あったかアイテム

暖かいお部屋で、
さあパーティの始まりだ！

おうちで

パーティ派

324 円～1,080 円

お出かけで

おうちで暖く過ごすアイテムや外
出用防寒グッズがたくさんライ
ナップ。
プレゼントにもおすすめ。

クリスマス
パッチカット
クロス

お食事派

270 円

クリスマス柄のカットクロスでかわい
い小物を作ってお家に飾ろう！
！
3F

1F

雑貨

シチズン xC

illusie30 0 TEL:0798-42-7118

（EC1165-51W）

手芸

1F

B2F

スマホケースお買い上げの
お客様に
下記いずれかの商品をプレゼント
・ガラスフィルム（2,052円税込）
・キーホルダー(540円税込)

スーパーマーケット

イオンスタイルTEL:0798-45-0077

タブ レット
QUAtab PX

B1F

B1F

メンズ ラッセルニットジャケット 20％
OFF

10,800 円
指を1本１本包んでぎゅーっと
揉みほぐしマッサージ。
じんわりあったかヒーターで
指先までポカポカ！

雑貨・アクセサリー

ソレイユ

B1F

携帯電話・携帯電話アクセサリー

①クリスマス グリーティングカード

au専売店 TEL:0798-46-3434

グレーとネイビーの２色。
サイズXS～XLまでご用意。
ジーンズやスラックスとの相性ピッタリ！ジャケット
割を実施中。
レジにて20%OFFでご提供致します。

ハンドケア

TEL:0798-81-5572

大人気8.0インチタブレットが毎月2,010円～ご
利用いただけます。
クリスマス、冬休みに向けて
ゲームやyoutubeを楽しまれてはいかがですか？

1F

TEL:0798-61-5152

辛味チキン299円

TEL:0798-78-2263

お子様でもおいしく食べていただける程よい辛
さの人気メニューです。
お酒のお供にもどうぞ。

ハピンズ

定価より30%OFF

種類豊富なクリスマスカードご用意しております。

三輪車funny3

③絵柄付年賀状

3,979円

種類豊富に取り揃えてます。
※年賀状印刷当日仕上がりも承り中

軽量コンパクトでシンプルなデザイ
ン！スポンジタイヤで快適走行。
大型サ
ドルだから安心感のある乗り心地。

家族みんな集まれ、
さあ、
遊ぼう！
！
家電量販店

コジマ×ビックカメラ

B1F

TEL:0798-45-5252

②

フォトプリントショップ

PALETTE PLAZA

B1F

TEL:0798-56-9750

！
レい い ね 年末年始の準備も万端！ヒット商品 & サービス
コ
2F

12/15～12/25＆12/28～1/5 Kポイント５倍

4,980円

12月です！来年の準備はお済みですか？カレンダー、
手帳、
家計簿等
ご用意してお待ちしております。

まつ毛エクステ

ビューティーアイラッシュ
TEL:0798-56-9887

B1F

マキタ充電式クリーナ ホワイト

ホームセンター

ハウスデコ

2F

TEL:0798-44-4811

見逃せない！ 12月のイベント
郵政お年玉付年賀ハガキパック
５枚入り
１色・２色 490円

年賀状 カラー
3F

510円

印章

京都インバン TEL:0798-61-5786

グランドメニューが新しくなりました！
名物餃子鍋
（690円）
がおすすめ。
その他、白湯餃子鍋690円・坦々餃子鍋
890円・味噌餃子鍋720円など新しいメ
ニューがいろいろ。ぜひご賞味ください。
1F

中華

くまざわ書店 TEL:0798-４９-4020

ベビー・子ども服・用品
西松屋 TEL:0798-46-5480

ハーフラバー
レディス(両足) 1,590円 ～ メンズ(両足)1,990円～
クツの底の前半分にゴムを貼るお修理です！
ゴムを貼ることで底を補強でき、滑り止めに
もなります。新しくご購入されたクツはもち
ろん、
これからもっと長く履きたいクツに最
適です！お待ち時間15分～！年末年始にいか
がでしょうか？

今年もあとわずか！カラーをしてキレイに年末年始を迎えましょう。
予約枠をいつもより広げてスタッフ一同心よりお待ちしております♪

これ一台で快適お掃除！
！
1F

書店

根元染め2,160円

CL107FDSHW

13,824円

サイゼリヤ TEL:0798-44-3933

5枚組550円～

32,368 円

上まつげ オフなし120本

イタリアン

クリスマスプレゼントに最適！
！
木製立体パズルです。

Nintendo Switch
ネオンブルー/ネオンレッド

お

3F

①

2,808円～

3F

ファミリーファッション・生活雑貨

マックスハウススーパーストア

インテリア雑貨・生活雑貨

②今年話題の
「ロボタイム」

も
トに
ン
ゼ
プレすすめ！

時計販売・修理

ウオッチタウン TEL:0798-24-0310

10,692円→ 8,553円

(一部商品・特価商品を除く)

月額2,010 円～

67,392円

クリスマスのお出かけには、
日本の女性に一番選ばれ
ているブランド、
シチズン x C！プレゼントにも最適。

手芸センター
GRANDドリーム TEL:0798-31-0153

パーティにもぴったりの
各種クリスマスケーキ予約受付中！
12月18日（火）
まで

いつもより少し
はなやかな装いで
クリスマスの街へお出かけ！

大阪王将 TEL:0798-78-2177

ヘアカラー・美容

ビューティーカラープラス TEL:0120-069-076

人気講師中村維子さんによるカラーコーディネート
診断料540 円
（税込）
化粧品・エステ

HAPPY X ma sフェア12月25日(火)まで

振袖クリスマスフェア
振袖105,840円
数量限定！早い者勝ち！フルレン
タルセット&前撮り付きです。
振袖・袴レンタルショップ

FURISODE efy

TEL:0798-56-8697

牛すき鍋膳
並690円

メガネ50～10％OFF
さらに HAPP Y割引・ペア割・学割・処方箋割５％OFF
1F

プリンセスプラス TEL:0798-81-4649

2F

靴修理・合鍵

クツショウテン TEL:0798-31-7774

& キャンペーン

12月15日(土)人気講師があなたにピッ
タリ似合う色を診断&メーキャップ！！

1F

2F

熱々の鍋を
ご賞味ください。

メガネ・補聴器・コンタクトレンズ

コミュニティツダTEL:0798-49-1911
にしのみやコンタクトTEL:0798-44-3751

七五三後撮りキャンペーン
今なら平日・土日いつでも
撮影料0円！
！
12大特典付きです。

1F

クリスマスツリー
登場 ※イラストはイメージです。

12月より店内にツリー登場。
写真も撮れます。
SNS発信はいかが？

※写真代は別途必要です。

2F

フォトスタジオ

photo ef y TEL:0798-56-8696

どんぶり・定食

B1F

大型室内公園

ピュアハートキッズランド
TEL:0798-48-8692

※掲載の価格は
（税抜）
と表記しているものを除き、全て税込価格です。 ※一部除外品もございます。 ※商品がなくなり次第終了させていただく場合がございます。 ※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。 ※写真は全てイメージです。

