
OUTLET'S OFF　ザ・メガバーゲン　2016夏

セール実施店舗一覧（※一部除外品あり　※他割引・サービスとの併用不可　※一部数量限定）

セール実施店舗一覧　最大OFF率ランキング

●ユナイテッド カラーズ オブ
　ベネトン（105区画）
２点お買い上げで１０％OFF
３・４点お買い上げで２０％OFF
５点以上お買い上げで３０％OFF

●ジュリエ アウトレット クラブ
　（115区画）
店内洋服・雑貨
６０%～７０％OFF（フルラ除く）
秋冬物　新作入荷

●アドルフォ・ドミンゲス
　（120区画）

イネド
（1210区画）

バンバンビーニ
（1440区画）

シューコレクション
（1520区画）

セルレ
（201区画）

ボスコ・モト
（890区画）

リバースパース
（800区画）

ハッシュパピー
（900区画）

ベーセーストック
（1070区画）

トルネードマート
（1150区画）

※上記に記載の対象商品について詳しくはスタッフまでお問合せください。

7/30（土）～8/10（水）
B級品８０％OFF（数量限定）
店内商品５０%・７０％OFFセール
8/11（木）～8/16（火）
ALL7０％OFF
（レディースデーサービスとの併用不可）

●Gap Outlet
　（130区画）
店内商品最大５０％OFF SALE

●ジェイフェリー アウトレット
　セレクト（150区画）
最大で７０％OFF
シールがついている商品はレジにて
更に３０％OFF

●セルレ
　（201区画）
一流ブランドの「質」をリーズナブルな
価格で・・・☆
DASODA　SJマスカラ（ボリューム＆
ロング/セパレート＆カール）
６３％OFF　５９８円

●コロンビアスポ－ツウェア
　アウトレット（215区画）
２点お買い上げで１０％OFF
３点以上お買い上げで２０％OFF
※対象外商品あり

●クレアーズ
　（225区画）
夏物アパレル商品
５０%～最大７０％OFF

●ファインセブン
　（235区画）
夏物最終売りつくし！！
目玉商品を多数ご用意！！

●フラン フラン バザ－
　（255区画）
対象のクイックドライタオル各種
２０％OFF
対象の夏物ガラスウェア各種
２０%～３０％OFF
対象のミニタワーファン各種
２０％OFF

●札幌スポーツ館 /札幌ゴルフ館
　（305区画）
夏物大特価！！
ゴルフウェア・シューズ・クラブ
お買い得商品多数有り！
詳しくは店頭にてご確認ください。

●トラリウム
　（400区画）
・人気のスーツケースが期間限定で
３０％OFF
期間限定！￥２０,０００（税込）以上
お買い上げで更に１０％OFF

●ミネットbyワコール
　（405区画）
ナルエー　パジャマ・ネグリジェ
￥３,５００

●カッパ
　（415区画）
上下セットお買い上げで１０％OFF
※上下セットの組み合わせは自由

●エドウィン
　（420区画）
メンズジーンズ
￥３,２４０均一コーナーご用意

●マライカ
　（505区画）
SALE衣料３０%～５０％OFF

●帽子屋 アウトレット
　（515区画）
２点以上お買い上げで１０％OFF
３点以上お買い上げで２０％OFF
（NEWERA・ベイリー・ボルサリーノ・
サンプル・ケア用品は除外）

●エービーシーマート　アウトレット
　（560区画）
まとめ買いで対象のサンダルが
１０％OFF

●ルピシア
　（510区画）
「ルイボスティー選んでうれしい１０日間」
対象商品のルイボスシリーズ１１種の
ティーバッグ１０個入りの中からお選び
頂けます。３個で￥１,９５０、５個で￥２,９００、
７個で￥３,９００
※個数は３個、５個、７個から選べます
※組み合わせは自由、同じお茶でも可
※８月７日（日）で終了となります

●ソックスインナーズ
　（615区画）
・４足よりどりソックス
￥１,０８０→￥８６４
・ソックス、レギンスなど
１０％OFF※一部対象外商品あり
・パジャマ、リラクシングウェア
２０％OFF

●ディノスアウトレットバイニッポン
　放送プロジェクト（610区画）
店内商品　当初販売価格より７０％OFF
※一部除外品あり

●ヴァンプス
　（740区画）
夏物商品最終売りつくしセール
７０%～５０％OFF

●TASAKI
　（755区画）
あこや真珠ネックレス
特別価格・数量限定にてご提供
照りの良い、巻きの厚い、高品質商品
を取り揃えました。

●ボーネルンドセレンディピティストア
　（765区画）
アウトレット商品２点以上お買い上げで
さらに１０％OFF

●リバースパース
　（800区画）
夏物最終セール８０%～７０％OFF

●ロイヤルコペンハーゲン
　アウトレット（820区画）
店内商品アウトレット価格よりさらに
２０％OFF！！
（一部セール品除外あり）

●ラ・プリマヴェ－ラ
　（825区画）
ボトム￥２,０５２均一

●クラークス
　（830区画）
２点お買い上げで２０％OFF
３点以上お買い上げで３０％OFF

●ラストコール
　（835区画）
２点以上お買い上げでレジにて更に
１０％OFF
※一部除外品あり
※他サービスとの併用不可
※１会計につき１回の割引。会計後の
訂正不可

●ミツミネ
　（860区画）
全商品アウトレット価格より３０％OFF

●シルバニアファミリー 森のお家
　（865区画）
summer collectionチラシの
セール品対象

●ベルメゾンアウトレット
　（870区画）
パンツ２枚￥１,０００

●ヒュンメル&ウォークポイント
　（875区画）
ショッフェル
メンズ半袖シャツ￥３,９９０（税込）

●スーツセレクト アウトレット
　（885区画）
・スーツ１着
￥１６,２００or￥２７,０００
２着で￥２７,０００～
・ワイシャツ１枚
￥３,０２４
２枚（組み合わせ自由）で￥５,１８４

●ボスコ・モト
　（890区画）
レーシングブーツ・トライアルブーツ
大幅値下げ！
※対象外商品あり

●トリンプファクトリ－アウトレット
　（895区画）
店内商品３点以上お買い上げで１０％OFF
５点以上お買い上げで２０％OFF
７点以上お買い上げで３０％OFF

●ハッシュパピー
　（900区画）
ハッシュパピー
本革婦人サンダル
￥１２,７４４→￥５,４００
本革紳士サンダル
￥１３,８２４→￥５,４００
本革紳士カジュアルシューズ
￥１５,９８４→￥５,４００

●セイコ－
　（910区画）
メカニカルウォッチフェア
対象商品のみアウトレット価格より
１０％OFF
SEIKO海外モデル
アウトレット価格より１０％OFF
お買い上げ金額１０万円以上１０％OFF
５万円以上で５％OFF
※上記対象外商品あり　詳しくはスタッフまで！

●アウトレットシャツファクトリー
　（1000区画）
SALE品最大５０％OFF

●ベーセーストック
　（1070区画）
￥１,０８０、
￥２,０００、
￥３,０００均一商品多数ご用意！

●ビームス　アウトレット
　（1100区画）
店内商品　２点以上お買い上げで
さらに１０％OFF

●ラストコールコレクション
　（1120区画）
7/30（土）～8/7（日）・
8/15（月）～8/16（火）
店内商品２点以上お買い上げで
レジにて更に１０％OFF！
※他サービスとの併用不可

●ハッカ
　（1140区画）
レディース・キッズ
夏物全商品５０%～７０％OFF
雑貨　全商品３０%～７０％OFF

●ニコル
　（1160区画）
バンドルセール
２点お買い上げで１０％OFF
４点お買い上げで２０％OFF

●アヴォスエ
　（1170区画）
夏物バッグ最大７０％OFF

●プリティーグリーン
　（1200区画）
旧品６０%OFF
２点以上同時会計で７０％OFF

●イネド
　（1210区画）
２点１０％OFF
※一部除外品あり

●ペットパラダイス
　（1320区画）
うさもも着せ替えハウス
¥6,481→¥5,011（税込）
※3個限定

●テーラーメイド / アシュワース
　（1410区画）
ゴルフウェア全品５０＆OFF
まとめ買いでさらにお買い得！
２点お買い上げで１０％OFF
３点お買い上げで１５％OFF
４点お買い上げで２０％OFF
５点以上お買い上げで３０％OFF
（一部除外品あり）

●バンバンビーニ
　（1440区画）
夏物最終処分品～秋物先取品まで
各種２点￥１,０００コーナー
夏物最終３０%～７０％OFF

●シューコレクション
　（1520区画）
夏靴最終OFF！

●デサント アウトレットストア
　（1540区画）
夏物大幅プライスダウン！！

●アーバンリサーチ　ウェアハウス
　（1570区画）
夏物大幅値下げ
MAX８０％OFF

●マスターピース
　（1610区画）
店内商品　全品１５％OFF

●スウィートファクトリープラス ワゴン
　（SF10区画）

●アールクローゼット
　（1620区画）
￥1,080、¥2,160、¥3,240、¥5,400
均一コーナー
一部20％OFFコーナーご用意

●マックスアンドコー
　（1645区画）
夏物１点お買い上げで１０％OFF
２点お買い上げで２０％OFF
冬物・B品は対象外

期間中、お買い上げいただいたレ
シートに翌日から３週間使える割引
券がついてくる！
お買い上げから１週間２０％OFF、
２週間１５％OFF、３週間１０％OFF！
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※8/4より605 区画にて
　リニューアルオープン致します。

�

�


