
※表示価格は一部を除き消費税抜きの参考価格です。同一商品でも、各ショップ店内やB1F たべるばでのご飲食とテイクアウトで消費税率が異なる商品がございます。※営業時間は店舗に
より異なる場合がございます。※休館日／元日・それ以外に1日（予定）※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容は変更になる場合がございます。予めご了承くださ
い。※掲載の商品写真は撮影したイメージ写真です。掲載商品の色は、印刷のため実際の商品と異なる場合がございます。

〒272-0034 千葉県市川市市川1-1-1　
TEL：047-324-8611  https://shapo.jrtk.jp/ichikawa/

シャポー市川
ホームページ

［ショッピング］10：00～21：00
［レストラン］平日・土曜日 11：00～22：30／日曜日・祝日 11：00～22：00

LINEの友だち
登録はこちら

I n formati on

JRE POINT会員限定

応募ボックス設置場所 ・B1F みどりのひろば　・1F インフォメーション前　・1F みずのひろば

※JRE POINTがご利用いただけないショップは、本キャンペーン対象外とさせていただきます。※金額に関わらず700円以上のお買い上げでスタンプ1個の進呈となります。※応募用紙は数に限り
がございますので、配布はなくなり次第終了させていただきます。※当選の発表は賞品または当選通知の発送をもって代えさせていただきます。※A賞・B賞は賞品を10月上旬頃発送いたします。
C賞・D賞はご当選はがきを10月上旬に発送いたしますので、ご当選の方はシャポー市川のゴディバ、珈琲所 コメダ珈琲店にご当選はがきをご持参いただき、賞品とお引替えください。

1F・B1F各フロアでお買い物をして、
くらしにうれしいプレゼントをゲットしよう！

2名様A賞

33名様D賞

Dyson Digital 
Slim Fluffy+（SV18 FF COM）

バルミューダ 
スチームトースター

5名様B賞

BALMUDA The Toaster（ホワイト）

10名様C賞

ゴディバ
グランプラス（30粒入）

珈琲所 コメダ珈琲店
コーヒーチケット（コーヒー7杯分）

期間中、JRE POINTカードをご提示のうえ、1会計700円（税込）以上お買い上げいただくと、
応募用紙にスタンプを1個進呈。1F･B1F各フロアで1個ずつ（計2個）のスタンプが貯まった
応募用紙を、館内の応募ボックスにご投函いただいた方に、抽選で人気家電などをプレゼント！

ダイソン 
コードレス掃除機

アニバーサリー の感謝を
込めた

スペシャルな情 報が満
載！

9/11（金）
9/27（日）

JRE POINT
2倍DAY開催！
9/12（土） 9/19（土）
9/26（土）

ANNIVERSARY
HAPPY 



An n i v e rsary Speci al

【プレゼント】
￥10,000（税抜）以上お買い上げの先着20名様に
便利なポータブルバッグをプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）］
【スペシャルプライス】
PT900ダイヤモンドピアス（0.10ct） ￥4,980（税抜）／
パールピアス（サージカルステンレスポスト） ￥1,280（税抜）／
PT850・PT900ダイヤモンドネックレス（0.30ct） ￥39,800（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

ベリテ
1F／tel.047-326-6497［ジュエリー］

プレゼント

【ハッピーバッグ】
お楽しみBag ￥2,728（税抜）
［9/11（金）～／40個限定／
なくなり次第終了］

アフタヌーンティー・リビング
1F／tel.047-312-6635
［インテリア・生活雑貨］

プレゼント

プレゼント

ハッピー
バッグ

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

プレゼント

プレゼント

ハッピー
バッグ

【プレゼント】
￥1,000（税込）以上お買い上げの各日先着
50名様にトゥルードゥーのロゴ入りエコバッグ
をプレゼント［9/11（金）～9/17（木）］

台所屋雑貨店
B1F／tel.047-702-9880
［キッチン雑貨］
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LIFE  STYLE おトクも！ハッピーも！サプライズも！
とびっきり「うれしい」がいろいろ！

0201

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

【スペシャルプライス】
店内一部商品 50～30％OFF
［9/11（金）～／なくなり次第終了］

サマンサモスモス（エスエムツー）
1F／tel.047-326-3087［レディスウェア］

【スペシャルプライス】
フェミニンスタンド2wayブラウス 
￥2,990（税抜）→￥1,495（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

アース ミュージック&エコロジー 
プレミアムストア
1F／tel.047-316-2355［レディスウェア］

【スペシャルプライス】
2点以上お買い上げで、セール品がさらに
20％OFF［9/11（金）～9/27（日）］

ビージップ
1F／tel.047-320-0251［レディスウェア］

【ショップフェア】
CLaSOの本リーフレットご持参で、
即日使える「￥1,000（税抜）クーポン」と
お引き換え［9/11（金）～9/27（日）］

ビースリー
B1F／tel.047-326-3332
［ストレッチパンツ専門店］

【プレゼント】
当店ご利用の各日先着20名様にノベルティをプレゼント
［9/11（金）～9/13（日）］
【スペシャルプライス】
￥3,000（税抜）以上のアパレル・バッグ 10％OFF
［9/19（土）～9/22（火・祝）］

プレミィ・コロミィ/ことりパーティー
1F／tel.047-326-7772［生活雑貨･衣料品］

【ハッピーバッグ】
ハッピーバッグ 各￥10,000（税抜）［9/11（金）～／シャルルジョ
ルダン 10個限定／マンハッタナーズ 20個限定／なくなり次第終了］
【スペシャルプライス】
一部商品 20～10％OFF［9/11（金）～9/27（日）］

リュテス
1F／tel.047-314-1102［バッグ］

【ショップフェア】
GEORGE'Sメンバーズ会員様
限定（新規入会可）！ポイント5倍
［9/18（金）～9/27（日）］

ジョージズ
1F／tel.047-702-8830
［生活雑貨･衣料品］

【ショップフェア】
￥100（税抜）お買い上げごとに、
TDポイントカード 5ポイント進呈
［9/12（土）、9/19（土）、9/26（土）］

ショップイン
1F／tel.047-383-9822［コスメ･雑貨］

【プレゼント】
やわらかハードコンタクトを当店で初めてお買い上げの方にハードコンタ
クトホルダーケース（お一人様1個）をプレゼント［9/11（金）～9/27（日）］

プラザアイコンタクト　B1F／tel.047-326-1295［コンタクト］

【スペシャルプライス】
￥2,500（税込）以上お買い上げ
（食品は対象外）で10％OFF
［9/25（金）～9/27（日）］

マルシェドブルーエプリュス
B1F／tel.047-323-6981［生活雑貨］

【スペシャルプライス】
観葉植物 各種20％OFF［9/11（金）～9/27（日）］

フラワーセンターウチダ
1F／tel.047-326-5501［フラワー］

【プレゼント】
￥5,000（税抜）以上お買い上げで、
ノベルティをプレゼント
［9/18（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

スリーフォータイム
1F／tel.047-314-8424
［アクセサリー・衣料雑貨］

【プレゼント】
アプリ会員様限定！当店ご利用の各日
先着10名様にノベルティをプレゼント
［9/11（金）～13（日）、9/18（金）～20
（日）、9/25（金）～27（日）］

ジンズ
1F／tel.047-329-1560
［メガネ・サングラス］

【プレゼント】
REVLON商品を￥2,400（税抜）以上
お買い上げで、REVLONオリジナルの
トートバッグをプレゼント
［9/11（金）～／なくなり次第終了］

プラザ 1F／tel.047-320-0311［ライフスタイルストア］

【ハッピーバッグ】
Hibiya-kadan Style
オリジナルハッピーバッグ 
￥2,000（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／50個限定］
【プレゼント】
店頭商品￥3,000（税抜）以上お買い上げで、プチ花瓶をプレゼント
［9/18（金）～9/22（火・祝）／数量限定／なくなり次第終了］

ヒビヤカダンスタイル
1F／tel.047-711-1310［フラワー］

【ハッピーバッグ】
文具のお楽しみ袋
￥2,000（税抜） 9個限定／￥3,000（税抜） 
15個限定／￥5,000（税抜） 31個限定
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

ブックファースト
1F／tel.047-326-0202［書籍・文具］

　　　【スペシャルプライス】
　　　ディープチャージ
　　　コラーゲンドリンク
　  （1箱10本） ￥2,084（税抜）
　  ［～9/30（水）］

ファンケル
1F／tel.047-326-7159
［無添加化粧品・メイク・サプリメント］

【プレゼント】
￥2,500（税抜）以上
お買い上げ［3足￥1,000（税抜）含む］で、
ミニメッシュバッグ※をプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

靴下屋
1F／tel.047-706-3366［靴下・ストッキング］

【スペシャルプライス】
前後2way
袖シアーブラウス ￥2,990（税抜）／
ビキモウタッチキャミワンピース 
￥3,490（税抜）［9/11（金）～9/20（日）］

ロペピクニック 1F／tel.047-323-3581［レディスウェア］

【プレゼント】
￥5,000（税抜）以上お買い上げで、
オリジナルエコバッグをプレゼント
［9/11（金）～／なくなり次第終了］

ユニクロ
1F／tel.047-326-0770
［レディス・メンズウェア］

【ショップフェア】
tutuannaアプリ会員様限定
（新規入会可）！tutuanna
アプリポイント3倍
［9/19（土）～9/22（火・祝）］

チュチュアンナ
1F／tel.047-316-0011
［靴下・ランジェリー］

【スペシャルプライス】
ニット ￥4,900（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／100枚限定］

パスピエ
1F／tel.047-326-6010［レディスウェア］

【スペシャルプライス】
イタリア ワイドパンツ 
￥11,700（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

シルバー リーフ
1F／tel.047-325-2838
［レディスウェア］

【プレゼント】
￥10,000（税抜）以上お買い上げで、
オリジナルトートバッグをプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

きものやまと
B1F／tel.047-324-1377
［呉服・和装小物］

※「CLaSOを見た」とお声がけください

プレゼント

【プレゼント】
￥3,000（税抜）以上お買い上げで、
抗菌マスクケースをプレゼント
［9/11（金）～9/15（火）／各日50個限定］

ヤンレイ化粧品
1F／tel.047-326-6003［コスメ］

※色はランダムとなります

【スペシャルプライス】
Vネック ラメニット 
￥8,000（税抜）［9/11（金）～］

エイチ・ビー
1F／tel.047-326-0808［レディスウェア］

【スペシャルプライス】
アクリルフレーム（2L・A4） 20％
OFF［9/11（金）～9/27（日）］

カメラのキタムラ
B1F／tel.047-326-0303［DPE・カメラ］

【プレゼント】
オグラ眼鏡店オリジナルフレーム一式
お買い上げで、眼鏡ふき2枚をプレ
ゼント［9/11（金）～9/27（日）］

オグラ眼鏡店
B1F／tel.047-303-3028［メガネ］

【スペシャルプライス】
一部アクセサリー 50％OFF
［なくなり次第終了］

スリーコインズ
B1F／tel.047-702-9882［生活雑貨］

【プレゼント】
￥5,000（税抜）以上お買い上げで、
ラ・ローゼ バスソープ1個をプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／数量限定］

ハウスオブローゼ
1F／tel.047-323-2525［コスメ･雑貨］

【プレゼント】
お買い上げで￥500（税抜）OFFの
スペシャルクーポンをプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり
次第終了］

ハートダンス
1F／tel.047-303-3630
［アクセサリー・雑貨］

【プレゼント】
￥2,500（税抜）以上お買い上げの先着300名様にキャラクター
シールをプレゼント［9/11（金）～9/27（日）］

キートス　1F／tel.047-374-3302［生活雑貨･衣料品］

【ハッピーバッグ】
フレグランスセット ￥2,500（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／
10個限定／なくなり次第終了］

青山フラワーマーケット
B1F／tel.047-711-3487［フラワー］

ショップ
フェア

ハッピー
バッグ

※クーポンの有効期限は10/31(土)まで

スペシャル
プライス

プレゼント

【プレゼント】
￥1,818（税抜）以上お買い上げの先着100名様に
ステンレスペンホルダーダブルタイプをプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

ムジコム　1F／tel.047-329-1528［生活雑貨･衣料雑貨･食品］

プレゼント



CLaSO      Anniversary 2020

プレゼント

【プレゼント】
￥2,000（税抜）以上ご利用で、オリジナルエコバッグ
プレゼント［9/11（金）～9/13（日）／150個限定］

ポニークリーニング
B1F／tel.047-324-3551［クリーニング］

【プレゼント】
￥1,000（税抜）以上お買い上げで、
ひょうちゃんミニタオルをプレゼント！
［9/11（金）～9/27（日）／各日先着20名様］

崎陽軒
B1F／tel.047-322-2838［シウマイ・弁当］

【スペシャルプライス】
国産豚のレバーカツ
1枚 ￥134（税抜）→￥112（税抜）
［9/11（金）～9/13（日）］

イーション
B1F／tel.047-712-5310
［惣菜･弁当］

ハッピー
バッグ

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

ショップ
フェア

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

An n i v e rsary Speci al
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【スペシャルプライス】
はんこ2本以上のセットで合計価格から20%OFF
※割引対象は彫刻を行う印材に限る［9/11（金）～9/27（日）］
【プレゼント】
カバン修理、靴・カバンのクリーニング￥10,000（税抜）以上
のご利用で、10%OFFになるご優待券をプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

ミスターミニット　1F／tel.047-326-5558［鍵・靴修理］

【プレゼント】
チョイスコース100分以上でハーブティ1袋をプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）
お一人様1回限り／数量限定／なくなり次第終了］

ラフィネ　B1F／tel.047-316-2773［リラクゼーション］
【プレゼント】
この冊子をご持参のうえ、当店をご利用いただいた方
にノベルティをプレゼント［9/11（金）～9/27（日）／
100個限定／なくなり次第終了］

QBハウス　B1F／tel.0120-585-919［ヘアカット］

【プレゼント】
カレーをご注文で、プラス￥91
（税抜）のセットドリンクが無料
［9/11（金）～9/27（日）］

タイムイズカリー
1F／tel.047-318-2600［カレー］

【スペシャルプライス】
ちよ折・すみれ
￥690（税抜）→￥640（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

ちよだ鮨
1F／tel.047-322-4100［寿司］

【プレゼント】
￥1,500（税抜）以上お買い上げで、「クッキー
orようかん」、￥2,000（税抜）以上お買い上げ
で、「ハンカチorパスケース」をプレゼント
［9/19（土）～9/22（火・祝）／なくなり次第終了］

珈琲所 コメダ珈琲店
1F／tel.047-323-0011［カフェ］

【プレゼント】
アイスコーヒーリキッドを
3本以上お買い上げで、
ドリップパックを1つプレゼント
（アイスティー・ココア・
ロイヤルミルクティーを含む）
［9/11（金）～9/27（日）
数量限定／なくなり次第終了］

ドトールコーヒーショップ
1F／tel.047-711-2181［カフェ］

【スペシャルプライス】
パンオメロン
￥167（税抜）→￥120（税抜）
［9/11（金）～9/22（火・祝）］

デリフランス
1F／tel.047-326-1011［ベーカリー・カフェ］

【ハッピーバッグ】
アニバーサリーバッグ
（￥2,000（税抜）相当の品） 
￥1,389（税抜）［9/11（金）～9/27（日）］

カフェ・ド・クリエ
1F／tel.047-324-2727［カフェ］

【スペシャルプライス】
テイクアウトピザ全品
10%OFF
［9/11（金）～9/27（日）］

パスティノーバ
1F／tel.047-711-4188［イタリア料理］

【ショップフェア】
自店ポイントカードポイント2倍
［9/11（金）～9/27（日）］

チャイニーズキッチン風龍
1F／tel.047-704-8460［中華料理］

【スペシャルプライス】
中華風冷やしラーメン
￥764（税抜）→￥719（税抜）
［～9/30（水）
他割引サービスと併用不可］

喜多方ラーメン坂内
1F／tel.047-322-7917［ラーメン］

【スペシャルプライス】
プレミアムモルツ（生・サイズ中）￥550
（税抜）→￥99（税抜）［9/11（金）～9/25
（金）期間中の平日15時～18時のみ］

たんや十兵衛
1F／tel.047-321-6411［牛たん］

【スペシャルプライス】
一口ひれかつ（3枚セット）
￥444（税抜）→￥380（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

とんかつ いなば和幸
1F／tel.047-320-9811［和食・とんかつ］

クイーンズウェイ　B1F／tel.047-325-7772［リラクゼーション］

【ハッピーバッグ】
フットケアセット￥4,000（税抜）→￥3,200（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／限定5個］
【スペシャルプライス】
パウダー＆オイルリフレ55分￥6,000（税抜）→
￥5,500（税抜）［9/11（金）～9/27（日）］
【ショップフェア】
自店ポイントカードポイント2倍
［9/14（月）、9/21（月・祝）］
【プレゼント】
￥5,000（税抜）以上の施術でバスソルトをプレゼント
［9/11（金）～9/27（日）／なくなり次第終了］

【ショップフェア】
自店ポイントカードポイント2倍
（当日の新規発行も可）［9/11
（金）～9/27（日）］

おしゃれ工房　
B1F／tel.047-711-4330
［洋服・バッグのお直し］

【スペシャルプライス】
フットオイル30分＋ボディてもみん55分￥10,000（税抜）→
￥9,000（税抜）［9/11（金）～9/27（日）の平日限定］

てもみん　B1F／tel.047-329-3522［リラクゼーション］

【スペシャルプライス】
パーソナルトレーニングオプション 40分×4回 月額￥14,000（税抜）
→初月￥0（税抜）［9/11（金）～9/27（日）の期間中のお申し込み］

ジェクサー・ライトジム B1F／tel.047-712-7790［フィットネスクラブ］

記念のノベルティなど、
今だけのスペシャルが目白押し！

プレゼント

プレゼント

BEAUTY  & SERVICE

特別価格などの
おトクをお見逃しなく！RESTAURANT  & CAFE

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

アニバーサリーを記念した、スペシャルなおいしさをお届け！

DELI

FOOD

【スペシャルプライス】
たま麩
￥500（税抜）→￥350（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

日本百貨店しょくひんかん いちかわ
1F／tel.047-712-5335［食料品］

【ハッピーバッグ】
カレーセット
（￥1,400（税抜）相当の品）
￥925（税抜）

こだわりや
B1F／tel.047-316-0391［自然食品］

【スペシャルプライス】
Enjoy Peanuts 増量カップ 約230g
￥800（税抜）→￥500（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

房の駅
B1F／tel.047-316-2318［グロサリー］

【ショップフェア】
コロッケ＆キャベツのコロッケ1.5倍
増量してお値段そのまま！
1個 ￥300（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

カワシマパン
B1F／tel.047-712-5558［ベーカリー］

【スペシャルプライス】
オリジナルさばの水煮 190g
￥175（税抜）→￥158（税抜）
サラトガスプリング 
ポテトスティック ライトソルト 113g
￥276（税抜）→￥249（税抜）
カルボネール オーガニックEXV
オリーブオイル 229g
￥498（税抜）→￥369（税抜）
カルボネール EXVオリーブオイル 
スペシャルS 229g
￥418（税抜）→￥341（税抜）
カルボネール オリーブオイル 228g
￥369（税抜）→￥304（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

カルディコーヒーファーム
1F／tel.047-322-5517［コーヒー豆・輸入食品］

【おすすめ商品】
限定煎茶 
100g入 ￥600（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

山本山
B1F／tel.047-325-7711［お茶･海苔］

【スペシャルプライス】
ルイボスティー
1袋（2g×101p） ￥1,000（税抜）
［30袋限定／なくなり次第終了］

老舗大佐和
B1F／tel.047-321-6160［お茶･海苔］

【プレゼント】
お弁当2折以上お買い上げで、
特製「勝運ストラップ」1個プレゼント！
［9/11（金）～9/13（日）／各日先着20名様］

亀戸 升本
B1F／tel.047-326-3354［惣菜･弁当］

【スペシャルプライス】
極厚ハンバーグ 
よりどり2個 ￥900（税抜）→￥800（税抜）
よりどり3個 ￥1,350（税抜）→￥1,180（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

ミート&ベジタブル アイティーオー
B1F／tel.047-322-1186［洋惣菜］

スペシャル
プライス

プレゼント

プレゼント

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

※2ヶ月間の契約継続が条件

※イートイン限定
※カレールー単品は対象外

※お食事と一緒にご注文の場合に限ります

ショップ
フェア
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プレゼント

【スペシャルプライス】
ちびまるポテト 100g
￥127（税抜）→￥101（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

日本一
B1F／tel.047-318-2477
［焼鳥･惣菜･うなぎ］

ハッピー
バッグ

ハッピー
バッグ

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

アニバーサリーを記念した、スペシャルなおいしさをお届け！

An n i v e rsary Speci al

0605

DELI

FOOD SWEETS

SWEETS

【ハッピーバッグ】
お楽しみ袋￥1,000（税抜）
［9/11（金）～9/13（日）／
各日20個限定］

銀座文明堂
B1F／tel.047-325-7312
［和･洋菓子］

【ハッピーバッグ】
おたのしみ袋
（わらびもち小1パック、水まん
じゅう2個）￥500（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

口福堂
B1F／tel.047-711-2994［和菓子］

【ショップフェア】
クッキークラブカード 
ポイント2倍（セール品・サービス
品は対象外）
［9/11（金）～9/27（日）］

ステラおばさんのクッキー
B1F／tel.047-307-9070［洋菓子］

【ショップフェア】
シャインマスカットフェア
［～9/17（木）］
秋の北海道フェア
［9/18（金）～9/30（水）］

銀座コージーコーナー
B1F／tel.047-711-3505［洋菓子］

【ハッピーバッグ】
お楽しみ袋
（￥1,800（税抜）相当の品）￥1,000（税抜）
［9/11（金）～／120袋限定／なくなり次第終了］

日本橋屋長兵衛
B1F／tel.047-321-6820［和菓子］

【スペシャルプライス】
塩せんべい（10枚入）
2袋￥820（税抜）→￥740（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

三原堂本店
B1F／tel.047-323-8221［和菓子］

【ショップフェア】
￥1,000（税抜）以上お買い上げで、
スタンプ2倍［9/15（火）］

赤坂柿山
B1F／tel.047-711-4855［和菓子］

【ハッピーバッグ】
ハッピーバッグ
（￥1,500（税抜）～￥2,000（税抜）相当の品）
￥1,000（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／50個限定／なくなり次第終了］

ラ･メゾン アンソレイユターブル パティスリー
B1F／tel.047-314-8898［洋菓子］

【ハッピーバッグ】
お楽しみ袋
￥1,000（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

モロゾフ
B1F／tel.047-322-1122
［洋菓子］

【ショップフェア】
期間限定商品　
アッフェルバウム￥1,500（税抜）

ユーハイム
B1F／tel.047-323-8388［洋菓子］

【ハッピーバッグ】
ハッピーバッグ
（人気のお菓子の詰合せ ￥1,500（税抜）
相当の品）￥1,000（税抜）
［9/11（金）～／50個限定／なくなり次第終了］

東京凮月堂
B1F／tel.047-325-7000［洋菓子］

【ショップフェア】
￥300（税込）以上
お買い上げで、ポイント2倍
［9/19（土）～9/27（日）］

ビアードパパの作りたて
工房
B1F／tel.047-326-8817［洋菓子］

【スペシャルプライス】
抹茶ラテ、抹茶スパークリング、抹茶オレンジ、
抹茶コーヒーミルク
各￥296（税抜）→￥250（税抜）
［9/20（日）～9/26（土）］

イロドリアザヤカ
B1F／tel.047-324-0016［ジュース･ドリンク］

トウキョウベイクドベース　B1F／tel.047-711-1119［洋菓子］

【プレゼント】
￥500（税込）以上お買い上げで、
プチギフト（チョコバナナラングドシャ・スイートポテトランドグシャ）を
プレゼント［9/11（金）～9/13（日）/各日先着20名様］
【スペシャルプライス】
クリーミーチーズケーキ 1箱（3個入）￥1,400（税抜）→￥1,000（税抜）
［9/11（金）～9/13（日）／各日5箱限定］

【スペシャルプライス】
のり巻（太巻）
1本 ￥550（税抜）→￥480（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）／
各日30本限定］

京樽 すし三崎港
B1F／tel.047-325-9088［寿司］

【スペシャルプライス】
銀鮭西京漬 3切
￥600（税抜）
→￥480（税抜）
［期間中、毎週1回実施］

大川水産
B1F／tel.047-326-3397［塩干］

【おすすめ商品】
和牛と黒豚メンチ 
￥259（税抜）

とんかつ和幸
B1F／tel.047-323-1155
［とんかつ･弁当］

【スペシャルプライス】
国内産黒毛和牛　
牛小間全品2割引
［9/11（金）～9/13（日）］

肉のアマイ
B1F／tel.047-326-5511
［精肉･惣菜］

【ハッピーバッグ】
焼売入バラエティーパック ￥977（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

好餃子
B1F／tel.047-325-8277［餃子･点心］

【スペシャルプライス】
柔らかイカ スタミナ焼き
1盛 ￥498（税抜）→￥398（税抜）
［なくなり次第終了］

焼魚専門店 二代目 魚日出
B1F／tel.047-325-1300［魚惣菜･弁当］

【スペシャルプライス】
ランチョンポークブロックハム1本 ￥463（税抜）
［9/11（金）～／なくなり次第終了］

武田ハム
B1F／tel.047-712-8639［加工肉･惣菜］

【ハッピーバッグ】
成城石井 ベストセラーバッグ ￥3,500（税抜）
［9/11（金）～／なくなり次第終了／20個限定］

成城石井
B1F／tel.047-702-8175［グロサリー］

ハッピー
バッグ

【ハッピーバッグ】
侍のプリン、プレミアムプリン、日替わり
プリンの3種類が入ったお得なセット
￥1,621（税抜）→￥1,389（税抜）
［9/11（金）～9/14（月）／各日20セット限定］

スイーツ ボックス
1F／tel.047-323-1851［期間限定スイーツ］

【ハッピーバッグ】
「シレトコドーナツ 人気Ｎo.5セット」
人気のベスト5までのドーナツが個々包装で
入ったセット
￥1,463（税抜）［9/15（火）～9/21（月・祝）］

スイーツ ボックス
1F／tel.047-323-1851［期間限定スイーツ］

【ハッピーバッグ】
「秋の栗菓子詰合せ」
秋ならではオススメの栗の和菓子の詰合せ
￥926（税抜）
［9/22（火・祝）～9/27（日）］

スイーツ ボックス
1F／tel.047-323-1851［期間限定スイーツ］

ショップ
フェア

ハッピー
バッグ

ハッピー
バッグ

スペシャル
プライス

ショップ
フェア

プリン本舗 シレトコファクトリー 信州里の菓工房

ショップ
フェア

ハッピー
バッグ

ハッピー
バッグ
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スペシャル
プライス

スペシャル
プライス

JRE POINT 4倍DAY 9/19（土）

JRE POINT 4倍DAY開催！対象の19ショップ限定

JRE POINT 3倍DAY 9/19（土）

JRE POINT 3倍DAY開催！対象の37ショップ限定

FOOD

An n i v e rsary Speci al

0807

POP UP SHOPイベント

I n fo rma t i o n

I n formati on

FRESH FOOD

【ハッピーバッグ】
フルーツハッピーバッグ
（￥4,000（税抜）相当の品）
￥1,980（税抜）［9/11（金）のみ］
【スペシャルプライス】
山梨県産他 シャインマスカット
1房 ￥2,000（税抜）→￥1,500（税抜）
［9/12（土）・9/13（日）のみ/各日30房限定］
【スペシャルプライス】
きのこセット
1セット ￥498（税抜）［9/11（金）～9/13（日）］

林フルーツ
B1F／tel.047-702-5009［果物･青果］

ハッピー
バッグ

アニバーサリーを記念した、スペシャルなおいしさをお届け！

FASHION

FASHION

GOODS

GOODS

FOOD

GOODS

RESTAURANT & CAFE FOOD

SERVICE RESTAURANT & CAFE

RESTAURANT & CAFE FOOD

9/11（金）～9/27（日）10：00～15：00
「むすぶば」が期間限定で「ますくば」に変わります。
本物のマスク、イラストのマスクなど、いろいろな種類の
マスクの展示や、人の顔にマスクを付け替えられるイベントも
ご用意。地元市川の雑貨店によるマスクの販売もあります。
この機会に、マスクをより身近に感じていただき、新たな
ファッションとして楽しんでみませんか？

B1F FOOD MARKET ゾーン 「いちのひろば」
9/23（水）～9/30（水）

『マーロウ』…プリン・菓子

他にも多彩な期間限定ショップが出店します！詳しくは館内ポスターをご覧ください。

スペシャル
プライス

【スペシャルプライス】
九州屋オリジナル 
グリーンオイル
￥500（税抜）→
￥399（税抜）
［9/11（金）～9/19（土）］

九州屋
B1F／tel.047-326-3254
［青果･果物］

【スペシャルプライス】
北海道加工 甘塩たらこ
200g ￥980（税抜）→
￥880（税抜）
［9/11（金）～9/27（日）］

魚の北辰
B1F／tel.047-326-3589
［鮮魚］

【おすすめ商品】
国産 専門店の焼肉用
盛り合わせ
1パック（300g） 
￥1,980（税抜）

ニュー･クイック
B1F／tel.047-326-1129
［精肉･惣菜］
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1009

秋スタイルを楽しむ
お気に入りのアイテムをゲットして

秋のおしゃれを楽しもう！

ニットベスト×ゆるカットソーSET 
￥5,000（税抜）／コーデュロイイージー
パンツ ￥4,000（税抜）／レースアップ
シューズ ￥5,000（税抜）／コーデュロイ
ボディバッグ ￥4,000（税抜）

サマンサモスモス（エスエムツー）
1F／tel.047-326-3087
［レディスウェア］

人気のベストコーデが手軽に楽しめる
セットに、コーデュロイパンツを合わせ
れば、秋のカジュアルスタイルの完成。

ロング丈ブラウス ￥14,000（税抜）／
ベルト ￥9,500（税抜）

エイチ・ビー
1F／tel.047-326-0808
［レディスウェア］

パール風ボタンがアクセントのロング丈
ブラウス。羽織り、ワンピースの
2WAYで着用できます。

キャリーバッグ LUTECE × SWANY
当店オリジナルモデル ￥21,000（税抜）

リュテス
1F／tel.047-314-1102［バッグ］

当店オリジナルのスワニーキャリー。
大きなタイヤと体を支えるキャリーバーが
特徴。バッグも取り外しができます。

マウンテンパーカー ￥6,990
（税抜）／トップス ￥2,990（税
抜）／スカート ￥4,990（税抜）／
ブーツ ￥5,990（税抜）

ビージップ
1F／tel.047-320-0251
［レディスウェア］

毎シーズン人気の上質糸を使っ
たニットに、今年トレンドの幾何
学柄スカートで、秋らしいスタイ
リング。アウターとブーツのカ
ラーを合わせるのがポイント。

コート ￥20,900（税抜）／ブラウ
ス ￥14,900（税抜）／パンツ 
￥15,000（税抜）

パスピエ
1F／tel.047-326-6010
［レディスウェア］

カラシ色のチェック柄ブラウス
に、カーキのコートを合わせた
秋感たっぷりのスタイル。

ムーミン ポケットトラベルボストンバッグ ￥3,900（税抜）
ムーミン パッカブルポシェット ￥2,000（税抜）

キートス
1F／tel.047-374-3302［生活雑貨･衣料品］

コンパクトに畳めるボストンバッグとポシェット。キャラ
クターのデザインがキュートです。

TRENCH LONG SH I R T  
￥5,990（税抜）

アズールバイマウジー
1F／tel.047-325-8515
［レディス・メンズウェア］

羽織りとしても、ワンピースとしても
使える2WAYデザイン。裾にかけての
フレアシルエットとウエストベルトで
女性らしさを演出。

マジョリカプリーツブラウス 
￥3,490（税抜）／ドライオックス
タックテーパードパンツ ￥3,990
（税抜）／HARUTA Wネーム ビッ
ト付ヒールアップローファー 
￥5,190（税抜）／バックルハンドル
ジャガード A4トート＆ショルダー 
￥5,990（税抜）

ロペピクニック
1F／tel.047-323-3581
［レディスウェア］

秋カラーを取り入れたキレイめ
スタイル。マジョリカプリーツの
ブラウスは、スッキリ見えを叶え
つつ、体のラインを拾いにくい
優秀アイテム。

JINS SWITCH 各￥10,000～￥12,000（税抜）

ジンズ
1F／tel.047-329-1560［メガネ・サングラス］

1本でメガネにもサングラスにもなる、便利なメガネです。
スマホショルダーバッグ ￥2,900（税抜）
［なくなり次第終了］

ハートダンス
1F／tel.047-303-3630
［アクセサリー・雑貨］

シンプルで"おとなカワイイ"スマホ
ショルダーが新登場。ベーシックカ
ラーからトレンドカラーまで取り揃え
ています。

HW40146 ¥6,900（税抜）

エービーシーマート
1F／tel.047-702-8089［レディス・メンズシューズ］

大人スタイリッシュスニーカー。
踵をホールドするハーフカップイン
ソール入りで、楽ちん&おしゃれを
両立。

保温冷キャンバスバッグ ￥500（税抜）

スリーコインズ
B1F／tel.047-702-9882
［生活雑貨］

ちょっとしたお買い物などに便利な
トートバッグ。ファスナー付きで、丈夫な
底板入りです。
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おうち時間をハッピーに
家にいる時間が増えたこの頃。

おうち時間をより楽しく、快適にするアイテムをご紹介。

青山フラワーマーケット
B1F／tel.047-711-3487［フラワー］

秋の陽射しに映えるお花を束ね
たブーケ。季節のお花でお部屋を
彩って。

秋のお花のブーケ ￥3,500（税抜）

※入荷状況によりお花の内容が変更になる場合がございます

プラザ
1F／tel.047-320-0311
［ライフスタイルストア］

①変形自在で幅広い用途に使えるピロークッション。
②独自の製造技術によって作られた中性重炭酸入浴剤。

①ピーナッツ トータルピロー ￥2,600（税抜）
②BARTH（バース） 15g×9錠 ￥900（税抜）

© 2020 Peanuts Worldwide LLC

ジョージズ
1F／tel.047-702-8830［生活雑貨･衣料品］

平面とたこ焼きプレートに加えて、スヌーピーの模様に
焼き上げるパンケーキプレートも付いています。

PEANUTS コンパクトホットプレート ￥15,000（税抜）

①

① ②

ユニクロ
1F／tel.047-326-0770［レディス・メンズウェア］

素早く汗や水分を乾かすドライ機能付き。カジュアル映えする素材感と
テーパードシルエットで、あらゆるシーンで使えます。

①WOMEN ウルトラストレッチ アクティブジョガーパンツ ￥1,990（税抜）
②MEN ウルトラストレッチ アクティブジョガーパンツ ￥1,990（税抜）

①

①

②

②

②
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ムジコム
1F／tel.047-329-1528
［生活雑貨･衣料雑貨･食品］

ラバンジンやクラリセージなど、清涼
感のある香りをブレンドした、インテリ
アフレグランス用のオイルです。

インテリア フレグランスセット グリーン
①60mL ￥1,355（税抜）／②250mL 
￥2,719（税抜）

ハウスオブローゼ
1F／tel.047-323-2525［コスメ･雑貨］

透明感のある清らかな香りを身にまとう
「ホワイトローズの香り」が期間限定で発売。

ホワイトローズの香りシリーズ
各￥1,300（税抜）～￥1,800（税抜）［9/18（金）～
11/30（月）］

グラニフ
1F／tel.047-314-5588［レディス・メンズウェア］

厚みのある天竺素材を使用したボートネックのボーダー長袖Tシャツ。
ユニークなデザインのTシャツで、おうち時間も楽しく快適に！

ボートネックボーダーロングスリーブT（ガチ デ ヤヴァイ） ￥2,980（税抜）

アフタヌーンティー・リビング
1F／tel.047-312-6635［インテリア・生活雑貨］

細部まで使いやすさにこだわったポットと、口部分が外側に広がり、
香りを楽しめるカップです。

①ポット 600mL ￥3,500（税抜）／②カップ&ソーサー 210mL ￥1,500（税抜）
ファンケル
1F／tel.047-326-7159
［無添加化粧品・メイク・サプリメント］

おうちでのご褒美エステにぴったりのフェイスマスク。

ホワイトニングマスク＜医薬部外品＞ 6枚 ￥3,000（税抜）

※「ホワイトニング（美白）」とは、メラニンの生成を抑え、
シミ・そばかすを防ぐ効果のことをいいます。

後ろ側にも注目！
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お子様ラーメンセット ￥580（税抜）

チャイニーズキッチン風龍
1F／tel.047-704-8460［中華料理］

キッズプレート ￥500（税抜）
※おもちゃ付き

タイムイズカリー
1F／tel.047-318-2600［カレー］

だいすきプレート ￥500（税抜）
※小学生以下のお子さま限定
※サンドイッチは3種類のうち2つ、ドリンクは4種類
のうち1つを選べます

珈琲所 コメダ珈琲店
1F／tel.047-323-0011［カフェ］

ドトールソフトクリーム ミルク ￥260（税抜）
※一部店舗限定メニュー

ドトール
コーヒーショップ
1F／tel.047-711-2181［カフェ］

子どもだって 牛たんランチ ￥700（税抜）

たんや十兵衛
1F／tel.047-321-6411［牛たん］

お子様にぎりセット ￥600（税抜）
※小学生以下のお子さま限定

すし三崎丸
1F／tel.047-329-3031
［寿司］

お子様キッズランチ ￥690（税抜）

とんかつ いなば和幸
1F／tel.047-320-9811［和食・とんかつ］

お子様プレート ￥680（税抜）
※パスタのお味を3種類から選べます

パスティノーバ
1F／tel.047-711-4188［イタリア料理］

お子様野菜カレー ￥500（税抜）

大戸屋ごはん処
1F／tel.047-316-1300［和定食］

ちびっこラーメンセット
（単品）￥319（税抜）／
（おもちゃ付） ￥382（税抜）
※8歳までのお子さま限定

喜多方ラーメン坂内
1F／tel.047-322-7917
［ラーメン］

チョコクリームのベアフルパンケーキ
￥490（税抜）

タリーズコーヒー
B1F／tel.047-702-5515［カフェ］

パスティノーバ 
1F／tel.047-711-4188
［イタリア料理］

レストラン
Restaurant

デミグラスソース ハンバーグ
￥1,480（税抜）
※提供に15分前後お時間をいただきます
※別途、袋代・容器代がかかります

洋食 大野亭
1F／tel.047-316-0029［洋食］

ちよ折・まつば
￥890（税抜）

ちよだ鮨
1F／tel.047-322-4100［寿司］

誉（ほまれ）
￥900（税抜）

すし三崎丸
1F／tel.047-329-3031
［寿司］

あいがけカレー
通常価格¥834（税抜）のところ
期間限定￥750（税抜）

タイムイズカリー
1F／tel.047-318-2600［カレー］

熟たん 味比べ弁当
￥1,700（税抜）

たんや十兵衛
1F／tel.047-321-6411［牛たん］

きつねうどん ￥510

自家製麺 杵屋
1F／tel.047-326-7178［うどん］

一口ひれかつ弁当
￥713（税抜）

とんかつ いなば和幸
1F／tel.047-320-9811
［和食・とんかつ］

舟形マッシュルームのミートソース
￥980（税抜）

2食入り喜多方ラーメンセット
￥1,093（税抜）

喜多方ラーメン坂内
1F／tel.047-322-7917［ラーメン］

お惣菜セット
￥1,091（税抜）

大戸屋ごはん処
1F／tel.047-316-1300［和定食］

カフェ
Cafe

トーストサンド ドリンクセット
￥630（税抜）～
※トーストサンドやパスタとドリ
ンクのお得なセットや単品での
ご注文も承ります

カフェ・ド・クリエ
1F／tel.047-324-2727
［カフェ］

市川あんぱん（小倉＆ホイップ）
￥176（税抜）
※20個限定
※販売時は、トッピングがホイップ
クリームから焼印に変更になります

デリフランス
1F／tel.047-326-1011
［ベーカリー・カフェ］

お持ち帰り限定 カツサンド
￥630（税抜）

珈琲所 コメダ珈琲店
1F／tel.047-323-0011
［カフェ］

ティーレモネードソーダ
￥309（税抜）
※なくなり次第終了

ドトールコーヒーショップ
1F／tel.047-711-2181
［カフェ］

マンゴースティッキーライス
単品 ￥490（税抜）
ドリンクセット ￥770（税抜）～

タリーズコーヒー
B1F／tel.047-702-5515
［カフェ］

CLaSO      Anniversary 2020

テイクアウトメニュー


