リニューアル

ラゾーナグランドオープン特典
リニューアルを記念したおトクがいっぱい！

RENEWAL

TOPS×BOTTOM SET販売

8,629円（税込）

特別価格

他社からのお乗り換えで

32,400円OFF
ドコモショップ/4F/携帯電話

10%OFF
※4/27
（金）
〜

ファッション

アクシーズファム/3F/レディス・服飾雑貨

（金）

5/6

（日）

7,560円（税込）以上お買上げで

タンブラープレゼント
※なくなり次第終了

RENEWAL

10％ＯＦＦ

お買上げで

スマイルシードロゴシール
プレゼント ※なくなり次第終了

※革・和服・布団などの特殊製品を除く

カフェ&レストラン

自店メンバーズ会員様

RENEWAL

4/20

Garden by oneway/3F/レディス・服飾雑貨

3点以上のご利用でドライクリーニング

AVAN LILY/3F/レディス・服飾雑貨
RENEWAL

ファッション

ファッション

スペシャルプライス

サービス&その他

おトクなお 買 物チャンス！

第2弾

グローバルワーク/3F/メンズ・レディス・キッズ

ベニスクリーニング/1F/クリーニング
おみやげチョコクロ
（5個入）

特別価格820円（税込）

（季節のチョコクロ1個プレゼント）

10,800円（税込）以上お買上げで

サンマルクカフェ/3F/カフェ

サコッシュプレゼント
※なくなり次第終了

BEAMS/2F/メンズ・レディス

10%OFF

ご飲食代より

10%OFF

※4/22（日）
まで

自社ポイントカード会員様・新規ご入会で

10%OFF
※4/24
（火）
まで

ファッション雑 貨

Radiate/2F/レディス・服飾雑貨
対象のサングラス

10%OFF

※限定100個

Piu、de piu/3F/ベビー・キッズ

マンゴツリーカフェ/4F/タイ料理

RENEWAL

①ホットドッグ全品

3,240円（税込）以上お買上げで

ギフトバッグプレゼント

※4/30
（月・休）
まで

ダイニング・セレクション

BAYFLOW/3F/メンズ・レディス・服飾雑貨

RENEWAL

10,800円（税込）以上お買上げで

ノベルティトートバッグ
プレゼント ※なくなり次第終了

100円引き

PLST/3F/レディス

※10:00〜17:00（オープンは8：00）

500

5,400円（税込）以上お買上げで

②グラスビール＋フィッシュアンドチップス
円
（税込）
※17:00〜21：30（ラストオーダー）

ＢＲＥＥＺＥオリジナルトートバッグ
プレゼント ※限定150個

※4/22
（日）
まで

BREEZE/3F/ベビー・キッズ

E PRONTO/1F/カフェ、バー

イワキメガネ/4F/眼鏡
2点以上お買上げで

10%OFF
5,400円（税込）以上お買上げで

10%OFF

10%OFF

〈SLY〉15,000円（税込）以上お買上げで

タオルとビーチサンダルプレゼント

琥珀堂/1F/ステーキ丼

※4/27
（金）
〜 ※なくなり次第終了

牛肉弁当

1,188円（税込）

特別価格

※各日先着10食限定

浅草今半/1F/米飯
惣之助の詩
（抹茶ミルク味）
（8個入）

20%OFF

Zoff/3F/眼鏡

ファッション雑 貨

フレームお買上げで2本目以降

〈MOUSSY〉15,000円（税込）以上お買上げで

タオルとトートバッグプレゼント

※4/28
（土）
〜 ※各日50個限定

グラン・フード

ファッション雑 貨

RENEWAL

RENEWAL

米沢牛コロッケ1個プレゼント

薄型非球面レンズ付きメガネ一式

JINS/3F/眼鏡

BAYFLOW/3F/メンズ・レディス・服飾雑貨

1,000円（税込）以上のどんぶりご注文で

override/2F/服飾雑貨・帽子

4,212円（税込）

※なくなり次第終了

※4/22
（日）
まで

ケンタッキーフライドチキン/1F/フライドチキン・ハンバーガー

※一部対象外あり

特別価格

オリジナルバンダナプレゼント

1,000円（税込）

特別価格

靴下屋/3F/服飾雑貨

RENEWAL

デニムお買上げで

オリジナルチキン４ｐｃ＋ナゲット5pc

※4/22
（日）
まで

MOUSSY+/2F/レディス・服飾雑貨
19,440円（税込）以上お買上げで

オルゴールケースプレゼント
※ファッションジュエリー対象 ※なくなり次第終了

canal4℃/3F/ジュエリー・服飾雑貨

菓子匠 末広庵/1F/和菓子
串揚げ10本

特別価格1,080円（税込）※平日水・金曜限定

1０％ＯＦＦ

①

②人気アイテム1型

お買上げで

オリジナルグッズプレゼント

串揚げどれでも1本

特別価格108円（税込）※土日祝限定

3,900円（税込）

※なくなり次第終了

魚道楽・富惣/1F/魚惣菜

※4/28
（土）
〜 ※なくなり次第終了

CALZEDONIA/3F/服飾雑貨
つぶあん

WA ORiental TRaffic/3F/シューズ

ＵＶ製品（キールズ ＤＳ ＵＶディフェンストーンアップクリーム、
ＣＣクリーム、
アドバンストいずれか1品）
お買上げで

120円（税込）

特別価格

ＤＳ クリアリーホワイト
ブライトニング エッセンスの
トラベルサイズ（4ｍｌ）プレゼント

※4/27
（金）
まで

昇運招福 おめで鯛焼き本舗/1F/鯛焼き
①オロビアンコセール

ズワイちらし

３０〜５０％ＯＦＦ

※4/27
（金）
〜 ※なくなり次第終了

799円（税込）

特別価格

②ボンファンティーセール
（ボディ、
ショルダー、
ワンショルダー）

キールズ/2F/化粧品

※4/30
（月・休）
まで

4０％ＯＦＦ

NEW OP
SH

寿司処古市庵/1F/米飯

ドラスティック ザ バゲージ/3F/服飾雑貨

マイボトル有機ルイボスティー ティーバッグ

43,200円（税込）以上お買上げで
オリジナルト−トバッグプレゼント

10%OFF

※4/30
（月・休）
まで ※限定20個

TOMIZ/1F/製菓材料・グロサリー

kate spade new york/2F/バッグ・服飾雑貨

対象のシーズンバッグ

1,000円ＯＦＦ

唐揚各種

10%OFF

※4/30
（月・休）
まで

4,000円（税込）以上
（各種割引適用前）
お買上げで

ＤＨＣオリジナルオリーブポーチ
プレゼント ※5/1（火）〜 ※なくなり次第終了

ビッグオーブン・チキンアサヒ/1F/鶏惣菜

ヒッチハイク/3F/バッグ・服飾雑貨

DHC直営店/3F/化粧品・健康食品
RENEWAL

条件を満たすともらえる！

ノベルティ

きものケア

※4/27
（金）
〜30日
（月・休）

サービス&その他

YAMATO/3F/呉服

ファッション

20%OFF

プレゼント ※なくなり次第終了

東京小町/2F/化粧品・その他雑貨

RENEWAL
8,000円（税込）以上お買上げで

Body Mistプレゼント

各ブランド

AVAN LILY/3F/レディス・服飾雑貨

（MSPC、
モルフォ、
エルゴポック、
オロビアンコ）

ノベルティプレゼント ※なくなり次第終了

〈atelier haruka〉
ネイル、
ヘアメイクの施術を受けた方限定

ドラスティック ザ バゲージ/3F/服飾雑貨

1,080円（税込）

眉カット 特別価格

プロがおススメする春色メイクの商品
お試しレッスン無料（約15分）※ご予約優先

KITANO ACE/1F/グロサリー・リカー

ハガブル リップ カラープレゼント

ファッション雑 貨

菓匠清閑院/1F/和菓子

レトルトカレーハッピーバッグ
1,080円（税込）※なくなり次第終了

18,900円（税込）以上お買上げで

インテリア& 雑 貨

お買上げで

※各日先着10名様 ※1会計につき1枚

オー・ファン・パレ/1F/洋菓子
2,000円（税込）以上お買上げで

保冷バッグプレゼント

ヨックモック/1F/洋菓子

花月集（イベント限定、1年に1度きりの販売）
1,080円（税込）※4/27（金）〜5/2（水）※限定200個

その他

RENEWAL

〈母の日フェア〉
4/20（金）〜5/13（日）

特製ギフトボックス無料サービス
COMME CA STYLE/3F/メンズ・レディス
RENEWAL

TMT別注Tシャツ発売
【レディス】
ファティマモロッコPOPUP開催
【メンズ】

ナノ・ユニバース/2F/メンズ・レディス・服飾雑貨・その他雑貨

粗品1点プレゼント

WA・BI・SA/1F/洋菓子

何が出るかはお 楽しみ！
カフェ&レストラン

ハッピーバッグ

ZiPSセット
（コールドブルー ブレンド デカフェ＋ドリンクチケット）
1,080円（税込）
（タリーズハニー＋ビーンズ+トートバッグ＋ドリンクチケット）
2,150円（税込）
※なくなり次第終了

ご利用時に本チラシご持参で

次回使える500円食事券
プレゼント

ソフトドリンク１杯
サービス

※4/26
（木）
まで、限定250個
※5/3
（木・祝）
〜、限定150個

2,160円（税込）以上お買上げで
※なくなり次第終了

※4/27
（金）
〜30
（月・休）

212 KITCHEN STORE/3F/生活雑貨

お食事ご注文で

花形づくし 1,080円
（税込）

BEAMS CLUBカードご利用で

自店ポイント2倍
※4/22
（日）
まで

BEAMS/2F/メンズ・レディス

GRILL&PUB The NICK STOCK/4F/グリル・スポーツバー

ラーメンご注文で

ソフトドリンク１杯

100円（税込）

札幌 みその/1F/ラーメン
2,500円（税込）以上お買上げで

自店ポイント5倍
※4/20
（金）10:00〜21:00限定

グラン・フード

※なくなり次第終了

5,400円（税込）以上お買上げで

自店ポイント3倍

南国酒家 NANGOKUSYUKA/4F/中国料理

スーパー

2,160円（税込）以上お買上げで

シガール（3本入）プレゼント

RENEWAL

EX Blue THE BUFFET/4F/ブッフェレストラン

ダイニング・セレクション

横濱元町 霧笛楼/1F/洋菓子

ファッション

※各日先着10本

マークスアンドウェブ/2F/化粧品・生活雑貨

※3,000円
（税込）以上のご利用で使用可

人気の高い中国料理を集めた特別コース

お楽しみはまだまだ！

1,080円（税込）以上お買上げで

スティック味噌汁プレゼント
煉瓦の誘惑いずれか1本プレゼント

500円（税込）

California Pizza Kitchen/4F/プレミアムピザダイニング

京都・六角 蕪村菴/1F/米菓

サンドイッチハウス メルヘン/1F/サンドイッチ

2,160円（税込）以上お買上げで

テイクアウト限定スムージー
フレイバー3種類（ストロベリー・ラズベリー・マンゴー）

「春のスタンダードコース」
4,536円（税込）

※4/27
（金）
まで ※限定100個

美噌元/1F/味噌汁専門店

ROSE BUD/2F/レディス・服飾雑貨・その他雑貨

カフェ&レストラン

※なくなり次第終了

タルトお買上げで

プリントクッキープレゼント

※限定50セット

インテリア& 雑 貨

2017ＡＷデビューのオリジナルブランド
ｍｉ
ｃ
ｉ のラゾーナ限定アイテム販売

グラン・フード

グラン・フード

ソフトバンク×ワイモバイル/1F/携帯電話

RENEWAL

カフェ&レストラン

※なくなり次第終了

ファッション

サービス&その他

限定アイテム

ロフト/3F/生活雑貨

オリジナルノベルティプレゼント

500円（税込）

今だけ！すぐ 手に 入 れよう！

※4/2１
（土）
〜 ※限定500個

携帯をご提示で

ラベンダー精油が香るお得なワンコインセット
（ハンドメイドボタニカルソープ100g、
ハーバルバスソルト40g）

ミスタードーナツ/1F/ドーナツ

トートバッグプレゼント

ABCクッキングスタジオ/3F/料理教室

※備品・修理代は除く

ヴァンドーム青山/2F/ジュエリー・服飾雑貨

貴和製作所/2F/アクセサリー・その他雑貨

972円（税込）※151円（税込）以下のドーナツ限定

ロフトラゾーナ店で3,000円
（税込）以上お買上げで

NEW OP
SH

自店ポイント2倍

日程： 4/21（土）
時間： 13：00〜17：00（最終受付16：30）
場所： 貴和製作所 店内

※4/22
（日）
まで ※限定100セット

エコバッグ、
レシピブック、
体験無料券プレゼント ※なくなり次第終了

※4/22
（日）
まで

ハンドメイドハーバリウムの
スペシャルワークショップ
参加費：2,500円（税込）

人気ドーナツ6個とマグカップ1個で

※限定50個

OLYMPIA/3F/生活雑貨

自店ポイント3倍

ROSE BUD/2F/レディス・服飾雑貨・その他雑貨

三國屋善五郎/1F/日本茶・紅茶

ふせんプレゼント

ご来店で

RENEWAL

ハッピーバッグ
5,400円（税込）※限定100個

※限定300個

M・A・C/2F/化粧品

タリーズコーヒー/1F/カフェ

パンドラ/2F/ジュエリー・服飾雑貨

ファッション

マーレマーレデイリーマーケット/3F/シューズ

グラン・フード

ファッション雑 貨

プレゼント ※4/27（金）〜 ※なくなり次第終了

※限定30個

※なくなり次第終了

お楽しみ袋
1,080円（税込）※なくなり次第終了

27,000円（税込）以上お買上げで

オリジナルジュエリーポーチプレゼント

アディダス オリジナルスショップ/2F/メンズ・レディス・キッズ

アトリエはるか
（ｺｽﾒﾏｰｹｯﾄ）/2F/ヘアメイク・ネイル

6,000円（税込）以上お買上げで

RENEWAL

16,200円（税込）以上お買上げで

スペシャルグラフィックをプリントした
サコッシュプレゼント

〈cosme market〉

マーレマーレオリジナルノベルティ

10,800円（税込）以上お買上げで

東京小町オリジナルエコバッグ

SANWA/1F/スーパー
1,500円（税込）以上お買上げで

次回使えるクーポンプレゼント

※各日先着100名様 ※クーポンご利用可能期間：5/8（火）〜31（木）
RF1/ベジテリア/神戸コロッケ/1F/洋惣菜
1,500円（税込）以上お買上げで

次回使えるクーポンプレゼント

※各日先着100名様 ※クーポンご利用可能期間：5/8（火）〜31（木）
融合/1F/アジアン惣菜

4/27
（金）
OPEN

①スペシャルな一日一汗体験をしませんか？

4/20
（金）
、
屋外ヨガクラスを無料で開催
②4/27
（金）
〜29
（日・祝）
の間、

スペシャルなヨガクラスを店内にて無料で開催
（詳細は公式FACEBOOKまで @lululemontokyo）

lululemon/2F/メンズ・レディス・服飾雑貨

●その他サービス・特典などとの併用ができない場合がございます。●商品の数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。●比較対照価格は、
各社通常価格、
メーカー希望小売価格、
もしくは輸入
元希望小売価格となります。●掲載価格は、消費税を含んだ総額の表示となっております。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。●掲載内容・
価格は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。●掲載内容は2018年4月20日
（金）
時点での内容になります。●掲載内容のお問い合わせは各店舗にご確認ください。●掲載の記事、
写真、
イラストなどの無断転載は固くお断りいたします。

