
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）

CHRISTMAS FESTA 2016

●ユナイテッド カラーズ オブ
　ベネトン（105区画）

●ジュリエ アウトレット クラブ
　（115区画）
フルラ　bag
￥49,680⇒￥34,776
コチネレ　bag
￥49,680⇒￥24,840

●アドルフォ・ドミンゲス
　（120区画）
・冬物30～50％OFF
新規メンバー登録でさらに20％OFF
・70％OFF特価品

平日３点以上お買い上げで10％OFF
土日３点以上お買い上げで20％OFF

12/23～25限定
2点お買い上げで10％OFF
３点お買い上げで20％OFF
５点以上お買い上げで30％OFF

●ブルックス ブラザーズ 
　ファクトリーストア（250区画）
未定

●ファインセブン
　（235区画）
アウター、ニット商品をスペシャルプラ
イスでご用意いたします。

●カッパ
　（415区画）
２点お買い上げで１０％OFF、
３点以上お買い上げで２０％OFF
※一部除外品あり

●マライカ
　（505区画）
秋冬衣料　30～70％OFF冬物大幅値下げ

●帽子屋 アウトレット
　（515区画）
均一SALE
（￥1,080・￥2,160・￥3,240均一
コーナー展開）

●ソックスインナーズ
　（615区画）
・４足よりどり20％OFF　￥864
・ハイブランドパジャマ、リラクシング類
10％OFF
・３点以上お買い上げで５％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）
店内商品アウトレット価格よりさらに
20％OFF
※一部除外品あり

●ドラゴンベアード
　（620区画）
未定

●ヴァンプス
　（740区画）
・カバオール ダウンジャケット
30％～50％OFF
・バルキーフルカーディガン
50％OFF
※数量限定

●TASAKI
　（755区画）
パールネックレスフェア
数量限定のあこや真珠ネックレスを
特別価格にてご提供
成人のお祝い、春のブライダル、卒業
シーズンを前に、ぜひこの機会にお揃
えください。

●クラークス
　（830区画）
２足以上３０％OFF

●ミツミネ
　（860区画）
２点お買い上げで10％OFF
３点以上お買い上げで20％OFF

メガネ2本以上お買い上げで
10％OFF
※12/17～

●アルク
　（856区画）

●ヒュンメル&ウォークポイント
　（875区画）
Schoffel
メンズ・レディースダウンジャケット
￥30,240⇒￥10,800（税込）

●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45％OFF
10点以上お買い上げで55％OFF

メンズレディーズキッズカジュアル
大特価
その他グッズ類も大幅値下げ

●ベーセーストック
　（1070区画）

●ニコル
　（1160区画）
２点以上のお買い上げで１０％OFF￥21,600（税込）以上お買い上げで

HAKKAオリジナルカレンダープレ
ゼント（数量限定）

●アヴォスエ
　（1170区画）
今シーズンモデルBag
10～70％OFF

●デサント アウトレットストア
　（1540区画）
￥5,000以上お買い上げ毎にスペシ
ャルクジにチャレンジ！
デサントのウェアがもらえる？！
詳しくは店頭スタッフまで

●アーバンリサーチ　ウェアハウス
　（1570区画）
冬物プライスダウン

●アールクローゼット
　（1620区画）
店内商品全品20％OFF
※小物除外

●ダナー
　（520区画）
DannerLight３
￥46,656

●北海道新発見ファクトリー
　（600A区画）
クリスマス販促品のご案内
・地酒飲みくらべセット￥2,592
・焼酎飲みくらべセット￥1,490

●ビームス　アウトレット
　（1100区画）

●コロンビアスポ－ツウェア
　アウトレット（215区画）
３点以上お買い上げで10％OFF
（対象商品は限られております）

●クレアーズ
　（225区画）
・冬物商品一部50％OFF
・クリスマス商品一部50％OFF

●イネド
　（1210区画）

２点10％OFF
B品・サンプル品フェア最大80％OFF

・MAX80％OFF
・LUCKY　BAG販売（12/17～）

店内商品２点以上お買い上げで
レジにてさらに10％OFF

●ジェイフェリー アウトレット
　セレクト（150区画）
クリスマスアプリフェア
公式アプリをダウンロードしていただ
いたお客様に￥1,000分のポイントを
プレゼント！
さらに
店内商品が最大70％OFF

●Gap Outlet
　（130区画）
12/10-12
・まとめ買いで最大50％OFF
※一部除外あり
12/13-21
店内最大50％OFF※一部除外あり

●シルバニアファミリー 森のお家
　（865区画）
人気のハウスや車商品、また人形ファ
ミリーセットに人形と家具のセット商
品が期間限定で店内最大60％OFF

●タリーズコーヒー
　（850区画）
クリスマス限定ビーンズの飲み比べ
試飲会を開催
アンケートに答えていただいた方に
２名から使えるドリンク半額チケット
をプレゼントします。

●オルビータ
　（855区画）
B級品財布 50％OFF

●セイコ－
　（910区画）
クリスマス特別割引！
・ブライツ・ルキアがアウトレット価格より
さらに１０％OFF！
・アストロン７Xシリーズがアウトレット価
格よりさらに２０％OFF！
※対象外商品あり。詳しくはスタッフまで

●マムート
　（1010区画）
NIRVANA　RIDE　30L
希望小売価格より10％OFF
この機能的なリュックサックは全ての山岳
活動やフリーライディングに理想的です。
スキーやスノーボードなどに最適で機能的
なアクセサリーや快適に背負えるリュック
はヒップベルトが取り外し可能なのでタウ
ンでも大活躍です。

●チャンピオン
　（1030区画）
￥8,640（税込）以上お買い上げでフリー
サイズブランケットプレゼント
※数量限定となりますのでお早めにお越
し下さい。

●テーラーメイド / アシュワース
　（1410区画）
ゴルフウェア２点以上お買い上げで
10％OFF
※一部除外品あり
※他の割引との併用不可

●スウィートファクトリープラス ワゴン
　（SF10区画）

￥1,200以上お買い上げでハズレな
しのくじ引き！
赤⇒その場でお菓子100gプレゼント
黄⇒ミニサイズのお菓子2個プレゼン
ト
青⇒キャンディ2個プレゼント
※他割引、サービス併用不可

●ドッグデプト
　（1330区画）

・ニットプラスフェア
レディース・ユニセックスのニットを
含む２点以上のお買い上げでお会計
より10％OFF（犬用品は除外）
・￥5,400以上お買い上げで、
2017年度オリジナルカレンダーを
プレゼント（なくなり次第終了）

●サンクゼール・久世福商店
　（760区画）
秋ジャム￥518⇒￥414
サンクゼールのお歳暮
・人気の冬ジャムセット￥4,237⇒￥3,564
・冬の彩りバスケット￥2,825⇒2,268
・食卓を彩るスペシャルセット￥5,967⇒5,184
・サンクゼールバラエティセット￥3,882⇒3,240
・あったかティータイムセット￥2,840⇒2,333
素材を楽しむ洋風調味料セット￥5,131⇒4,320

●ミネットbyワコール
　（405区画）
ワコール肌着
２着で10％OFF
５着で20％OFF

●マスターピース
　（1610区画）
￥3,000以上お買い上げで10％OFF

●フラン フラン バザ－
　（255区画）
対象のXmas商品全品50％OFF

●アディダスリーボック/エービー
　シーマート（300区画）
ADIDASオリジナルズ冬物アウター
５０％OFF

●ヴァイスヴァーサ　アウトレット
　（1230区画）
店内商品最大80％OFF

●キッズショップ ほわいと.あっぷる
　（1300区画）
冬物商品一部50％OFF

●ほわいとあっぷる　ミキハウス
　（1310区画）
冬物商品30％OFF
※一部除外あり

●マックスアンドコー
　（1645区画）
・２点お買い上げでさらに10％OFF
・４点以上お買い上げでさらに20％
OFF
※一部除外あり

●北の麺物語 おおくら山
　（SF5区画）
辛味噌ラーメン￥100引き！
￥880

●バンバンビーニ
　（1440区画）
今期冬物３０～５０％OFF

●トラリウム
　（400区画）
・期間限定￥20,000（税込）以上お買
い上げでアウトレット価格よりさらに
10％OFF！
・期間限定レディースバッグ￥5,000
（税込）以上お買い上げでアウトレット
価格より更に10％OFF！

●エドウィン
　（420区画）

●ハッカ
　（1140区画）

●ボスコ・モト
　（890区画）

�

●シェルター
　（1060区画）
冬物お買い得商品ご用意


