
※表示価格はすべて税込みです。
OFF
80％
最大

※記載している割引き等は一部変更となる可能性がございます。　※セール品は売り切れとなる場合がございます。ご了承ください。　※店舗によりバーゲン期間が異なる場合がありますので、各店の情報をご確認ください。
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satタピオ モア!バーゲン
最大80％OFF

any SiS

●文具・雑貨・おもちゃ
　ワゴン内商品
　20～70％OFF
●CD売り場
　商品入れ替えのため
　20～50%OFF
　※一部対象外あり

金港堂

●Roland HP603A-NBS
　通常 172,800円
　→ 155,520円
　※1台限り
●Roland DP603-CBS
　通常 167,400円
　→ 159,030円
　※1台限り
●Roland HP601-WHS
　通常 149,580円
　→ 142,101円
　※1台限り
●YAMAHA電子ピアノご購入で
　お手入れセットプレゼント

島村楽器

夏物生地 各種 20～50％OFF
ユザワヤ

ステーキカレー + ドリンク
通常 1,100円 → 800円

ステーキ ハンバーグ KEN

マリブウィッグセール
数量限定でウィッグ、フロント
20%OFF

マツモトキヨシ

●メンズスラックス 4,212円～
●レディスインナー 2,052円～

ORIHICA

夏物商品全品 50％OFF

クレアーズ

●店内一部 特価販売
●ボタニカルキャンドル
　2個購入で、
　アロマキャンドル1個プレゼント

最大50%OFF ※一部対象外あり

木糸土

おもちゃ一部 30～50％OFF

ユーロバス

お茶の井ヶ田 喜久水庵

ルームウェア全品 20%OFF
腕時計 最大50%OFF
※一部対象外あり

ラ・フルール

ペットエコ

サングラス 30～50％OFF
※一部対象外あり

オプティック パリ ミキ

ジュピター

南館1F
［ ファッション・雑貨・食品 ］

南館2F
［ ファッション・雑貨・サービス ］

北館 1F・2F
［ 雑貨・ホビー・スーパー・ドラッグストア ］

earth music＆ecology Super premium store

最大50％OFF ※一部対象外あり

アーノルドパーマー タイムレス

最大70％OFF ※一部対象外あり

最大50％OFF ※一部対象外あり

AKAKURA

対象商品 20～40％OFF

アフタヌーンティー・リビング

●2点以上お買い上げで 
　10％OFF
●セール品一部 最大80％OFF

allegory GALLARDAGALANTE

●婦人服各ブランド
　クリアランス
　※一部対象外あり
●リビング雑貨（食器、タオル）、
　婦人雑貨（ハンカチ、バッグ等）、
　一部お買い得品あり　
●食品お楽しみ袋
　※数量限定

エムアイプラザ 三越

アクセサリー、雑貨
30～70％OFF ※一部対象外あり

MUK MOCABROWN

最大70％OFF ※一部対象外あり

elvence-deux

（7/17～）
スモールダブルが50%増量！
レギュラーダブルに
サイズアップ！
※7/31「31の日」は対象外

サーティワンアイスクリーム

平日限定ランチセット 注文で
ドリンク（オレンジジュース）
1杯サービス

仙台平禄

●つけ麺類、冷やし麺類
　大盛り無料サービス
●10～15時まで
　四川麻婆豆腐ごはんと
　油淋鶏定食を100円引き

中嘉屋食堂 麺飯甜

単品ドリンク 半額
※ボトルワインは除く

トラットリア ハミングバード

当店一番人気!!
海鮮かきあげそば
通常 1,188円 → 1,080円

山形そば 寿屋 寿庵

オルトドーロ パスタソース350ｇ
（トマト＆バジル、アラビアータ、
  ベジタブルボロネーゼ、
  トマト＆パルミジャーノ）
通常 432円 → 213円

ＴＳＵＫＡＳＡ－ＹＡ

人気ブランドが 最大40％OFF
※一部対象外あり

エービーシー・マート

夏アイテム 30％OFF
※一部対象外あり

コロンビアスポーツウェア

店頭一部 30～50％OFF

タオル美術館

夏物商品均一セール
1,080円～
※一部対象外あり

CIQUETO ikka

店内一部 10～30％OFF

KJUS SHOP SENDAI

●ブラ・ショーツセット
　30～50％OFF
●夏物 30～50％OFF

チュチュアンナ

対象商品 20～60％OFF

Dessin

●足つぼ30分 2,398円
●ご新規様限定
　整体45分 2,900円
※他割引併用不可

ナチュラルウェーブ

BUKOWSKI GENERAL STORE AT
Lamp of Hope

商品一部 20～50％OFF

BREEZE

最大70％OFF

マオズ

●ガールズワンピース一部
　1,080円
●ガールズボトム一部
　756円、1,080円
●店内一部 特価販売

マザウェイズ

●生菓子小箱 通常
　1,395円 → 1,080円
　どら茶ん （抹茶・ずんだ・白桃・バナナ杏仁）
　喜久福 （キティちゃん大福・生クリーム・ずんだ・
　　　　　  焙じ茶・ブルーベリーチーズ×2）
●めぐみだし 2個で 20％OFF

●革ショルダーバッグ
　50％OFF
　※数量限定
●キャリーバッグ 30％OFF～
　※一部対象外あり
●財布 20％OFF～
　※一部対象外あり

バックステージ

15～50％OFF ※一部対象外あり

BRICK HOUSE by Tokyo Shirts

犬猫用
ベッド・ウェア・クール用品
各種30％OFF
※一部対象外あり

●オリジナルTシャツ
　一部 30％OFF
●北欧家具・北欧インテリア雑貨
　一部 10～30％OFF
●店内一部
　10～50％OFF

ボーリ ライフスタイル オブ スカンジナヴィア

マルイファイナルセール
サンダル、パンプス
2,990円～
サイズ19.5cm～27.0cm
※一部対象外あり

○｜ＭＯＤＥＬ（大きいサイズ）

●商品一部 50％OFF
●商品108,000円以上
　お買い上げでTポイント10倍、
　54,000円以上
　お買い上げでTポイント5倍

move

バーゲン期間限定パフェが登場！
※1日10個限定

メゾンカイザー

●雑貨クリアランス ※夏物など
●雑貨 5,000円以上で
　配送料無料
（～7/22）
雑貨全品 ポイント10倍

KEYUCA

最大50％OFF ※一部対象外あり

コーエン

メンズ・レディスアパレル　
50～70％OFF

Sunny Lands

50～70％OFF ※一部対象外あり

SM2 Keittio

最大50％OFF

salut!

スペイン カヴァ ピュピトレ
　ブリュット レゼルヴァ、
　ロゼ ブリュット
　各750ml 
通常 1,470円 → 1,155円

ウェア、服飾小物
30～70％OFF
※一部対象外あり

studio CLIP

店内一部 OFF

3COINS

ウェア、服飾雑貨 20～70％OFF
※一部対象外あり

niko and...

飲食
［ レストラン・フードコート ］

バッグ 30～50％OFF
※一部対象外あり

デリ＆ウィズ
（～7/29）
耐水カバーのZoolaシリーズを
オリジナルカバー（通常カバー）と
同じ価格で販売

Yogibo


