
福袋 
トレンドを取り入れた今年らしい冬スタイルができるトータルコーデ！

レディース福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,309円
〔①ニットプルオーバー、ボトムス、ニット帽 
②ワンピース、カーディガン ③ワンピース、ブルゾン〕

トップス、ボトムス、ベストが付いて大変お買得！

キッズ福袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,229円
〔（ガールズ）ファーベスト、トレーナー、パンツ〕
〔（ボーイズ）ボアベスト、トレーナー、パンツ〕

ＳＨＯＯ-ＬＡ-ＲＵＥ［ ファミリーカジュアル ］
1F／☎047-441-5600

限定50個

限定90個

数量限定

限定15個

限定45個

限定5個

限定100個

限定10個

数量限定

レディース限定9個
メンズ限定15個

限定25個

GIRLS限定8個
BOYS限定8個

トレーニングスタートにはぴったり！ 
adidas3点セットは必ず入っています！！ 

トレーニングスタート福袋
30,000円相当・・・・10,000円
〔adidasTシャツ、ショートパンツ、タイツなど〕

昨年も大人気だった健康福袋！
大サービス品が盛りだくさん。

健康福袋
20,000円相当・・・・・・・・・3,500円
〔ヨガマット、バランスボールなど〕

スポーツクラブＮＡＳ ＯＵＴＬＥＴ SHOP
［ スポーツファッション ］1F／☎070-1241-0552

いますぐ着れるお得な3点セット。そのままでスタイリング完成！

レディース テーパードパンツ
3点セット・・・・・・・・・・・・・4,309円
〔ロングカーディガン、ブラウス、
テーパードパンツの3点セット（M/Lの2サイズ）〕

ハッシュアッシュ［ ファミリーファッション ］
1F／☎047-401-2210

定番アイテムからトレンドアイテムまで入っています。

ハニーズ福袋
約12,000円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
〔アウター、トップス、ボトムなど計5点〕

ハニーズ［ レディースファッション ］
1F／☎047-404-1138

キプリング福袋
48,300円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円
〔リュック、ショルダーorボストン、ミニショルダーorポーチ 計3点〕

ＭＯＮＳＡＣ（モンサック）［ バッグ ］
1F／☎047-445-5761

Shogo Sekineさんとコラボしたスペシャルデザイン！

福箱 10,800円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
〔「7,560円」分のお買物券（Zoffで利用可・1/9（火）～2/28（水）まで）、
カレンダー、本型BOX、ロール型メガネクロス〕

Zoff［ メガネ・サングラス ］
1F／☎047-401-7121

どの福袋にも必ず防寒ジャケットが入っているのでお買得！ 

お正月福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
〔防寒ジャケット、ファッション、小物等合計7点以上〕

マザウェイズ［ キッズファッション ］
1F／☎080-3553-4441

①婦人福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
〔トレンチコート、テーラージャケット、
プルパーカー カットソー、ジョガーパンツ、袋〕

②婦人ディズニー福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
〔ジップパーカー、プルパーカー、
スウェット カットソー2種、袋〕
※期間：1/3（水）まで。

パシオス
［ 総合衣料・リビング用品］
2F／☎047-441-8413

福袋（メンズ、レディース）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10,800円
〔リュック、アウターを含む衣類 4点（レディースは＋マフラー1点）〕

キッズ福袋（BOYS、GIRLS）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5,400円
〔リュック、アウターを含む衣類3点、マフラー1点〕

ライトオン［ ジーンズ＆カジュアル ］
1F／☎047-443-1972

数量限定

店内のお洋服を詰めてお得にGET！！　

福袋お洋服詰め放題・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
〔お洋服の詰め放題！！〕 
※セール品以外のお洋服も1着のみ可。 ※期間：1/3（水）まで。

エコ＆キッズアキラ［ リサイクル子供服 ］
2F／☎047-401-5090

限定5個

12月末までご予約可能です。 ※1/1(月・元日)～8(月・祝)お受け取り

開運福袋（赤バッグ）
9,720円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
〔天然石ブレスレット2本、梵字ストラップ〕

お買上げの方に水晶さざれをプレゼント！ 浄化にぜひお使いください。

開運福袋（黒バッグ）
21,600円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
〔天然石ブレスレット2本、梵字ストラップ2本、
天然石のペンダント〕

縁石屋［ パワーストーン ］
2F／☎047-497-8860

限定10個

限定5個

これ1つで入園入学準備は完璧！ レシピ付き。 

キャラ生地福袋
3,000円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,018円
〔キャラ生地50cmカットクロス、キルトとオックス各2枚ずつ〕

流行のTシャツヤーンですぐに始められるお得なセットです！！

大人気のTシャツヤーン福袋
3,000円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,018円
〔Re:knit 1玉、Re:knit Petit 2玉、カギ針4本セット〕

手芸センター ドリーム［ 手芸用品 ］
1F／☎047-498-9426

限定8個

お得なケアチケットにオーガニックハーブティやマグボトルが付きます。

ハーブティー＆
ケアチケットセット福袋
2１，１６８円相当・・・・・・16,200円
〔ハーブティ（10パック）、ケア20分券×5枚、
フットバス無料券×3枚を含む計7点〕

ベル・エポック
［ ボディケア・リフレクソロジー・アロマボディケア ］
3F／☎047-441-6160

限定20個

500円お得で旅行やグルメが抽選で当たるお直しお年玉袋。

お直しお年玉袋 
3,000円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
〔お直しご利用券（500円×6回）、 
海外・国内旅行・グルメ等が当たる懸賞に応募できるハガキ付き〕
※期間：1/3（水）まで。

リフォームスタジオ［ 洋服のお直し ］
1F／☎047-445-8200

限定15個

有名な銘柄の珈琲をそろえたコーヒー好きにはお得な福袋です。

イデカフェ珈琲福袋 
11,724円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
〔冬のモカブレンド（200g）、寿ブレンド（200g）、神戸珈琲（200g）を含む計11点〕

イデカフェ［ カフェ ］
1F／☎047-402-6189

限定65個
限定50個

お菓子を食べ終わったら手提げバッグやリュックとして使えます。

ハッピーバッグ・・・・・500円
〔お菓子いろいろ〕

ちぃ～ぷす［ 駄菓子 ］
2F／☎047-441-0737

限定20個

限定6個

簡単に使えるディフューザーとお好きな香りが選べる
オイルが入った癒しの福袋。

アロマリラックスバッグ
13,700円相当・・・・・・・・・8,640円
〔ネブライジングディフューザー、
お好きな香りのエッセンシャルオイル（25ml）、
アロマスティック、エプソムソルト〕

ディフューザーや人気のオイル、
ハーブティーなど盛りだくさんの福袋。

アロマハッピーバッグ
7,600円相当・・・・・・・・・・・3,240円
〔アロマディフューザー、ラベンダー（10ml）1本、
ハーブティー1個（味はアソート）、
リードディフューザー1個
（ローズ、ガーベラ、スイートピーいずれか1つ）〕

アロマブルーム［ リラクゼーション雑貨 ］
1F／☎047-401-5220

限定6個

限定6個

限定200個

人気キャラクターグッズが盛りだくさん入ってます。

〈ディズニースペシャルセット〉
アリエル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
エイリアン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
〔トートバッグの中にクッション、ブランケット等、雑貨類〕

クイーンズパステル［ 生活雑貨 ］
2F／☎047-444-8883

1,575円相当の商品が入って324円。

ハッピーバッグ
1,575円相当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円
〔バラエティ雑貨〕

三日月百子［ 300円均一 ］
2F／☎047-444-0877

昨年も大好評だった、おすすめ文具いっぱいのお得な福袋!

文房具福袋各種 
3,000円以上相当・・・・・・・・・・・・980円
〔文房具、ファンシー商品〕

ＳＡＩ［ 文房具 ］
1F／☎047-404-5012

1月1日（月・元日）当
日、

福袋お買上げ1,000
円（税込）以上で

スクラッチを一枚進呈
。

※対象は単品で1,0
00円（税込）以上の福

袋となります。

※対象店舗にてスク
ラッチを進呈いたしま

す。

※賞品引換は1月1日
（月・元日）当日限り

。 

※なくなり次第終了。

◎賞品引換時間／10
：30～18：00

（スクラッチ配布は1
7：30で終了） 

◎会場／2Fセンター
広場

福袋おみくじスクラ
ッチ1/1（月・元日）

限定！

数量限定

カーディガンとパンツのデザインが異なるタイプもご用意しています。

レディース ワイドパンツ
3点セット・・・・・・・・・・・・・4,309円
〔カーディガン、プルオーバー、
ワイドパンツの3点セット（M/Lの2サイズ）〕

数量限定

限定10個

アクロスモールお買物
券

1,000円分
10名様

アクロスモールお買物
券

500円分
200名様

特製干支昆布茶（金粉
入り）

先着500名様限定！

① ②

2018

※表示価格は全て消費税込です。 ※写真は全てイメージです。 ※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。　


