
マタニティ、ベビー、キッズ／アカチャンホンポ3F

11月18日金
　　▼　　
12月1日木

シューズ／ABCマート2F

1F おとのひろば 特設会場

11月19日土▶27日日
10：00～20：00

11月27日㈰のみ19:00営業終了

ブラックフライデーにちなんだ
「黒シューズ」「白シューズ」コーナーも！

人気ブランドシューズが特別価格で集結!
ナイキ、アディダス、ニューバランス、プーマ、ヴァンズ、コンバースなど

生活雑貨／ロフト2F

LOFT
BLACK FRIDAY ※商品は無くなり次第販売終了となります。

※そのほかの割引・クーポンとの併用はできません。
※詳しくは販売員までお問い合わせください。

ブラックフライデー
スペシャルプライス
一部商品スペシャルプライス!!

ロフトク5%OFF
ロフトアプリのクーポン画面提示で5％OFF
※1回のお買い上げ税込1,100円以上のお買い物でお使いいただけます。
※セール品及び、書籍・CDをはじめ一部除外商品がございます。
※他のポイントやスタンプクーポン割引・特典・サービスとの併用はできません。
※詳しくは販売員までお問い合わせください。

ファミリー／ユニクロ1F

11月18日金
▼　　
28日月

グッズ&サービス

20セット
限定

ブラックアイテム
ご用意!!

ミニ  470円
レギュラー  492円

mk衣類に貼るカイロ 30個入り
「ありがとうクーポン」
11月21日（月）～27日（日）
6,000円（税込）以上お買い上げで

600円OFF
※期間中お一人様一回限り

お買得セット

 960円
ク     ロ

化粧品／
ショップハーバー

1F

ドラッグストア／薬マツモトキヨシ1F

鑑定料3,300円（税込）以上で

ブラックレター
（オラクルカード）
プレゼント!

占い／開運館E&E1F

2本以上お買い上げで

2,000円OFF
※セール品対象外

レンズ代込み

9,600円 ・4,600円
ク　   ロ シ　   ロ

2F メガネ／オンデーズ

化粧品／セルレ1F

2F ソックス・インナー・ウェア／チュチュアンナ

ネックドレナージュ（お着替え付き）

10分 960円（税抜）
　 1,056円（税込）
※5分660円～延長可

ク　   ロ

リラクゼーションスペース／ラフィネ プリュス3F

※事前予約制

女性だけのサーキットトレーニング
シェイプサークル

平日10：30～30分 火曜日休

60歳以上シニアスクール
OyZスクール

木曜日11：20～60分、金曜日10：20～60分

〈無料体験〉

スポーツクラブ／
コナミスポーツクラブ仙台長町

4F

羽毛掛け布団特価にて販売
（厚掛けシングルロングサイズ）

オーダーメイド枕、寝具専門店／ビーデザイン1F
メガネ、サングラス／ゾフ2F

カジュアルバッグ

3,960円均一
スーツケース

40～30%OFF

ク　   ロ

バッグ（鞄）／グランサックス2F

LALA
限定

保険ショップ／保険見直し本舗1F

店舗相談予約限定 
キャンペーン 

お試しノベルティ
プレゼント

健康、スポーツグッズ／ファイテンショップ3F

整骨院／整体院／
げんき堂整骨院／げんき堂整体院

3F

 

20%OFF30分以上の
リラクゼーションコース

11月18日（金）～24日（木）

7,000円（税込）以上お買い上げで
オリジナルグッズプレゼント

※なくなり次第終了

4,600円・6,600円
9,600円

シ　   ロ

ク　   ロ

限定価格のお得な商品を豊富にラインアップ

フィットネス1日体験
ゴルフスクール60分体験
選べる少人数制スクール体験1レッスン60分

ク　   ロ

各960円
※事前予約制 

アウトレットセール
対象商品50%OFF

30分 3,960円
40分 5,280円

50分 6,600円
60分 7,920円

ク     ロ

西川オーロラ毛布 4,389円→2,189円
オーロラ敷きパット 4,389円→2,189円

グルメ&スイーツ

12月4日（日）まで
定型ギフト送料無料

プレミアムカレー&シチューセット

1,700円
プレミアムパスタソースセット

2,300円

レトルト食品、ギフト／ニシキヤ キッチン1F

各日
10セット
限定

フルーツ、カフェ／フルーツ フル バイ イタガキ1F

テイクアウト 500円
イートイン 509円

ベリーベリーシェイク

土日祝限定
日替わり2種のデザートセット

960円
ク     ロ

カフェベーカリー／ヴィ・ド・フランス1F

コーヒー豆、輸入食品／カルディコーヒーファーム1F

ガヴァルニー プレミアムトリュフ各種
組み合わせ自由よりどり2個で

828円

ハッピーバッグ 960円
ク     ロ

11月18日（金）・19日（土）
　　  25日（金）・26日（土）限定

各日
12袋
限定

お茶、お菓子、甘味／お茶の井ヶ田 喜久水庵1F

ミカド珈琲 ワンパックコーヒー 2個

1,080円→960円

食物販、ギフト／軽井沢ファーマーズギフト1F

ク     ロ

ブラックハッピーバッグ
蔵王地養卵（赤玉）×1
きみとぴったんこ×1
1,035円→920円

たまご専門店／
森の芽ぶき たまご舎

1F

LALA
限定

いちご和スイーツ／甘熟いちごや 燦燦園3F

11月25日（金）～27日（日）限定
ひとくち苺大福（ちょこあん）

1,080円→960円
ク     ロ ク     ロ

 1,000円→960円

詰め合わせBOX
プレミアムチョコクロウォルナッツメープルホワイト2個

定番チョコクロ３個の組み合わせ
いちご抹茶ショコラテ
（アイス・ホット）

630円
※トールサイズのみ

カフェ／タリーズコーヒー1F
カフェ／サンマルクカフェ3F

喜久福BOX（冷凍）（喜久福：抹茶2個、生クリーム2個、ずんだ1個、ほうじ1個
　　　　　　　　　　  どら茶ん：抹茶2個、小倉1個、ずんだ1個）

切り落としカステラ296円　端っこバウム 496円
ク    ロ ク    ロ

あたりが出たら
100円券付き

ホワイトカステラ 756円
シューちゃんキャラメル味（冷凍） 162円
パリパリチョコ×ほうじ茶ソフト 380円

1,326円→1,188円
ジャム（700円）・パン（800円相当）を
1,500円相当詰め合わせ！

ファッション

11月18日（金）～30日（水）
2点お買い上げで20%OFF

レディス／ブージュルード2F

期間限定価格

レディス／ファン2F

一部商品限定価格
アウター 3,298円
ニット 2,198円
ボトム 658円
ボトム 1,428円

レディス、雑貨／ケセモイ2F

1点お買い上げで10%OFF
2点お買い上げで15%OFF
3点お買い上げで20%OFF

※一部除外品あり

9,600円均一
4,600円均一

ク　   ロ

シ　   ロ

レディス、キッズ／サマンサモスモス ケイッティオ2F

※一部除外品あり

1点お買い上げで20%OFF

SamansaMos2 Lagom

対象トレーナー 1,650円

SamansaMos2 blue 中綿ロングコート

8,690円→3,960円

SamansaMos2 ウーリーライクノーカラーコート

8,690円→3,960円
ク　ロ

ク　ロ

特別価格商品
ご用意!! コーナーセール

レディス／ハートマーケット2Fメンズ、レディス／コーエン2Fレディス／グリーンパークストピック2F

対象アウター50%OFF 限定お買い得商品を
ご用意!

レディス／テチチ テラス2F

レディス／アースミュージック＆エコロジーナチュラルストア2F

店内一部
スペシャルプライス

キッズ／ブリーズ3F

ベビー、キッズ／アプレ レ クール3Fキッズ／ジェニィ3F

店内一部商品50～30%OFF
コスメよりどり3点で960円

ク　  ロ

各日先着
20名様
限定メンズ、レディス／シャツプラザ1F

※お一人様
　3本まで

11月18日（金）～20日（日）、11月25日（金）～27日（日）11月25日（金）～27日（日）
スマイルデー拡大！

3日間限定 自社ポイント2倍！

レディス、服飾雑貨／スマイルランド1F

ウーリーテック マキシ ノーカラーコート

11,000円→9,600円
ク　  ロ

生活雑貨、レディス／ニコアンド1F

メンズ、レディス／オリヒカ2F

HAPPYBAGご用意!
BIZダウン半額（メンズ・レディス）半額!!990円の

ネクタイ

※14,800円（税込）
　以上が対象

ウォッシャブルサイドリブスリットプルオーバー
7,700円→3,990円

リバーシブルボアブルゾン 12,800円→7,990円
ベロアプリーツパンツ 5,900円→3,990円

スーツ・秋冬ジャケット・コート
2着目以降 半額!! 

11月18日（金）～23日（水・祝）の6日間限定!
対象のアウター 960円OFF
その他1,200円均一セールや

日替わり特価品をご用意!
対象アイテム960円

ク　  ロ

※表示価格には、すべて消費税が含まれております。軽減税率が適応される場合には総額が異なる場合がございます。※数量限定の商品がございます。品切れの場合はご了承ください。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
当施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウイルス感染拡大防止のため様々な取り組みを実施しております。また、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がござい
ます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。あわせて、お住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

クレジット機能なしポイントカード

三井ショッピングパークポイントカード ポイント用
QRコード

クレジット機能付きポイントカード

三井ショッピングパークカード
《セゾン》

アプリde支払い

クレジット払いで

三井ショッピングパークポイント会員様限定

開催期間
11月18日●金 ▶20日●日

10,000円以上お買い上げで
ララガーデン共通
お買物・お食事券をプレゼント！
「ユニクロ感謝祭」の期間中、ユニクロ ララガーデン長町店で10,000円（税込）以上お買い上げで、
毎日先着30名様に500円相当のララガーデン長町お買物券をプレゼント！ お見逃しなく！

ララガーデン 共通

お買物・お食事券

000001No

ACFJ　HSK　AC
FJ

見　　　本毎日先着
30名様
限定！

引換場所●1F ユニクロレジカウンター

ユニクロ ララガーデン長町店限定
ユニクロ ララガーデン長町店限定

お
す
す
め




