
各店舗より

約5,000個大放出!!約5,000個

1.1月
祝
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ペア展開のモデルです!
今人気のレザーバンド
タイプでファッションの
ポイントに!!

①レディース
ソーラーウォッチ

②メンズ
ソーラー
ウォッチ

今季新作Bagの使いやすいカラーのみが
￥15,000相当の商品が入っています。
Bag3点セット

①久世福商店いちおしの万能
だしを中心としたセットです。
風味豊かな野菜だし5P、風味
豊かな万能だし5P、その他3品

②サンクゼールの大人気商
品ばかりです。オールフ
ルーツいちごジャム、トマ
トクリームソース、イタリア
風トマトドレッシング、オリ
ジナルクラッカー50ｇ

①￥10,000以上の商品が￥5,000
で!!今すぐ使える商品が入ってます!!
ワコールパジャマorルームウェア、イ
ンナー、靴下など3～7点

②かわいらしいデザインのショー
ツや履き心地抜群のすそピタ
ショーツが入ってます!!ワコール
のショーツ5枚

①タリーズのヘビーユー
ザーから新規の方まで満
足度の高い内容。ドリン
クチケット20枚が相当
お得！約￥18,000相当
②アパレルブランド「オン
ワード」とのコラボバッ
ク、コーヒー豆3種にマグ
カップ、ノートと充実の
内容。約￥9,000相当
③オンワードコラボバッ
ク、手軽ながらタリーズ
の魅力つまったバックで
す。約￥5,000相当

松￥21,600相当のお茶が入っています。選べる限定品付
竹￥10,800相当のお茶が入っています。選べる限定品付
梅￥6,480相当のお茶が入っています。

①AOセプト
クリアケア3本

②レニューWパック2箱+おまけ2本
③オプティフリーWパック2箱

￥10,800（税込）

￥3,240（税込）5個人数
無制限

①レディース/5個
②メンズ/10個　

①￥5,000（税込）
/M16個・L12個
②￥3,000（税込）
/M41個・L65個

①￥1,500＋税/100個
②￥1,000＋税/180個

①￥2,018（税込）
②③￥2,000（税込）

松￥10,800（税込）/3個
竹￥5,400（税込）/140個
梅￥3,240（税込）/250個

and per se
③メンズ/15個
④レディース/15個

Black&White
①メンズ/15個
②レディース/15個

ウォッチステーション（200区画）

ブラック＆ホワイト/
アンパスィ（210区画）

①SKAGEN 2本入
北欧デンマークのミニマルな
飽きのこないデザインです。

②CHAPS 3本入
シンプルでモダン。男女兼用です。

個数限定!売切御免!
①￥10,800（税込）
②￥10,800（税込）、￥21,600（税込）の2種類をご用意
③￥10,800（税込）、￥21,600（税込）の2種類をご用意
④￥10,800（税込）、￥21,600（税込）の2種類をご用意

ミネット
byワコール
（405区画）

ルピシア
（510区画）

サンクゼール・久世福商店
（760区画）

タリーズコーヒー
（850区画）

アルク
（856区画）

セイコ－（910区画）

アヴォスエ（1170区画）

①イタリア
「LINEAESSE」社のダブ
ルフェイス素材を使った
リバーシブルコート。
イタリア製生地リバーシ
ブルコート、レッキス
ファーケープ

②イタリア製生地で
切り替えたプレミア
ムなダウンコート。ラ
クーンファー付コン
ビダウンコート、レッ
キスファーケープ

￥5,000（税込）
10個￥10,000（税込）10個

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）

①この福袋1つで小物類がそろっちゃ
います!（￥16,000相当）メンズ バッ
グ1点、ベルト2点、靴下2点合計5点
②セットの中でコーディネートが完
成!（￥14,000相当）メンズ Yシャツ
3枚とネクタイ2本合計5点
③今季人気のカラーをそろえました!
（￥13,200相当）レディース ブラウス
2点とカットソー2点合計4点

スーツセレクト アウトレット（885区画）

1/1（月）～3（水）の期間中5～10点自由に選べて
「60％OFF」5～10点のお買い上げでご利用が可
能です。※一部除外品あり

当店平常価格より
60％OFFになる福袋

各日先着100名様
（計300名様）

ギャップ アウトレット（130区画）

￥10,800（税込）

①50個
②30個全部見せ

福袋

staub（ストウブ）の中でも人気のGOHAN Mサイズ（2合炊き）グレー
￥20,520とラウンド20cm（2～3人用）グレー￥28,080の2点セット
￥48,600が税込ポッキリ価格の￥25,000で登場!

￥25,000（税込）

5個

ツヴィリング J.A. ヘンケルス/
ストウブ（855区画）

一部見せ
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一部見せ
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①

② ③

①￥9,000＋税/5個
②￥5,000＋税/35個
③￥5,000＋税/5個

②レディース4点
￥20,000相当の商
品内容

①メンズ4点
￥20,000相当の
商品内容

￥5,400（税込）

①40個
②60個

ベーセーストック
（1070区画）

ペット用①②ペット衣類福袋（男女4S～S/各サイズあり
ます）③犬用ペットフード福袋④猫用ペットフード福袋/
その他雑貨福袋①野イチゴおままごと福袋②うさもも
ドール福袋③うさもも雑貨福袋④しろたん雑貨福袋

ペットパラダイス
（1320区画）

ペット用福袋
①￥5,400（税込）/37個
②￥4,212（税込）/18個
③￥1,080（税込）/40個
④￥1,080（税込）/12個
その他雑貨福袋
①10,800（税込）/5個
②￥5,400（税込）/12個
③￥3,240（税込）/12個
④￥3,240（税込）/16個

￥2,160（税込）

100個

ドッグボンド（1325区画）

総額￥5,000相当の商品が福袋価格でご購入できます。しかもこれから
必要となる防水スプレーや消臭スプレーなど普段ご購入頂くよりも絶
対お買得です!!AMEDAS防水スプレー大1本（420ml）、消臭スプレー2
本、当店商品券￥2,000分をご用意

￥2,160（税込）

50個

①￥50,000（税込）

5個

①￥10,000（税込）30個
②￥5,000（税込）

③￥3,000（税込）

70個（黒）

100個
（黄：50、紺：50）

②￥15,000（税込）
20個

シューコレクション
（1520区画）

全て無添加。千歳の工場で手作りされたオリジナル犬のおやつです。定価
￥6,000相当の7種類のオリジナルおやつがSIZUKA のロゴ入りコットン
バッグに入った特別セット!
※商品内容は写真と異なる場合がございます。

アウターは必ず
1点入っててどれも
着回しやすい!レディース/アウター1点、カット

ソー2点、ソックス1点計4点

アウター1点、カットソー2点、トップ
ス1点、シャツ1点、ソックス1点計6点

レディース
￥5,000（税込）/30個

メンズ
￥10,000（税込）/30個

アーバン リサーチ
ウェアハウス
（1570区画）

各種サイズも丁度良く、新生活準備にもお薦
めです。両手鍋・片手鍋フライパンなど人気シ
リーズのお買い得セット（オール熱源対応）

ナカオ クッキングッズ
（1630区画）

全部見せ
福袋

※個数は変更になる場合がございます。※なくなり次第終了となります。



ニット、カットソー、アウター、
小物等計4点￥40,000相当
の商品内容

ユナイテッド カラーズ オブ ベネトン

￥10,000（税込）

4個

トレーニングウェアや普段使
いのできるアイテムが入ってい
ます！ブランドはデサントとル
コックスポルティフです。

（ナイガイ）メンズ・レディース
福袋をご用意しております。

3シーズン着用出来る衣類品が入って
います。①ミキハウス男の子90～
140cm/女の子90～130cm②ダブル
ビー男の子90～140cm/女の子90～
130cm③ミキハウス男の子80～
140cm/女の子80～130cm④ダブル
ビー男の子80～140cm/女の子80～
130cm⑤ホットビスケッツ男の子、女
の子90～120cmその他各種あり

春先に着用できる衣料品が
入っています。F.O.KID'S男
の子、女の子90～140cmを
ご用意

①大人な全身コーディネートが出来る内
容の５点ニットソー、ニット、カーデ、ボト
ム系５点（９号、11号計11個）②甘めな全
身コーディネートが出来る内容の５点ブ
ラウス、ニット、ボトム計５点（９号のみ）
③ダウンも入った着まわしできる内容の
３点ダウン、ニットの計３点（９号のみ）

メンズ①4点￥39,700～￥44,500
相当の商品内容②4点￥45,000以上
の商品内容
レディース①8点￥31,000以上の商
品内容②7点￥35,000以上の商品内
容③￥25,000以上の商品内容

お好きな物3点まで50％
OFF（1点のみの購入も可）

①プロテカエキノックスライト（日本製
キャリーケース）、DARWINリュック、
DARWINトートBAG、DARWIN合皮トー
トBAG、DARWIN BodyBAG計5点②プ
ロナード（前あき機内もち込みサイズキャ
リーケース）、DARWINリュック、
DARWINトートBAG、DARWIN合皮トー
トBAG計4点

￥100,000以上相当の商品
内容。インポートブランド商品
詰め合わせ

￥70,000～80,000相当の商品内
容。アウターを含む4点（ニット、シャ
ツ、パンツ、カットソー、ストールなど）
メンズ、レディース各種ご用意

通常価格合計￥30,000（税
抜）以上の商品が入って
￥10,800（税込）

アウトドア商品、合計￥35,000（税
抜）以上の商品が￥10,800（税込）

トドラーセットは2～3才頃のお子様が対象
です。どちらも￥7,000以上の商品が入って
います。購入の際、中身を確認できます。

①メンズEDWINブランドが計10点入った贅
沢な福箱。アウターは大人気のMA-1タイプ。
②③キッズボーイズ・ガールズのトータル
コーディネートが楽しめるキッズ福箱。サイ
ズ100～160cm

￥10,800（税込）

メンズ・レディース

各30個
￥10,800（税込）

30～40個
￥10,800（税込）

￥7,560（税込）

21個

ウィメンズ
①32,400円（税込）
②54,000円（税込）

数量限定

¥10,800（税込）

45個

10個
￥10,800（税込）

３点まで50％OFF
になる福袋

先着10名様

26個

ジュリエ アウトレット クラブ アドルフォ・ドミンゲス

￥10,800（税込）

￥3,000（税込）

①メンズ/15個
②レディース/5個

①トドラーセット/15個
②ベビーセット/15個　

￥5,400（税込）
M32個 L32個

①￥30,000（税込）/2個
②￥10,000（税込）/10個

①￥10,000（税込）
/メンズ26個
②③￥5,000（税込）
/キッズボーイズ18個
キッズガールズ13個

￥21,600（税込）/①16個②17個
￥10,800（税込）/③57個④75個⑤40個

対象商品の中からデザイン・
色・サイズが選べます。ブラ・
ショーツセット2点+ルーム
ウェア1点

カッパ エドウイン

マウンテンハードウェアコーチ

メンズ
①32,400円（税込）
②54,000円（税込）

数量限定

コーチ・メンズボーネルンド セレンディピティストア

フェニックス トリンプファクトリ－ アウトレット アウトレット シャツ ファクトリー

ニコル

①INED/9号6個・11号5個
②ef-de-A/5個③ef-de-B/3個
※数量限定

メンズ①￥10,000（税込）/40個
　　　②￥10,000（税込）/5個
レディース①￥5,400（税込）/25個
　　　　　②￥5,400（税込）/12個
　　　　　③￥3,240（税込）/10個

①￥30,000（税込）/5個
②￥20,000（税込）/4個
③￥10,800（税込）/
メンズ30個・レディース5個

イネド
ソックスインナーズほわいと.あっぷる F.O.International キッズショップ ほわいと.あっぷる

デサント アウトレットストア

￥3,250（税込）

70個
ショルダーバック、本革小銭入、
パピーぬいぐるみ、ソックス2点、
他3点の合計8点の商品内容

ハッシュパピー

トラリウム

①レディースMサイズ②メンズM・L・
XLの3サイズ（アウターを含むトップ
ス～ボトムスまで5～7点￥40,000相
当の商品内容）

￥10,800（税込）
ジェイフェリー アウトレットセレクト

①レディース/15個
②メンズ/25個　

￥2,000（税込）
①40個 ②50個

セルレ

①基礎スキンケアがしっかりできるスキン
ケア福袋定価より82％OFF!!（定価
￥11,254）スキンケア福袋（化粧品、オール
インワンジェル、目元美容液、水素パック、洗
顔フォーム）②フルメイクができちゃうメイ
ク福袋!定価より75％OFF!!(定価￥8,082)
メイク福袋（ファンデーション、アイライ
ナー、チーク、アイシャドウ、リップなど）

105
区画

150
区画

235
区画

600A
区画

820
区画

605
区画

860
区画

865
区画

895
区画

1000
区画

1060
区画

1120
区画

720
区画

740
区画

750
区画

765
区画

815
区画

255
区画

415
区画

420
区画

505
区画

515
区画

560
区画

115
区画

201
区画

215
区画

225
区画

120
区画

①メンズS～XLサイズ
②レディースS～Lサイズ
詳細はスタッフまでご確認ください。

￥10,800（税込）
①メンズ/30個
②レディース/10個　

①メンズ/10個
②レディース/10個　

コロンビアスポ－ツウェア
アウトレット

クレアーズ

毎年大人気クレアーズ￥1,000の
福袋です。数量限定ですのでお早
めにお越しください。年代別に3
種類をご用意しています。

￥1,000（税込）

130個

①￥20,000相当、②￥10,000相当、③
￥5,000相当のアイテムが入っていま
す。（いずれも80％OFF後からの金額。
国内ブランド6点入り（UNTITLED、
OZOC、3can4on、TAKEO KIKUCHI
他）のMIX福袋。何が入っているかは来
店してからのお楽しみ!

①￥5,400（税込）/5個
②￥２,160（税込）/20個
③￥1,080（税込）/25個

ゼット ファクトリー セカンド レーベル

3月までの期間中に全店で使える
￥1,000OFFチケットを10の1の確
率で封入!!新年の運だめしにもおス
スメです。旅先で使えるリラックスア
イテムが入った「TRAVEL」と、家族や
友人が集まってパーティが楽しくす
る「PARTY」の2種類をご用意

￥5,000（税込）

128個

フラン フラン バザ－

①￥30,000相当②￥15,000相当③
￥10,000相当の商品内容。マライカポイ
ント引き換え券が必ず入っているので、引
き換え期間中にポイントをマライカカー
ドに入れていただければ今後のお買い物
時に大変お得になります。

①￥10,000（税込）/6個
②￥5,000（税込）/8個
③￥3,000（税込）/13個

マライカ

人気の帽子が5個入ってい
ます。

￥3,240（税込）

帽子屋 アウトレット

￥10,000（税込）

30個
VANSアパレル￥30,000相当の商品
内容。コーチジャケット、パーカー、T
シャツ等人気アイテムが入っています!
詳細はスタッフまでご確認ください。

エービーシーマート アウトレット

￥2,018（税込）

50個
ハズレなしの超お得セット。人気
お菓子、おつまみ詰め合わせ

北海道新発見ファクトリー

￥50,000～60,000相当の
商品内容

￥10,000（税抜）

30個

ミツミネ

①￥86,400相当の商品詰め
合わせ②￥39,960相当の商
品詰め合わせ③￥17,280相
当の商品詰め合わせ

①￥21,600（税込）
②￥10,800（税込）
③￥5,400（税込）

シルバニアファミリー 森のお家

￥100,000相当の商品内容

￥10,800（税込）

50個

シェルター/マウジー

今すぐ使えるものから春に着れるもの
までをミックス!!
Bershka&stradivariusミックスのお
得な福袋10点入り

￥500（税込）

100個

ゼット ファクトリー

この1袋でコーディネートが完成します!!①ボアボ
ンディングブルゾン、ローズプリント裏毛プルオー
バー、先染めストライプシャツ、細コーデュロイパン
ツ￥50,000相当4点が1セット②女の子：2色リボ
ンワンピース、ボアマフラー、リボンラシュータート
ル、ハートフリルダウン計4点/男の子：1色ダイナ
ソーパーカー、ダイナソーカットソー、星刺繍パンツ、
Hイニシャルブルゾン計4点90～130㎝をご用意

￥10,800（税込）
ハッカ

①レディース/20個
②キッズ/50個

1140
区画

1150
区画

1160
区画

1435
区画

1440
区画

1540
区画

1600
区画

①snow上下セット、グローブ、アクセ
サリー②ジャケット、バッグ、パンツ
等、グローブ、アクセサリー③メンズ、
レディースともにS～Lサイズをご用意

※個数は変更になる場合がございます。※なくなり次第終了となります。


