
※写真・イラストはイメージです。※掲載商品の取扱いは特に記載がない限り、2018年12月19日（水）～2019年1月6日（日）までとなります。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。※商品は数に限りがございます。品切れの際にはご容赦ください。※お一人様あたりのお買上げ個数には限りがある場合がございます。※サービスの詳細は各店舗までお問合わせください。
※表示価格には、全て消費税が含まれております。※他割引との併用は、特に記載がない限り不可となります。※年末年始は営業時間が異なる店舗がございます。詳しくはララガーデン川口のホームページをご覧ください。

1F アーノルドパーマータイムレス
［メンズ&レディス&キッズ］

1F 日本旅行
［旅行］

2F 保険クリニック
［保険相談窓口］

2F あそびライブラリー
［アミューズメント］

2F ジンズ
［メガネ］

1F ヨギボー ストア
［ビーズソファ］

30%OFF
10%OFFクラフトハート トーカイ

会員様はさらに

冷凍生ギョーザ（1袋）

クレープ、ワッフルパフェ全品

50%OFF ニット一部

［2019年1月23日（水）まで］

※一部対象外商品あり

最大60%OFF

最大60%OFF

店内商品

店内商品

ポーチ、バッグ 各種

※一部対象外商品あり

50%～30%OFF店内
一部商品

［12月15日（土）～25日（火）、
  2019年1月1日（元日）～1月7日（月）まで］

店内セール商品

※一部対象外商品あり

最大50%OFF

さらに10%OFF

20%OFF

店内特設コーナー商品

※一部対象外商品あり

※レンズのみのご購入は対象外  ※無くなり次第終了
※お一人様で2本おまとめ買いも割引対象

※無くなり次第終了

※一部対象外商品あり
2,160円

洗える着物 各種
特別価格で販売

2,160円

1,079円
店内商品

Goods!

Service!

Gourmet!

店内商品

最大50%OFF店内商品

※一部対象外商品あり

※一部対象外商品あり

ポケットバッグ・マスクの材料
セット 各種 ※一部対象外商品あり

最大20%OFF
店内一部商品

※一部対象外商品あり

［12月26日（水）～2019年1月6日（日）］

［12月21日（金）～2019年1月6日（日）］

［12月19日（水）～24日（月・振休）］

630円
680円

最大50%OFF店内商品

［12月31日（月）まで］

※一部対象外商品あり

60分以上のコースを施術後に次回のご予約を入れた方

30%OFF

エースコンタクトを
初めてのご利用で
使い捨てコンタクト全品

最大55%OFF数珠 各種

最大40%OFF和雑貨 各種

50%OFF店内一部商品

［12月21日（金）～2019年1月15日（火）］

［12月19日（水）～27日（木）］

［12月25日（火）まで］

[12月26日（水）～28日（金）]

50%～20%OFF店内商品
※一部対象外商品あり

冬物一部商品

最大60%OFF最大70%OFF 店内商品
※一部対象外商品あり

2F オリヒカ
［メンズ&レディス&服飾雑貨］1F シーナ

［レディス&服飾雑貨］

1F どおらん
［化粧品］

1F ファイテンショップ
［スポーツ・健康グッズ］

2F パナシュール
［服飾雑貨］

1F ボディメーカー
［スポーツ用品］

1F リラクゼーションスペース ラフィネ
［リラクゼーション］ 2F エースコンタクト

［コンタクト］1F リサイクルキング
［貴金属・ブランド品 買取&販売］

1F ビューティーフェイス/ビューティーアイラッシュ
［顔そり・フェイシャルエステ］

2F 和ごころりんず
［和服&雑貨］

70%～20%OFF店内商品
※一部対象外商品あり

30%～10%OFF

50%～30%OFF

50%～20%OFF

最大77%OFF

ジュエリー 各種
※一部対象外商品あり

※いずれも一部対象外商品あり

1F はせがわ
［仏壇・雑貨］

1F グランサックス
［バッグ］

1F ミュージアム24
［時計］

2F クラフトハート トーカイ
［手芸用品］

ペアセット（ねぎ蛸またはたこ焼き
6個入り2パック+
ドリンク2杯）ワゴンセール

1F
極旨醤油 ら～めん
一刻魁堂
［ラーメン］

100円引き

ご愛顧パック
（オリジナルチキン4ピース＋ポテトレギュラー）

1,000円 1,000円
（1袋、保冷バッグ付き）

2袋目から半額
キッズプレート

鼻毛脱毛

通常3,240円→

290円通常580円→

2F オリンピア
［バラエティー雑貨］

2F アカチャンホンポ
［キッズ&ベビー］

2F マザウェイズ
［キッズ&ベビー］

キッズフレーム各種お買上げで
「オリジナルノベルティ（1個）」プレゼント

10%OFF

10%OFF

店内商品
※一部対象外商品あり

対象のレディス・キッズ商品
6,480円以上
おまとめ買いで

対象商品お買上げで

赤い風船またはびゅうのスキー商品を
JRセットプランでのお申込でお子様に

「ノベルティ（1個）」プレゼント

「ノベルティ（1個）」プレゼント

「おもちゃ（1個）」
プレゼント

2F テンオーワン
［メガネ］

ご家族様でメガネ・サングラス
2本おまとめ買いで

「オリジナルメガネケース（1個）」
 プレゼント

ヘッドケアまたはアイケア（5分）サービス

1F グリーンパークス フーワ
［レディス＆服飾雑貨］

2F エービーシーマート
［靴］

※無くなり次第終了

2F ノジマ
［家電］

3,000円以上お買上げで
小学生以下のお子様とご一緒のお客様限定

「お菓子詰め合わせ（1個）」プレゼント
※無くなり次第終了

店内一部商品プライスダウン

※添い寝の幼児は対象外
※1回のお申込につき1個まで  ※無くなり次第終了

※事前ご予約の上、
　初回ご来店の方限定
※無くなり次第終了

対象のクレーンゲーム
通常100円で1プレイ→2プレイ

2本目

※景品が無くなり次第終了

※画像は一例です

1F ジーユー
［メンズ&レディス&キッズ］

50%～20%OFF店内商品
※一部対象外商品あり

2F 鉄道模型の店 ポポンデッタ
［鉄道模型］

1F ビタミンプラス
［サプリメント］

（ハトムギ化粧水+角質ポロポロジェル+どろもっち）
アエナ 人気化粧品3点セット

プラチナダイヤモンドリング
（1.0カラット）

950円

1,382円

掛時計 各種

掛時計（温湿度計付）各種

1F ルームパステル
［雑貨］

2F デコホーム
［インテリア雑貨&家庭用品］

先着
20名様
限定

先着
30名様
限定

100,000円

1F
イタリアン・トマト
カフェジュニア
［イタリアン・ケーキ］

2F ココマンナ
［クレープ・タピオカドリンク］ 2F

ケンタッキー
フライドチキン
［フライドチキン］

2F 元天ねぎ蛸
［たこ焼き］

1F
ヨークマート
フードセントラル
［食品スーパー］

次回ご来店時に

1F ジュエリー ツツミ
［ジュエリー］

Kids&Family!

※無くなり次第終了

アルコール 各種

学資保険の相談でご来店の方へ

1F シューラルー
［レディス&キッズ&服飾雑貨］ 1F レプシィム

［レディス&服飾雑貨］

最大60%OFF店内商品
※一部対象外商品あり

Fashion!

下記4店舗の閉店に伴う ファッション売り尽くしセール
Fashion!
LAST SALE

2F シャツコード
［メンズ&レディス&服飾雑貨］


