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※ 一 部期間の異なる店舗がございます。

せいせき専門店

A館

マジックミシン
〈洋服のお直し〉
---------

お直し代 5%0FF

※オーダー（入園・入学グッズなど）、カバン、
毛皮、かけはぎ、革の修理は対象外となります。

B館

リンツ ショコラ ブティック
〈チョコレート）

-------------------· 

聖蹟桜ヶ丘店1 周年記念

THANKS BAG 

限定50個 3,240円
※なくなり次第終了となります。

久世福商店
〈グロサリー〉

---------· 
・ 万能だし25包入り数量限定1,620円

※なくなり次第終了となります。
•3/19（金）、20（土・祝）、21（日）

3日間限定
35周年記念福袋 2種

各日数量限定各1,800円
※お一人様各2個まで購入可。
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カルディ コー ヒーファーム
〈コーヒー豆・輸入食品〉

・オリジナルベトナムコーヒー

(20gX10袋）378円
・オリジナル コーヒースティックパイ 278円

アデュー トリステス
〈レディス〉

·--------------
~3/14（日） 一部商品10%0FF

ハートダンス
（アクセサリー〉
---------

ハートダンス メンバーズカード
ポイント3倍

ラシット
〈パッグ〉
------

22,000円以上お買い上げのお客様
先着30名様「スリッパ」プレゼント

ミルフローラ
〈ジュエリー〉

----------

期間中店頭にてモバイル会員登録を
していただいた方

先着30名様
「スワロフスキー入りポールペン」プレゼント

きものやまと
〈呉服〉----------

・春物夏物先取りゆかた、単衣、夏きもの
10%OFF 

•お振袖（ご購入、レンタル、ママ振り）
110,000円以上のご成約で11,000円OFF

フィットフィット
〈レディスシューズ〉

------------------------

全品10%0FF ※セール商品除く。

テチチ／ルノンキュール
〈レディス〉

·---------------- 、

5,000円以上お買い上げのお客様
「オリジナルエコバッグ」プレゼント

※なくなり次第終了となります。

オペークドット クリップ
〈レディス）

一部商品スペシャルプライス 999円（税抜）～

ミスタ ーミニット
〈靴修理・合鍵）

----------------------------- -

ミスターミニット スタンプカード スタンプ2倍

ハウス オブ ローゼ
〈化粧品〉

--------------------------

アニバーサリー数量限定商品
「ポディソープホワイトローズの香り」

1,430円
「オードトワレホワイトローズの香り」

1,980円

ファンケル
〈化粧品〉

--------------------------

10,000円以上お買い上げのお客様
「次回のお買物で使える500ポイントクーポン」

プレゼント

アン レクレ
〈レディス〉

----------------------

アニバーサリー限定商品販売

アズノゥアズドゥバスぐ

〈レディス〉------------------------------
·8,800円以上お買い上げのお客様

「ノベルティ」プレゼント
※なくなり次第終了となります。

·22,000円以上お買い上げのお客様
AS KNOW ASポイントカード

ダブルポイント

ラフィネ
〈リラクゼーションサロン〉

----------------------------

•新規のお客様40分以上のご利用で
10%0FF 

・期間限定復活「ネックドレナージュ」

美容室イレブンカット
〈美容室〉

----------------
3/11（木）～31（水）
持込カラー1,650円

持込カラー・カット3,300円

サクラヤ フォ ー ミー

〈化粧品〉
----------------

3,300円以上お買い上げのお客様
「コスメポーチ」プレゼント
※なくなり次第終了となります。

ゾフ
〈メガネ〉
-----

一部商品スペシャルプライス

エリフェ
〈レディス〉
·------

数量限定お買い得セット販売

靴下屋
〈服飾雑貨〉
-------·

【第一弾】 3/11（木）～17（水）
京王パスポートカ ードご提示で

プロパー 商品3点以上お買い上げで
10%0FF ※一部対象外商品あり。
【第二弾】 3/18（木）～3/24（水）
Tabioアプリカ ード ポイント2倍

シャルロット by ABC-MART
〈レディスシューズ・雑貨〉

. - - - - - - - - - - ，

パンプスおまとめ買い 20%0FF

※一部対象外商品あり。
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今だけのチャノ―ー 文をお見逃しな('

アース ミュージック＆エコロジ一

ナチュラルストア
〈レディス〉

-----------------------

2点以上お買い上げでさらに10%0FF

※一部対象外商品あり。

スプレイ プレミ アム
〈レディス）

------------

全品10%0FF

リュテス
〈バッグ〉------

2,000円以上お買い上げのお客様
先着100名様

「ふんわりアニマルタオルハンカチ」
プレゼント

※なくなり次第終了となります。

ネイルクイック
〈ネイル〉

-------

手・足同時施術のお客様
「アミノモイストグローブ」プレゼント

ブルーブルーエ
〈雇飾•生活雑貨〉

·------------------

3/15（月）ブルーブルーエ
アプリポイント2倍

■表示価格には特別に記載がない限り、消費税が含まれております。 ■対象商品が無くなり次第終了となる店舗がございます。

ルーム＆ルーム
〈寝具・タオル〉

- - - - ，

・ 「room&room•西川健康敷ふとん」
期間中のお買い上げで特典あり

・店内商品10%0FF

※一部対象外商品あり。

ジーナシス
〈レディス〉--------

一部商品スペシャルプライス

ライトオン
〈ファミリーファッション〉
-------------

数量限定
*EDWINサムシング＊キッズボトム

1,089円（サイズ110·130·150)

ムラサキスポーツ
（スポーツファッション＆グッズ〉

5,000円以上お買い上げのお客様
先着20名様

「オリジナルビーチタオル」プレゼント
※なくなり次第終了となります。

Dr．ストレッチ
〈リラクゼーションサロン〉

------------------------

半額キャンペーン！！
80分コース11,000円→5,500円

DHC 直営店
〈化粧品〉

----------

3,500円以上お買い上げのお客様
先着100名様に

「マスクケース」プレゼント
※お買い上げ金額は各種割引後の金額です。
※DHC会員様限定となります。（当日入会可）

※なくなり次第終了となります。

ユニクロ
〈カジュアル衣料〉
-----------

SALE開催中！
お買い得商品多数ご用意。

保険相談サロン F.L.P
〈保険〉

------------------

初回ご相談のお客様
「グルメチケット550円分」プレゼント

C 館

カラダファクトリー

〈リラクゼーションサロン〉

新規のお客様
整体骨盤60分コース

8,580円►［平日・祝］ 3,500円
［土日］ 3,980円

スポーツクラブNAS聖蹟桜ヶ丘
〈スポーツクラブ〉

------------------------

期間中ご入会いただいたお客様
3月、4月の月会費0円

※別途、入会事務手数料3,300円が
必要となります。

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター

www.keio-sc.jp 
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