
※イベントは天候等により、やむを得ず中止になる場合や実施場所が変更になる場合がございます。　※掲載画像はイメージです。　　
※掲載価格は2018年2月1日（木）時点での価格になります。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。　※ 表示価格は「参考価格」です。商品によって、あるいは複数お買い求めの場合、 お支払い額が税込価格の合計と異なる場合がございます。 　
※掲載している商品・プレゼントにつきましては、無くなり次第終了となります。　※一部除外品あり。　※掲載内容の詳細につきましては、各店舗へお問い合わせください。

FRESHNESS BURGER
TEL.0466-55-1155

1F

新年度キャンペーン

老舗 菊野屋の手作り和菓子・洋菓子を入荷しました！

明光義塾藤沢本町教室
TEL.0466-55-1121

1F

TULLY'S COFFEE
TEL.0466-55-2522

1F

卒業記念撮影・卒業袴
レンタルご予約承り中！
詳しくは店頭へお問い合わせいただくか、
らかんスタジオホームページをご覧ください。

大好評！足つぼセットコース 

白旗なのはなクリニック
TEL.0466-55-2511

2F
スマイル歯科医院
TEL.0466-54-1182

2F

当院では最新の技術を導入し、
過剰な治療は極力なくすなど、

再発予防を考えた計画的治療を行っています。

正しいブラッシングや定期的な検診で

虫歯ゼロを目指そう!

2/1（木）～3/31（土）

TAYA blue label
TEL.0466-55-1125

2F

卒業式のヘアセット・メイク・着付けのご予約承ります！

有隣堂 トレアージュ白旗店
TEL.0466-50-7550

2F

～2/21（水）まで

2/1（木）～3/31（土）

ブランケットやクッションなど冬物の雑貨を表示価格の
50％のお値打ち価格でご提供！

マスキングテープや筆記具などを「戌年」にちなみ
70％＋1＋1（ワンワン）⇒ 72％OFF の最終大放出！この機会にぜひご来場ください♪

冬物雑貨クリアランスセール

スーパーマーケット　ピーコックストア
TEL.0466-55-1151

1F

●ヘアセット　4,320円     ●メイク　4,320円
●袴着付け　5,400円　　●振袖着付け　10,800円 

りらくるではご希望のお客様にスリープバンテージ(横向き抱き枕)を
ご用意しております。ぜひ一度ご利用ください。

無添 くら寿司
TEL.0466-55-3170

2F

りらくるオリジナル、
スリープバンテージロングが大好評！

お疲れの方におすすめ！お客様によりご満足いただけるように、
もみほぐしに足つぼを加えたセットコースをご用意しております。
いつもより疲れを感じていらっしゃる方はぜひお試しください！

セットコースは45分以上でご案内いたします。

2/20（火）・3/20（火）

らかんスタジオ
TEL.0466-23-2111

1F

りらくる
TEL.0466-27-9100

1F

恒例「朝市」
・青果コーナー 99円  均一セール

・牛・豚・鶏 よりどり3パック1,080円  セール
※3パック1,000円シールが貼ってある商品はすべて対象

(

税
込) (

税
込)

2/2(金)、9(金)、10(土)、16(金)、23（金）、24（土）、3/2（金）、
3/9（金）、10（土）、16（金）、23（金）、30(金)、31(土)

1F

2F

2/1（木）～3/31（土）～4月末まで

AKI'S
TEL.0466-28-2712

1F

期間中のご入会で

2/1（木）～2/28（水）

HANAYATA
TEL.0466-28-8759

1F

卒業式応援セール

わくわく広場
TEL.0466-21-8969

1F

・草餅・・・2個 232円（税抜）
・大福餅・・・2個 259円（税抜）
・濃厚ガトーショコラ・・・208円（税抜）

マナーズサウンド療法　体験モニター

くら出汁 牛丼 507円

2/1（木）～無くなり次第終了

「マナーズサウンド療法」とは細胞が健康な時に発している音で
その人本来の健康状態に戻すセラピーです。

代替療法の1つとしてWHOにも認められています。身体の不調を感じる方などに、心身の状態を整え、
健康な状態に近付ける方法の1つとして活用していただけたらと考えています。

今回は体験モニターとして特別価格で施術を受けていただけます。
詳しくは受付まで、または当院HPをご覧ください。

毎週月曜日

20日・30日は、うれしいお得がたくさん！

※ピーコックストア内「神奈中クリーニング」・「ノーラン（ベーカリー）」、
ハックドラッグ調剤薬局のレシートは、対象外となります。予めご了承ください。

※なくなり次第終了となります。

「ピーコックストア」「ハックドラッグ」「わくわく広場」「有隣堂」で
当日お買上げいただいた1,000円  以上（合算不可）の
レシートをご提示で抽選に1回ご参加いただけます。

Tポイント200ポイント
以上のご利用で

1.5倍のお買い物が
できます！

（例：1,000ポイントをご利用→1,500円分）

ハックドラッグ 
お客さま感謝デー

景品

2F 有隣堂 
レジカウンター

抽選会場

ピーコックストア 
お客さま感謝デー

各種イオンマークのついた
イオンカードと

WAON POINTカードの
ご利用・ご提示、または電子マネー

WAONのお支払いで

5％OFF！
先着150名様に
いずれか必ず当たる!

毎月

20日・30日
毎月

20日・30日
毎月

20日
お値打ちマルシェ

※人気商品はトレアージュ白旗HP内でご紹介しております!

2月・3月の店長おすすめ商品♪2月・3月の店長おすすめ商品♪

イオン商品券5,000円分1 等
QUOカード500円分2 等 有隣堂50円割引3等

3名様

27名様 120名様

トレアージュ
抽選会

2月は2/20(火)
・2/28(水)の
開催となります。

焼き芋150円（税抜)フェア
当店自慢の遠赤外線焼き芋機でじっくり焼いた
甘～い焼き芋がなんと150円（税抜）均一！
ぜひお試しください♪

2/10（土)～2/12（月・祝）

「トクバイ」アプリキャンペーン
無料でチラシが見られる便利アプリ「トクバイ」を
ダウンロードしていただくと、5％OFFクーポンをプレゼント！

※詳細・アプリのダウンロード方法につきましては
　お気軽に店舗スタッフにお問い合わせください。

開催中～2/4（日）まで

〈例〉ハックドラッグ1,000円ご購入レシートと
有隣堂1,000円ご購入レシートの2枚をお持ちなら、2回抽選ができます。

(

税
込)

※天候等により商品の提供ができない場合がございます。

しょうがスープ  
(8袋入り) 235円（税抜）

しるこサンド
141円（税抜）

高級芋菓子 芋ケンピ
148円（税抜）

5,000円  以上の卒業式用ブーケ、
会場装花、鉢植などをご予約で

(

税
込)

くら出汁丼シリーズ 自家製出汁が決め手！

おすすめ
情報

200円分のクーポン券プレゼント
90分×4回の授業が無料！

あまおうフェアー
苺の女王、あまおうを使用したケーキや

パフェのスイーツが勢揃い！
※詳しくは、教室までお問い合わせください。

コーヒー豆を1袋(200g）ご購入いただくと、ビーンズポイントを通常2ポイントのところ、
上記のハッピービーンズデーにご購入いただくと4ポイントゲット！

20ポイントたまると、コーヒー豆や、ドリンク、グッズでお使いいただける1,000円分の商品券になります！

ビーンズポイント2倍!
お得なハッピービーンズデー☆

フレの日特別DAY

(

税
込)378円（通常価格）486円  →

(

税
込)

クラシックバーガー

ご都合に合わせてお時間のご相談もお受けいたします。
お気軽にお問い合わせください。

くら出汁 天丼 507円
くら出汁 うな丼 842円
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(
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※早朝のご予約は、早朝料金（1時間につき1,080円  ）がかかる場合もございます。

(

税
込)

※日によって取扱いの種類が変わる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※ご希望者多数の場合、受付終了とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

身体が温まり
免疫力もUP！

昔懐かしい素朴な
ビスケットです。

無添加・無着色の
安心お菓子。

そのほか、小崎屋のパウンドケーキなどもございます♪

創業1921年から藤沢の地で和菓子を作り続けてきた、老舗の菊野屋さんの商品を入荷しました！
自家製のあんこをはじめこだわりの食材を使用した、素朴な美味しさの和菓子・洋菓子を取り揃えております。

・湘南クーヘン（1カット）・・・167円（税抜）
・キャトルカール（あずき）・・・194円（税抜）

文具大放出クリアランスセール

※どちらも開催場所は 2F 有隣堂隣 催事会場となります。

3月

March

2月

February

イベントイベントイベント ショップショップショップ
インフォメーションインフォメーションインフォメーション
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