
ポイント2倍DAY！
バーゲンスタート

3日間は
6月29日（金） 30日（土） 7

月1日（日）

※キャンペーンページはエントリー開始日から開設されます。※上記の両キャンペーンは同時にご参加いただけます。※キャンペーンの参加にはWEB 登録とメルマガの受け取りが必要となります。※付与されるポイントは、期間限定ポイントとなります。

6. 29Fri .6. 29Fri .

 7. 31Tue. 7. 31Tue.

〈エントリー開始日〉

期間：

期間中、ご利用金額に応じて、
最大2,000ポイントがもらえる！

WEBエントリーの上、
期間中 5,400 円（税込）
以上購入で、もれなく
500ポイントプレゼント！

友だち登録で
新しくなったシャポー船橋の
お得な情報をGET!



L a d y ’ s  F a s h i o n

G o o d s & O t h e r

ブルー ブルーエ…1F

50～20%OFF
※一部除外品あり

アース ミュージック&エコロジー
プレミアムストア…B1F

50～20%OFF
※一部除外品あり

ワン アフター アナザー
ナイスクラップ…1F

70～30%OFF
※一部除外品あり

ル・ベール…1F

50～10%OFF
※一部除外品あり

ファビュラス アンジェラ…1F

50～20%OFF
※一部除外品あり

ハートダンス…1F

40～20%OFF
※一部除外品あり

テチチ…1F

70～30%OFF
※一部除外品あり

コラージュ ガリャルダ
ガランテ…1F

50～30%OFF
※一部除外品あり

カプリシュ レマージュ…1F

70～10%OFF
※一部除外品あり

L a d y ’ s  G o o d s

イア パピヨネ…1F

50～10%OFF
※一部除外品あり

ショップ イン…1F
一部商品のみ

30％OFF

サマンサモスモス
ホームズ…1F

60～30%OFF
※一部除外品あり

エージープラス…B1F

70～30%OFF

コクーニスト…1F

SALE開催

ゾフ…B1F

5,400円～
1,080円（税込）OFF
※一部除外品あり

キャミート…1F

50～30%OFF
※一部除外品あり

オサジ…1F
夏のお手入れセット
「各4種類の中から自由に選べる
トナー（化粧水）+クレイパック」

通常価格 5,508円（税込）
→4,900円（税込）
※6/29（金）～7/12（木）

ユニクロ…B1F

あつい
夏SALE開催

ランダ…1F

70～10%OFF
※一部除外品あり

※一部除外品あり

スリーコインズ
ウープス！…B1F

50％OFF

● 営業時間

〒273-0005 千葉県船橋市本町 7-1-1  TEL: 047-460-0065

http://shapo.jrtk.jp/funabashi/

シャポー船橋 検索

https://www.facebook.com/
funabashi.sc

ショッピング 10：00～21：00 
スーパー 10：00～23：30 
レストラン 11：00～22：30 

基本   9：00～22：00
その他、早朝深夜営業ショップもあり。

改札外 改札内

【北口駐車場】当日お買上げ合計3,000円以上で1時間
まで無料。
【南口フェイス地下駐車場】当日お買上げ合計3,000円
以上で1時間まで無料。
【船橋駅東駐車場】当日お買上げ合計3,000円以上で
1時間まで無料。

駐車場 駐輪場

※お買上げレシート（複数合算可）と駐車場利用証明書をショップにご提示ください。 ※場所はフロアガイド参照

公式

Facebook

※一部除外品あり

リュテス…B1F

50～10%OFF

エービーシー マート…B1F

SUPER SUMMER
SALE開催

※一部除外品あり

ムジコム…B1F

SALE開催

広告売り出し
期間

全 品 税 込 価 格 で す

ポイント2倍DAY

6月29日（金）・30日（土）・7月1日（日）
6/29 fri ▶7/31 tue

イア パピヨネ…1F
一部定番商品3日間限定10％OFF

チュチュアンナ…B1F
アプリポイント会員様限定 チュチュアンナポイント3倍※6/29（金）
のみ

ゾフ…B1F
メガネ・サングラス2本以上お買い上げでフレーム代金10％OFF

コクミンドラッグ…B1F
自社ポイントカード ポイント10倍

くまざわ書店…B1F
Kポイントカード2倍

Food
二ュー・クイック…1F
長崎県産雲仙クリーンポーク 豚ロース生姜焼き用 100gあたり
213円（税込）※6/29（金）のみ

ローゼンハイム…1F
ショップカード スタンプ2倍

ラ キッシュ…1F
4点お買い上げで、100円引き

和惣菜 みよかわ…1F
うなぎまぶし 通常798円（税込）→750円（税込）
うなぎ蒲焼弁当 通常860円（税込）→800円（税込）

豆狸…1F
いなり5種10個入り詰合せ 通常1,164円（税込）→1,000円
（税込）

船橋屋…1F
1,000円（税込）以上お買い上げで、船橋屋特製メモ帳
プレゼント※6/30（土）・7/1（日）のみ

Fashion
コラージュ ガリャルダ ガランテ…1F　　
自店ポイントカード2倍（セール品除外）

ワン アフター アナザー ナイスクラップ…1F
2点以上お買い上げでセール価格からさらに10％OFF

ル・ベール…1F
2点以上お買い上げで10％OFF

蔦美…1F
通常価格 540円（税込）以上の商品10％OFF

ハニーズ…B1F
2点以上お買い上げで全品10％OFF

Goods
オルビス・ザ・ショップ…1F
JRE POINTカードご利用で3,780円（税込）以上お買い
上げいただくと、フラットポーチをプレゼント
※数量限定

キャミート…1F
自店スタンプカード スタンプ2倍
 
ショップ イン…1F
TDポイント5倍

ブルー ブルーエ…1F
アクセサリー・時計10％OFF（セール品除外）

サマンサタバサプチチョイス…1F
ハッピーバッグ 10,800円（税込）サイフとパスケース・キーケース・
雑貨など2～3点、28,000円相当※なくなり次第終了

ハートダンス…1F
お買い上げごとに自店ポイント300Pプレゼント※6/29（金）
・6/30（土）のみ

銀座コージーコーナー…1F
人気のケーキ6品10％OFF

菓子工房アントレ…1F
1,500円（税込）以上お買い上げで、ペーパーナプキン
プレゼント

ダロワイヨ…1F
千葉県産紅あずまいもマカロン詰合せ1,200円（税込）
お買い上げで、マカロン1個プレゼント

Restaurant&Cafe
ムンバイ エクスプレス…1F
セットドリンク 通常216円（税込）→108円（税込）

カフェ&デリ プラチナベジ…1F
サラダとフルセットをご注文のお客さまにサラダトッピング
1品無料サービス

マザー牧場バル…3F
17:00以降ディナータイム限定
JRE POINT  カードご提示でご本人様に限り生ビール（グラス）
通常432円（税込）を1杯サービス※20歳以上、フード
メニューご注文のお客さまに限ります

JRE POINT 2倍デー ショップ特典 6月29日（金）・30日（土）・7月1日（日） 

※他のイベント･クーポンの併用はできません

※一部除外品あり

ドゥ アルシーヴ…1F

50～20%OFF

ハニーズ…B1F
一部商品のみ

30～20%OFF
※一部均一価格あり

チュチュアンナ…B1F
一部商品のみ

40%OFF
ブラとショーツのセット

1,080円（税込）～

ハッピーバッグ
（ブラ＆ショーツ3セット入り）

2,700円（税込）～
4,104円（税込）

蔦美…1F

※数量限定発売

一部商品のみ

50～20%OFF

きものやまと…B1F
ゆかた一部商品のみ

70～50%OFF
ゆかた全品

20%OFF

サマンサタバサ 
プチチョイス…1F
一部商品のみ

30%OFF

2時間まで無料、その後
【A】5時間ごとに100円
【B】3時間30分ごとに
100円
【C】12時間ごとに100円
の3箇所あり。


