
営業時間のお知らせ
12/31（月）10：00～18：00
1/1（元日）9：００～21：00

1/2（水）～6（日）10：００～21：00福袋
雑誌『Popteen 2月号』に掲載！LaLa♥Popteen♥Land限定福袋！
各店数量限定でPopteenスペシャル特典
「POPモデルのチェキ&POPセレクトアイテム」付きもご用意！

1/1（元日）限定！南館3F コジマ × ビックカメラの
福袋をお買上げで千葉ロッテマリーンズの選手の
サインボールが当たるチャンス！

限 整アイコンの
説明

B.LEAGUE所属、プロバスケットボールチーム 千葉ジェッツふなばしの選手のサインが入ったスペシャル福袋！1/1（元日）限定！ 販売
場所 北館1F 中央広場 ※なくなり次第終了

※詳しい内容はウェブサイトをご覧ください。

1/1
﹇
元
日
﹈
販売開始 約 店舗が参加!180

レディス レディス&メンズ キッズ

メンズ

Ank Rouge
（アンクルージュ） 北館1F

●レディス7点入16,200円（税込）［数量限定］
●アウターなど6点入16,200円（税込）［数量限定］

ハニーズ 北館1F

●Popteen限定福袋（5点入）〈最大11,000円（税込）相当〉
  5,000円（税込）［30個］
●GLACIER福袋 5,000円（税込）［40個］
●C・O・L・Z・A福袋 5,000円（税込）［105個］

WEGO 北館1F
レディス（11点入）〈25,000円（税込）相当〉 
8,640円（税込）［50個］

エムズエキサイト 北館1F レディス 5,000円（税込）［10個］

earth music&ecology 
Super premium store 南館2F

●MEGA BAG サイズ F 
  32,400円（税込）［数量限定］
●スペシャル福袋 サイズ F 
  16,200円（税込）［数量限定］
●きれい目福袋 サイズ L/M/S 
  10,800円（税込）［数量限定］
●カジュアル福袋 サイズ L/M/S 
  10,800円（税込）［数量限定］
●プチプラ福袋 サイズ F 
  5,400円（税込）［数量限定］

アクシーズファム 北館2F

レディス
●axes femme福袋（アウターなど5点入）
  10,800円（税込）［数量限定］
●axes femme POETIQUE福袋（アウターなど5点入）
  10,800円（税込）［数量限定］
キッズ
●axes femme kids福袋（アウターなど5点入）
　サイズ 140cm/120cm 8,640円（税込）［数量限定］

OLIVE des OLIVE 北館2F

レディス
●中綿ジャケットなど6点入
  5,400円（税込）［数量限定］
●ファー衿付きコートなど6点入
  5,400円（税込）［数量限定］

RETRO GIRL 北館2F
レディス
●12点入 7,560円（税込）［30個］
●8点入 5,400円（税込）［60個］

ジャックローズ 南館1F
●16,200円福袋 16,200円（税込）［70個］
●10,800円福袋 10,800円（税込）［70個］

Lui's 南館2F

メンズ（アウターなど）サイズ L/M
●〈100,000円（税込）相当〉21,600円（税込）［計80個］
●〈50,000円（税込）相当〉10,800円（税込）［計55個］
●〈50,000円（税込）相当〉10,800円（税込）［計55個］

Avan Lily 南館2F レディス サイズ F 7,000円（税込）［数量限定］

ANNA SUI 南館2F レディス 10,800円（税込）［数量限定］

スピンズ 北館1F レディス 10,000円（税込）［60個］
SpRay(スプレイ) 北館1F レディス 5,400円（税込）［120個］
CECIL McBEE 南館2F レディス 10,800円（税込）［数量限定］

mystic 南館2F レディス 10,800円（税込）［数量限定］
Mila Owen 南館2F レディス 10,800円（税込）［数量限定］

GOSTAR DE FUGA 南館3F メンズ 13,824円（税込）［数量限定］

semantic design
(セマンティックデザイン) 北館2F メンズ（ブルゾンなど）10,800円（税込）［数量限定］

ROPÉ 南館2F レディス SPECIAL PRICE［数量限定］

Roomy's 南館1F
レディス（ニットなど7点入）〈40,000円（税込）相当〉
10,800円（税込）［25個］

NAVAL 南館3F
NAVAL福袋 サイズ L/M
SPECIAL PRICE ［計30個］

w closet
(ダブル クローゼット) 北館2F レディス 6,480円（税込）［80個］
Doux archives Hamac 南館1F レディス 10,800円（税込）［50個］

FUN 北館1F レディス（ムートンコートなど） 4,309円（税込）［50個］

INGNI 北館1F レディス（アウターなど） 10,800円（税込）［300個］

Ungrid(アングリッド) 南館2F
HAPPY BAG（ジャカードダブルコートなど5点入） 
16,200円（税込）［20個］

WILLSELECTION 南館2F
レディス（アウターなど5点入）サイズ M/S
10,800円（税込）［計80個］

a.g.plus
(エー・ジー・プラス) 北館1F

2019年福袋（アウターなど7点入）
5,400円（税込）［70個］

dazzlin 南館2F
2019 dazzlin HAPPY BAG（アウターなど）
10,800円（税込）［30個］

flavor.179/wg 北館2F
レディス（アウターなど7点入）
10,800円（税込）［数量限定］

マジェスティックレゴン 北館2F レディス（ニットなど4点入） 6,480円（税込）［130個］

BE RADIANCE 南館2F
レディス（ワンピースなど3点入）サイズ M/S
10,800円（税込）［計30個］

パターン フィオナ 北館2F
レディス（カーディガンなど6点入）
10,800円（税込）［80個］

SM2 北館2F
レディス
10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］

ボールドイーグル 南館3F

メンズ
32,400円（税込）/24,840円（税込）
21,600円（税込）/18,338円（税込）
12,938円（税込）/10,800円（税込）
7,538円（税込）［数量限定］

限

エディー・バウアー 北館2F

●レディス（アウターなど5～4点入）
  12,000円（税込）［150個］
●メンズ（アウターなど5～4点入）
  12,000円（税込）［150個］

限

ALLSAINTS
(オールセインツ) 南館1F

●レディス SPECIAL PRICE［数量限定］
●メンズ SPECIAL PRICE［数量限定］ 限

レディス&メンズ

niko and ... 南館2F
INTERIOR SET
SPECIAL PRICE［数量限定］ 限

タカキュー 南館3F
メンズ
●カジュアル 10,800円（税込）［数量限定］
●ビジネス 5,400円（税込）［数量限定］

AZUL by moussy 南館1F

●レディス〈40,000円（税込）以上相当〉
  10,800円（税込）［数量限定］
●メンズ〈40,000円（税込）以上相当〉
  10,800円（税込）［数量限定］

WEGO TOKYO 南館3F

●レディス（アウターなど14点入）サイズ F
  8,640円（税込）［35個］
●メンズ（アウターなど15点入）サイズ L/M
  10,800円（税込）［計30個］

THE SUIT COMPANY 北館2F

レディス（コートなど4点入）
●〈48,000円（税込）相当〉10,800円（税込）［3個］
メンズ
●コートなど5点入
　〈44,000円（税込）相当〉10,800円（税込）［16個］
●ドレスシャツ4点入
　〈15,000円（税込）相当〉5,400円（税込）［13個］

ORIHICA 西館2F

●スーパーノンアイロンシャツ（4点入）
  10,800円（税込）［30個］
●ワイシャツ（4点入）5,400円（税込）［115個］
●ネクタイ（5点入）3,240円（税込）［60個］
●ベルト（3点入）2,160円（税込）［80個］
●ソックス（10点入）1,080円（税込）［180個］

カンタベリーオブ
ニュージーランド 北館2F

メンズ サイズ 3L～M
10,800円（税込）［計210個］

Gap/GapKids 北館1F

【1/1（元日）限定】
レディス 選べる福袋 Happy Bag
（全品対象10～5点まで）
60%OFF［100個］

整

AVIREX 南館1F
●レディス 10,800円（税込）［数量限定］
●メンズ 10,800円（税込）［数量限定］

GOOD DEAL 
GENERAL FACTORY 南館2F

●レディス 10,800円（税込）［数量限定］
●メンズ 10,800円（税込）［数量限定］

graniph(グラニフ) 南館2F
●レディス サイズ F 5,400円（税込）［数量限定］
●ユニセックス サイズ L/M/S/SS
  5,400円（税込）［数量限定］

コーエン 
ジェネラル ストア 北館1F

●レディス 5,400円（税込）［数量限定］
●メンズ 5,400円（税込）［数量限定］
●キッズ 3,240円（税込）［数量限定］

TOKYO SHIRTS 
COLLECTION 北館2F

●レディス 5,400円（税込）［10個］
●メンズ 5,400円（税込）［55個］
●ネクタイ 3,240円（税込）［30個］

RODEO CROWNS 
WIDE BOWL 南館2F

●レディス（アウターなど）10,800円（税込）［数量限定］
●メンズ 10,800円（税込）［数量限定］
●キッズ 5,400円（税込）［数量限定］

PLST 南館1F
●レディス 10,800円（税込）［40個］
●メンズ 10,800円（税込）［4個］

ライトオン 南館3F
●メンズ サイズ XL/L/M 10,800円（税込）［計8個］
●レディス 10,800円（税込） サイズ L/M 
  10,800円（税込）［計7個］

FREAK'S STORE 南館2F
●レディス SPECIAL PRICE［数量限定］
●メンズ SPECIAL PRICE［数量限定］

フレディ&グロスター 南館1F メンズ 10,800円（税込）［数量限定］
モルガンドゥトワ 北館2F

メンズ（アウターなど5～4点入）
10,800円（税込）［数量限定］

CIAOPANIC 南館2F

●レディス（アウターなど5点入） サイズ F
  10,800円（税込）［32個］
●メンズ（アウターなど5点入） サイズ L/M
  10,800円（税込）［計54個］

COMME CA ISM 
FOR HAPPY LIFE 北館2F

●レディス 
  21,600円（税込）/10,800円（税込）［数量限定］
●メンズ
  21,600円（税込）/10,800円（税込）
  5,400円（税込）［数量限定］
●キッズ 5,400円（税込）［数量限定］
●ベビー 5,400円（税込）［数量限定］

coca 北館1F レディス 3,990円（税込）［数量限定］

Schott 南館2F メンズ（アウターなど） 21,600円（税込）［70個］

スマイルランドリー 北館2F
ユニセックス
ランドリー2019年福袋（おみくじTシャツなど5点入）
サイズ L/M/S 10,800円（税込）［計72個］

キッズ

アカチャンホンポ 西館2F

赤ちゃんのための準備品
●おたのしみ20点セット
  10,800円（税込）［数量限定］
●おたのしみ11点セット
  5,400円（税込）［数量限定］
ディズニー ベビー福袋 11点セット
●10,800円（税込）［数量限定］

アプレ レ クール 西館2F
選べる福服セット（対象商品12点の中から5点まで）
5,400円（税込）［100個］

ALGY 北館1F キッズ 10,800円（税込）［数量限定］
アンパンマン
キッズコレクション 北館1F

キッズ 男児/女児（アウターなど6点入）
10,800円（税込）［数量限定］

Daddy Oh Daddy
(ダディ オー ダディ) 北館1F

キッズ 男児/女児（アウターなど5点）
5,400円（税込）［数量限定］

COMECHATTO & 
CLOSET 南館2F キッズ SPECIAL PRICE［数量限定］

アーバンリサーチストア 南館1F

レディス サイズ F
●URセット10,800円（税込）［20個］
●DOORSセット10,800円（税込）［6個］
●ROSSOセット10,800円（税込）［12個］
●KBFセット 8,640円（税込）［45個］
●KBF+セット 8,640円（税込）［10個］
メンズ サイズ L/M
●URセット10,800円（税込）［計37個］
●DOORSセット10,800円（税込）［計8個］

ete 南館2F
ハッピーバッグ
●21,600円（税込）［5個］
●10,800円（税込）［10個］

override 南館2F

レディス
●override福袋（5点入）5,000円（税込）［数量限定］
メンズ
●override福袋（5点入）5,000円（税込）［数量限定］

靴下屋 北館2F

レディス
●サイズ 24～22cm 1,500円（税込）［300個］
メンズ
●サイズ 27～25cm 1,500円（税込）［200個］

AMPHI FULFRU 南館2F

●セット組パック（ブラジャー&ショーツセット2点入）
  2,160円（税込）［160個］
●ブラパック（ブラジャー3点入）
　1,944円（税込）［250個］
●キャミパック（キャミソール2点入）
　1,512円（税込）［10個］
●ショーツパック（ショーツ3点入）
　1,000円（税込）［100個］
●ソングパック（Tバックショーツ3点入）
　1,000円（税込）［50個］

クレアーズ 西館2F

●ブルー（ヤング向け）福袋
  1,080円（税込）［数量限定］
●レインボー（ジュニア向け）福袋
  1,080円（税込）［数量限定］
●ピンク（キッズ向け）福袋
  1,080円（税込）［数量限定］

ゲンキ・キッズ 北館2F

キッズ
●コンバース（2点入） 5,800円（税込）［数量限定］
●ニューバランス（2点入） 5,800円（税込）［数量限定］
●HI-TEC KAPPA（2点入） 4,000円（税込）［数量限定］
●スーパースター（2点入） 3,800円（税込）［数量限定］
●ムーンスター（2点入）
   3,800円（税込）/3,500円（税込）［数量限定］

COLLECTORS 南館2F
メンズ
●ソックス（10点入） 3,240円（税込）［数量限定］
●インナー（5点入） 3,240円（税込）［数量限定］

THE KISS 北館1F
ファッショングッズ
●ネックレスなど5点入 5,400円（税込）［数量限定］
●ネックレスなど3点入 3,240円（税込）［数量限定］

ザ・クロックハウス 北館2F
お得な選べる福袋（ブランドウォッチ2点）
〈72,000～56,000円（税込）相当〉
10,800円（税込）［130個］

Cross Charm 北館2F ファッショングッズ SPECIAL PRICE［数量限定］

Ashbury
(アシュバリー) 南館3F LATESHOW サイズ L/M 〈10,260円（税込）相当〉 

6,480円（税込）［計30個］ 限

フレイヴァプレミアム 西館2F ファッショングッズ 5,400円（税込）［10個］ 限

csT&P 北館1F 選べる福袋（対象商品2点）20%OFF［20個］ 限

gifthat 南館3F
ユニセックス
●10,800円（税込）［10個］
●5,400円（税込）［10個］

限

CAPLAND 北館1F

●ファッショングッズ（3点入）
　〈15,000～9,000円（税込）相当〉
  1,080円（税込）［30個］
●【購入希望者限定】事前アンケート福袋
  10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］

AQUA SILVER 北館1F
ファッショングッズ（シルバーリングなど4点入）
10,800円（税込）［5個］

AMO'S STYLE 
by Triumph
(アモ スタイル バイ トリンプ)

北館2F
選べる福袋
（対象ブラジャー&ショーツセット2点、ルームウェア1点）
5,400円（税込）［370個］

ファッショングッズ

サムソナイト 北館2F

トラベル福袋（スーツケースなど）
●サムソナイトセット 21,600円（税込）［数量限定］
●アメリカンツーリスターセット
　16,200円（税込）［数量限定］

ジェリービーンズ 北館2F
【1/1（元日）限定】選べる福袋（セール品2点）
10,800円（税込）［数量限定］

Samantha Thavasa 
Petit Choice 南館2F

小物雑貨（コラボレーション商品もあり）
10,800円（税込）［数量限定］

motherways
(マザウェイズ) 西館2F

キッズ BOYS/GIRLS
5,400円（税込）［計100個］

ムージョンジョン 北館1F
キッズ 男児/女児（ジャケットなど5点入）サイズ 130～80cm
5,400円（税込）［数量限定］

きものやまと 北館2F

●カジュアルきもの福袋（きものなど5点入）
　〈19,800円（税込）相当〉
　10,800円（税込）［10個］
●選べる福袋（きものなど2点まで）
　〈12,800～9,800円（税込）相当〉
　5,400円（税込）［20個］

着物

マーキーズ 北館1F

●BOY'S福袋（アウターなど5点入）
  5,400円（税込）［25個］
●GIRL'S福袋（アウターなど5点入）
  5,400円（税込）［30個］

BREEZE(ブリーズ) 北館2F

●boys福袋（ウェアなど4点入）
  5,000円（税込）［数量限定］
●girls福袋（ウェアなど4点入）
  5,000円（税込）［数量限定］

petit main
(プティマイン) 北館1F

●BOYS福袋（ジャケットなど3点入）サイズ 110～80cm
  3,240円（税込）［数量限定］
●GIRLS福袋（ジャケットなど3点入）サイズ 130～80cm
  3,240円（税込）［数量限定］

※福袋の販売期間は1/1（元日）～3（木）となります（一部店舗を除く）。 ※福袋の販売個数・価格・内容は変更となる場合がございます。 ※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。



1/6（日）までは、21：00まで営業いたします。 ※12/31（月）は除く。

※掲載内容は2018年12月26日（水）時点のものです。予告なく変更する場合がございます。※レディス＆メンズ等のショップでキッズ商品のお取り扱いがある店舗もございます。※掲載価格は、消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。

ファッショングッズ グルメ・フード生活雑貨

マーレマーレ
デイリーマーケット 西館1F

●レディス（シューズ3点入） 5,400円（税込）［70個］
●メンズ（シューズ2点入） 6,480円（税込）［20個］

ムラサキスポーツ 南館3F
●レディス 12,960円（税込）［10個］
●メンズ 12,960～10,800円（税込）［30個］

アフタヌーンティー・
ホーム&リビング 南館1F

●キッチン家電&食器セット 10,800円（税込）［20個］
●キッチン用品&食器セット 5,400円（税込）［120個］

イセタン ミラー 
メイク&コスメティクス 北館1F

ISETAN MiRROR HAPPY BAG 2019 
SPECIAL PRICE［数量限定］

BLESS 南館3F

●レディス 
  10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］
●メンズ
  10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］
●ユニセックス
  10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］

PEACH JOHN 
THE STORE 南館2F

レディス
●ブラジャーなど9点入 サイズ D/C/B（各75～65） 
  5,400円（税込）［数量限定］
●ルームウェアなど9点入 サイズ M/S
  5,400円（税込）［数量限定］
●パンティ3点入 サイズ L/M/S
  1,080円（税込）［数量限定］

ヴィレッジヴァンガード 南館3F

バラエティ雑貨
●愛☆まどんなパッケージ
  10,800円（税込）［数量限定］
●AC部パッケージ（2種）
  5,400円（税込）［数量限定］
●浅野いにおパッケージ（7種）
  3,500円（税込）［数量限定］

オルビス・ザ・ショップ 北館2F

HAPPY BAG
●ONEボトル 3,500円（税込）［144個］
●ジェルボトル 2,500円（税込）［450個]
●リキッドボトル 2,300円（税込）［648個］

シーベレット 西館2F
HAPPY BAG（キャラクター）
●3,240円（税込）［72個］
●2,160円（税込）［128個]

好日山荘 南館3F
●レディス（ウェア） 16,200円（税込）［数量限定］
●メンズ（ウェア） 16,200円（税込）［数量限定]

置地廣場 北館2F
●福箱（こだわりの器など） 10,800円（税込）［数量限定］
●器の福袋（美濃焼など） 3,240円（税込）［数量限定］
●手拭と雑貨の福袋 2,160円（税込）［数量限定］

212 KITCHEN STORE 北館2F

キッチン雑貨
21,600円（税込）/10,800円（税込）
5,400円（税込）/3,240円（税込）
［数量限定］

限

HIPSHOP 南館2F

●2019 HIPSHOP Brand福袋（アンダーパンツ5点入）
  4,000円（税込）［400個］
●2019 OUTDOOR PRODUCTS福袋（ボクサーパンツ8点入）
  3,500円（税込）［400個］

ブルーブルーエ 北館1F
ファッショングッズ
●グローブなど9点入 5,000円（税込）［35個］
●グローブなど6点入 3,000円（税込）［50個］

bijou SOPHIA 北館1F ファッショングッズ SPECIAL PRICE［数量限定］

WASHINGTON 
et Studio 北館2F

レディス（ハンドバッグ）
10,800円（税込）［5個］

犬ごころ 北館1F
●フェレット用品 SPECIAL PRICE［数量限定］
●犬用品 SPECIAL PRICE［数量限定］ 限

THE COSMOS 
(ザ コスモス) 南館2F 化粧品 SPECIAL PRICE［150個］ 限

ロフテー枕工房 南館2F まくら SPECIAL PRICE［5個］ 限

コジマ × ビックカメラ 南館3F 家電製品 SPECIAL PRICE［数量限定］
コスメキッチン 南館2F ナチュラル&オーガニックコスメ詰め合わせ 

5,400円（税込）［150個]

生活雑貨

生活の木 北館2F

●アロマベストセレクション（エッセンシャルオイル18点入）
　10,000円（税込）［100個］
●アロマ&ハーブエンジョイセット（アロマなど7点入）
　5,000円（税込）［120個］

3COINS 北館2F

生活雑貨
●ポーチなど4点入 324円（税込）［数量限定］
●マシュマロクルーソックスなど3点入 324円（税込）［数量限定］
●アクセサリーなど6点入 324円（税込）［数量限定］
●マニキュアなど19点入 324円（税込）［数量限定］

スヌーピータウン
ショップ 北館1F

●雑貨福袋2019（雑貨など6点）
　3,240円（税込）［数量限定］
●オリジナルステーショナリー福袋2019
　（ステーショナリー雑貨など9点）
　1,620円（税込）［数量限定］

チュチュアンナ 北館1F

●インナー （ブラジャーなど6点入）
　〈10,000～8,000円（税込）相当〉
 　3,000円（税込）［60個］
●ソックス（7点入）〈2,350円（税込）相当〉
 　1,000円（税込）［90個］

トレセンテ 北館1F
ファインジュエリー
50,000円（税込）/30,000円（税込）［1個］

STONE MARKET
(ストーンマーケット) 北館1F

●レディス 2,000円（税込）［数量限定］
●ユニセックス 2,000円（税込）［数量限定］
●パワーストーン
   10,000円（税込）/5,000円（税込）
   3,000円（税込）/2,000円（税込）［数量限定］

JINS(ジンズ) 北館2F
ポチ袋入りメガネ券〈14,040～8,640円分相当〉
6,480円（税込）［130個］

スーパースポーツゼビオ 北館2F ファッショングッズ SPECIAL PRICE［数量限定］

ジュエリーツツミ 北館1F

●オーロラ花珠真珠（花珠真珠ネックレスなど2点入）
  108,000円（税込）［数量限定］
●50,000円福袋（リングなど2点入）
　50,000円（税込）［数量限定］
●選べる10,000円福袋（ジュエリー2点まで）
　10,800円（税込）［数量限定］

ジュエルナローズ 南館2F
ファッショングッズ（スーツケースなど）
17,000円（税込）［10個］

ペットパラダイス 北館1F

●ペット衣類福袋（5～4点入）サイズ 大型犬～小型犬
　8,640～5,400円（税込）［数量限定］
●おやつ福袋
　1,080円（税込）［数量限定］

ファンケル 北館1F

●極上エイジングケア※セット
　15,000円（税込）［50個］
●スペシャル素肌美セット
　10,000円（税込）［60個］
●贅沢コラーゲンセット
　5,000円（税込）［20個］
●こだわり青汁&発芽米セット
　3,000円（税込）［15個］
※エイジングケアとは、年齢に応じた、ハリ・ツヤ・キメのケアのことです。

ボーズ・ダイレクトストア 北館1F

生活雑貨
●Noise-Masking Sleepbuds
　30,780円（税込）［数量限定］
●QuietControl 30 wireless headphones
　29,700円（税込）［数量限定］
●SoundTouch 10 speaker
　22,680円（税込）［数量限定］
●QC20 noise cancelling headphones
　20,412円（税込）［数量限定］
●SoundSport wireless headphones
　17,280円（税込）［数量限定］

Franc franc 北館2F

HAPPY BOX
●FUNNY COOKING（キッチングッズ）
　5,000円（税込）［100個］
●PRINCESS BEAUTY（バスグッズ）
　5,000円（税込）［104個］

Flying Tiger 
Copenhagen 南館1F 生活雑貨 1,080円（税込）［150個］

無印良品 北館2F 福缶 2,019円（税込）[数量限定]
MOMO natural 西館2F 生活雑貨 5,400円（税込）[数量限定]

MARKS&WEB 南館2F
ニューイヤーサンクスバッグ（デイリーケアなど）
5,000円（税込）［100個］ 整

ロクシタン 南館2F
ニューイヤープレミアムラッキーバッグ2019
10,800円（税込）［数量限定］ 整

ペットエコ横浜 北館1F 生活雑貨 SPECIAL PRICE［数量限定］

TRAVEL STYLE
 by MILESTO 北館2F

●ブリーフセット（2点入） 10,800円（税込）［10個］
●ボディバッグセット 5,400円（税込）［10個]
●メッセンジャーセット 5,400円（税込）［10個］

HAPiNS(ハピンズ) 北館2F
●fukufukuにゃんこ福袋 3,000円（税込）［60個］
●スマイル福袋 3,000円（税込）［42個]
●オリジナル福袋 3,000円（税込）［9個］

PERFUMAGIC
(パフューマジック) 北館1F

●レディス 2,160円（税込）～［数量限定］
●メンズ 2,160円（税込）～［数量限定］

東急ハンズ 北館1F

●キッチン用品
　5,400～1,080円（税込）［数量限定］
●ヘルス&ビューティ
　4,860～1,080円（税込）［数量限定］

フララニハワイ 北館2F

●レディス
　10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］
●メンズ
　10,800円（税込）/5,400円（税込）［数量限定］

NORDICO 西館2F
インテリア雑貨（クッションなど）
SPECIAL PRICE［数量限定］ 限

これっと九州・沖縄 西館1F

●九州うまいもの福袋
  2,160円（税込）［100個］
●沖縄福袋（明星 沖縄そばなど）
  2,160円（税込）［250個］

限

築地銀だこ・銀のあん 西館1F

銀だこ福袋
●5,000円（税込）［100個］
●3,000円（税込）［400個］
●1,000円（税込）［1,000個］

限

鶏三和 北館1F 鶏三和福袋 1,200円（税込）［20個］ 限

インテリア

グルメ・フード

Eggs 'n Things
(エッグスンシングス) 南館1F

グルメ・フード
●ミールチケット3点など7点入 5,400円（税込）［50個］
●ミールチケット2点など5点入 3,240円（税込）［40個］

おいしい笑顔 鳥ぷろ 西館1F 手羽から福袋 540円（税込）［100個］

北海道うまいもの館 西館1F
●5,000円福袋 5,000円（税込）［10個］
●3,000円福袋 3,000円（税込）［50個］ 限

ロピア 西館1F
グルメ・フード 
SPECIAL PRICE［数量限定］ 限

ドンク 西館1F
【1/1（元日）限定】
パンセット（干支パンなど）
1,080円（税込）［10個］

限

大戸屋 ごはん処 北館3F
お楽しみ袋
●6,000円（税込）［30個］
●3,000円（税込）［111個］

果汁工房 果琳 西館1F ジュースギフト券（10点入） 4,000円（税込）［300個］

ディズニーストア 北館1F ラッキーバッグ（ファミリー）3,000円（税込）［820個］

ティファールストア 北館2F

●T-falスペシャルセット （取っ手のとれる調理器具など）
  30,000円（税込）［30個］
  30,000円（税込）［20個］
  20,000円（税込）［15個］
  10,000円（税込）［20個］
●T-falスペシャルセット （電気ケトルなど）
  10,000円（税込）［20個］
  5,000円（税込）［100個］
  5,000円（税込）［50個］

DHC直営店 北館1F

【お一人様各1個限定】
●ダブルリッチ モイストセット♪福袋
　10,200円（税込）［数量限定］
●リッチにぷるるん♪福袋
　11,700円（税込）［数量限定］
●Q10うるおい&オールインワン福袋
　7,200円（税込）［数量限定］
●Q10うるおいチャージ福袋
　5,000円（税込）［数量限定］

コールド・ストーン・
クリーマリー 北館1F

アイスクリームチケット
●5,000円（税込）［10個］
●3,000円（税込）［130個］
●1,000円（税込）［210個］

タリーズコーヒー 西館1F
グルメ・フードバッグ
10,000円（税込）/5,000円（税込）
3,000円（税込）［数量限定］

房の駅 西館1F
グルメ・フード（ピーナッツなど）
10,800円（税込）/5,400円（税込）
2,484円（税込）［数量限定］

ドトールコーヒー 北館1F

●ドリップカフェセット
  5,500円（税込）/4,300円（税込）
  3,300円（税込）/1,800円（税込）［数量限定］
●コーヒー豆セット
  5,500円（税込）/4,300円（税込）
  3,300円（税込）/1,800円（税込）［数量限定］

LUPICIA(ルピシア) 北館1F

お茶の福袋
●松 10,800円（税込）［10個］
●竹 5,400円（税込）［850個］
●梅 3,240円（税込）［1,100個］

100時間カレー
EXPRESS 北館1F

レトルト3種（ビーフカレーなど）
●カレー4杯無料チケット付き
  3,000円（税込）［数量限定］
●カレー1杯無料チケット付き
  1,500円（税込）［数量限定］
●基本セット
  1,000円（税込）［数量限定］

マザーリーフ 北館1F

●オリジナルトートバッグ（オリジナルカレンダー付き）
  5,000円（税込）［70個］
●オリジナルボトル入福袋（ランチ・ドリンクチケット付き）
  3,600円（税込）［30個］

ミスタードーナツ 西館1F
ミスド福袋2019（ドーナツ引換券など）
2,160円（税込）/1,080円（税込）［数量限定］

ゴディバ 南館1F 福袋2019 3,000円（税込）［340個］

とんかつ新宿さぼてん 西館1F カレーセット 1,500円（税込）［100個］
BABBI 南館1F ウエハース詰め合わせ 3,240円（税込）［150個］

ファクトリーシン 
チャプチーノ 西館1F 焼き菓子詰め合わせ 1,080円（税込）［400個］

Hill Top Rachel Cafe
(ヒルトップ レイチェル カフェ) 北館1F

2019マル得福袋（お食事券3,000円分含む6点入） 
3,564円（税込）［数量限定］

マクドナルド 北館店 北館1F マクドナルドグッズ（商品券付き）3,000円（税込）［200個］

マリンガーデン 西館3F

●アソート福袋（ぬいぐるみなど）
　100円（税込）［1,000個］
●お菓子福袋
　100円（税込）［1,000個］

限

CLAUDEmonet
H2O・AVEDA 南館2F

●ケラスターゼヘアケア製品福袋
　2,019円（税込）～［20個］
●アヴェダヘアケア製品福袋
　2,019円（税込）～［20個］

限

エースコンタクト 西館1F
生活雑貨（コンタクトレンズ洗浄液など）
8,720円（税込）/4,860円（税込）［数量限定］

スタジオアリス 北館1F
【予約限定】アリス福袋（全5コース）
10,000円（税込）～［数量限定］

チョッキンズ 北館2F
チョキわく袋（キッズカット無料券など）
2,700円（税込）［50個］

GRAVITY RESEARCH 南館3F

おトクなチケット福袋
●3トライチャレンジチケットなど
　1,000円（税込）［5個］
●親子体験チケットなど
　1,000円（税込）［5個］
●子ども体験チケットなど
　1,000円（税込）［5個］
●90分ボルダリングビジター利用チケットなど
　1,000円（税込）［5個］

限

トータルセラピー 北館2F

●ディフューザーなど（ギフト券1,080円分3点付き）
　15,000円（税込）［2個］
●エッグアロマストーンなど（ギフト券1,080円分3点付き）
　6,000円（税込）［10個］
●お好きなハーブティー8点（ギフト券1,080円分3点付き）
　3,000円（税込）［10個］

ビューズ 
アイブロウスタジオ 南館1F

スキンケア
●福袋 5,000円（税込）［10個］
●スターターセット 1,500円（税込）［15個］

ボーネルンド 
あそびのせかい 北館2F

ハッピーバッグ（あそび道具各4～3点入）
●ファミリーセット
　5,000円（税込）［5個］
●ベビーセット
　3,000円（税込）［10個］

●ファミリーセット
　3,000円（税込）［20個］
●トドラーセット
　3,000円（税込）［10個］

上海 柿安 南館3F グルメ・フード SPECIAL PRICE［数量限定］

リンガーハット 北館1F グルメ・フード SPECIAL PRICE［数量限定］

サービス

ビューティー・リラクゼーション

カルディ
コーヒーファーム 北館1F

グルメ・フード
●食品 3,500円（税込）［224個］
●もへじ 2,000円（税込）［162個］
ワイン
●シャトー・ボイド・カントナック 
  6,000円（税込）［24個］
●ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ 
  3,500円（税込）［60個］
●シャンパーニュ・プリウール・トラディション
  2,800円（税込）［30個］
コーヒー
●贅沢セット 5,500円（税込）［26個］
●こだわりセット 2,700円（税込）［448個］
●人気セット 1,700円（税込）［1,088個］

整

口福堂 西館1F
グルメ・フード（和菓子など） 
SPECIAL PRICE［数量限定］

CAFÉ & SOFTCREAM 
マザー牧場 北館1F

グルメ・フード（ペア入場券など4点入）
1,000円（税込）［400個］


