,300円以上ご購入のお客様に
ノベルティプレゼント（かや織ふきん）（数量限定）

【なくなり次第終了】
税込2,000円以上お買い上げの方にノベルティ進呈
（マスク150個限定）無くなり次第終了

【アインズ＆トルペ公式アプリ会員様限定！（なくなり次第終了）】
①税抜1,000円（税込1,100円）以上お買い上げの先着800名様に
「VT CICA デイリースージングマスク（1枚入り）」プレゼント
②税抜3,000円（税込3,300円）以上お買い上げの先着300名様に
「オリジナル エコバッグ」プレゼント
※仮登録＋「センテラス天文館店」をお気に入り登録していただいた方が対象となります
※エコバッグの色はお選びいただけません

【2週間程度】
眼鏡一式（フレーム＋レンズ）お買い上げのお客様、
金子眼鏡トートバッグをプレゼント　※先着50名様

【ノベルティ準備分配布終了まで（1か月以内想定）】
商品をご購入のお客様に、当店オリジナルキャラクターをデザインした、
マグネットシート（先着300名様）を配布。

【2週間程度】
①オリジナルレギュラーコーヒー豆（200ｇ）、半額セール 【セール期間中4/9～4/30】
②オリジナルレギュラーコーヒー豆（200ｇ）お買い上げで「スタンプカード、ポイント２倍」 【セール期間中4/9～4/30】
③オリジナルレギュラーコーヒー豆（200ｇ）お買い上げでオリジナルストッカー缶プレゼント
　※お一人様一個限り、先着1,000名様（数量に達した次点で終了となります）

【4/24(日)まで】
ベリベリミックス特別価格
Mサイズ340円 （テイクアウト367円税込）
Lサイズ500円 （テイクアウト540円税込）

※写真はイメージです。

COS:MURA
コスムラ

Crystal Tiara
クリスタルティアラ

果実びより ドルチェリア
カジツビヨリ ドルチェリア

LEMONADE by Lemonica
レモネードバイレモニカ

とりかわ竹乃屋
トリカワタケノヤ

ゴンチャ
ゴンチャ

はとやのぱん
ハトヤノパン

すすむ屋茶店L(エル)
ススムヤチャテンエル 

牧場からのおくりもの ひらまつ
ボクジョウカラノオクリモノ ヒラマツ

2F Fashion & Lifestyle Restaurant & Cafe 

nouer
ヌエール

hºm's" archive
エイチエムエスアーカイブ

Sacs de Bijoux
サック ド ビジュー

【4/17(日)まで】
自社メンバーズアプリ会員にご登録の
方に、店内商品10%OFF。

【4/11(月)まで】
・ウェアー、服飾雑貨 → 10％OFF
・鍋、保存容器、ボウルなどのキッチン用品、ソファーやテーブル、チェアー、キッチンワゴンなどの
軽家具セール品もご用意しています。

【4/13(水)まで】
オープン５日間先着１００名様にピエトロのドレッシングや
スープなどの物販商品をプレゼント

【4/24(日)まで】　
期間税込￥11,000以上お買い上げのお客様にノベルティを差し上げます。
※無くなり次第終了となります。

【4/17(日)まで】
・２点以上お買い上げでレジにて10%OFF（セール品含）
・期間中毎日先着30名様にノベルティプレゼント

【5日間限定】 
先着100名のお客様にご来店時 L&K MASK DIARY SNAIL 1枚プレゼント
◎ノベルティイベント(お買い上げ金額別プレゼント)
3,000円以上  / MORNING SURPRISE HAND CREAM 10種類のうちランダムで1個
5,000円以上  / CELLPIA BLANC MASK : RESCUE 2枚入り箱1個
10,000円以上  / L&K MORNING SURPRISE GOLD & DIAMOND EYE PATCH 1個

【なくなり次第終了】
・BTS写真集（ポスター付き）税込￥6490　30本限定で販売
・BT21公式グッズ合計税込￥6500以上ご購入で、BT21ステッカープレゼント
※無くなり次第終了となります。　

【なくなり次第終了】
税込み1,100円以上お買い上げの方
先着１００名さまにバスフィズ（入浴剤）
プレゼント

アプリ登録でオリジナルレモネードか
ソーダレモネードプレゼント。
(期間設定無し)

【3日間限定】
オープンから3日間、ノベルティ配布を実施します。
各日先着50名様を対象に、スマホグリップを1点プレゼントします。

【なくなり次第終了】
オープン記念ノベルティプレゼント

【なくなり次第終了】
時計本体ご購入でオリジナルノベル
ティをプレゼント

【4/9(土)・10(日)】
ルシャポ(ケーキ) 全品30%オフ(販売
数量限定、お一人様3点まで)

【4/17(日)まで】
博多ぐるぐるとりかわ1本・定価130円
（税抜）➡100円（税抜）にて提供予定

【4/9(土)・10(日)】
2,000円以上お買い上げのお客様、
先着30名にソフトフランスプレゼント

【10日間】
税込2,200円以上ご購入いただいた
方に、もれなく500円の商品券をプレ
ゼント

【4/9(土)・10(日)（予定）】
引換券お持ちの方に数量限定で
ノベルティプレゼント

Universal DRIVE
ユニバーサル ドライブ

gashacoco
ガシャココ

ピエトロ
ピエトロ 

Pré de France avenue
プレデフランセ アベニュー

Honeys d.store
ハニーズ ディー.ストア

3F Fashion & Lifestyle / Service

RETRO GIRL
レトロガール

【なくなり次第終了】
①ドリンク1杯無料クーポン500枚配布→次回来店時利用可 （有効期限GWまで）
②ショップカード500枚配布→スタンプ3個でドリンク1杯無料 （有効期限なし）

【１か月程度】
アクセサリー半額

両ワキorＶライン脱毛体験コース
¥1,000（税込）

【4/9(土)・10(日)】
・２BUY１０％OFF、３BUY20％OFF
・ハウスカードご利用、ご入会で2点目ごと半額（※安い方が半額です）
・税込8000円以上のお会計でトートバック＋ペンケースプレゼント。

【4/13(水)まで】
西海岸プリントエコバッグを1日先
着20名にプレゼント

【4/9(土)・10(日)】
600円（税込）以上お買い上げの先
着各日100名様にキャンドゥおすす
め商品をプレゼント

【約3か月間】
キャンペーン→体験レッスン無料、入室金無料、その他、期間中に入室の方にオリジナルリュック
プレゼントなど特典もりだくさん！

【4/30(土)まで】
期間中のカワイ音楽教室ご入会の方の入学金(税込11,000円）を無料でご案内いたします。

【なくなり次第終了】 ラッキーバッグ
・2,100円（税込／内容4,190～4,590円相当）
[バッグ1点＋靴下2点]
・限定1０個

【4/9（土）・１０（日）】 チュチュアンナアプリ新規会員登録の方、先着50名さまにソックスプレゼント!
＊なくなり次第終了となります。
【4/9(土)・10(日)】 2日間限定キャンペーン
全品10%OFF！　特定商品の組み合わせで10%OFF!　キャンペーン併用で最大20%OFF!!
　

【数量限定なくなり次第終了】
3点300円のお得なギフトセット

【なくなり次第】
先着20名様にRay-Banオリジナルトートバックプレゼント
【5/8(日)までの1ヶ月程度】
Ray-Ban 純正クリアレンズ割引キャンペーン19,800円→5,500円

【5/8(日)まで】
オープン記念キャンペーン
期間中、1度のご来店で1万円以上の買取成立の場合、ジェフグルメカード1,000円分プレゼント。
※お一人様、一度限り　※なくなり次第終了

【4/9(土)・10(日)】　10:00～18：00
・オープン記念無料抽選会／1等：ニンテンドースイッチ または 空気清浄機＆ヘアドライヤーナノケアセット
※保険に関するアンケートが条件
・相談予約CP
※保険の相談ご予約をされると初回の来店時に選べるギフトプレゼント　※1世帯1回限り

【4/11(月)まで】
・ＡＢＣ－ＭＡＲＴアプリポイント3倍
・2点税込5,000円以上お買い上げで500円OFF
・10,000円以上お買い上げで1,000円OFF
※一部対象外商品あり　※株主優待、アプリポイント、アプリクーポン以外の割引券、割引企画との併用はできません。

【5月末まで】
ご利用のお客様に新発売のKAINOオリジナル
シャンプー&トリートメントプレゼント

【なくなり次第終了】
11,000円以上お買い上げでオリジナ
ルノベルティプレゼント（ミュラウェアオ
リジナルバック&ソックス)

【1か月間】 えらべるオプションプレゼント 又は モバイルバッテリープレゼント
・レンズオプションプレゼントキャンペーン（2,420円の中から1つプレゼント）
・メガネ、サングラスご購入のお客様にモバイルバッテリープレゼント（数量限定）
※サービスは、上記どちらかとなります。

公式インスタグラムアカウントフォロー
で全品５％OFF

【4/17(日)まで】
・対象商品(天珠)お買い上げの方、ガラガラくじで景品プレゼント(なくなり次第終了) 
・[先着100名様]ご来店の方へ水晶ラフストーンプレゼント(なくなり次第終了) 

【4/9(土)・10(日)】
レジにて20%OFF(一部除外品)

【5/8(日)まで】
お買い上げ10,000円（税込）毎に、
当店で使えるギフトチケット1,000
円分をプレゼント

西海岸 ANCHOR
ニシカイガン アンカー

鉄板焼 いいとこどり
テッパンヤキ イイトコドリ

UP-SWING
アップスイング

エステティック ＴＢＣ
エステティックティービーシー

SM2 keittio
サマンサモスモス ケイッティオ

salire
サリア

※TBC初めての方限定、お一人様いずれか
    １カ所・１回限り。
※詳しくはお問い合わせください。

ABC-MART
エービーシー・マート

The Power Spot
ザ・パワースポット

キャンドゥ
キャンドゥ

KAINO
カイノ

なんぼや
ナンボヤ

保険クリニック
ホケンクリニック

ヴィレッジヴァンガード
ビレッジバンガード

mulawear
ミュラウェア

チュチュアンナ
チュチュアンナ

coca
コカ

illusie300
イルーシーサンマルマル

Light Label
ライトレーベル

Ray-Ban
CERTIFIED STORE
レイバン サーティファイド ストア

ベビーパーク
ベビーパーク

カワイ音楽教室
カワイミュージックスクール

特典は4.9[土]スタート、終了は各店舗によって異なります。


