FaShIoN
14周年限定のお得な商品が盛りだくさん！

2018.10.5[FRI]-10.14[SUN]

GoOdS

【10/1〜10/31】
一部メーカーカレンダー・
ダイアリーのお買い上げで、

hontoポイント
3倍キャンペーン

③

④

①

②

お一人様
3点限り

お一人様
3点限り

【ファッション】

20,520円（税込）
※写真はイメージです

14周年特別企画 10/5〜10/14

大きいサイズのスーツが通常1着42,120円（税込）のところ
期間中2着で42,120円（税込）※特設コーナーにて数に限りがございます

書籍・雑誌を税込3,000円以上
お買い上げでhontoポイント3倍

※写真はイメージです

14周年特別企画 10/7・10/13

※当日9：45から1F東側正面入口で整理券を配布します

先着500名様に200円以下の
本or洋服を無料で1点プレゼント

14周年特別企画 10/5〜10/8

正絹着物41,040円（税込）が

14周年特別企画
10/5〜なくなり次第終了

50％OFF 10

反限定

靴をお買い上げの方、
先着50名様に
オリジナルコンパクトミラーをプレゼント

※写真は
イメージです

①ウラぽかトレーナー 779円（税込）
②HOT WRAP ベビー半袖シャツ
490円（税込）
14周年特別企画 10/4〜10/16

チラシセール開催

※仕立て代は別途必要です

1F / Pansy

2F / 自由が丘まるやま

【婦人靴】

【メンズ＆レディスファッション】

（カレンダー・ダイアリーは対象外です）

※写真は
イメージです

1F / ファッションセンター しまむら

1F / サカゼン〜SAKAZEN〜

14周年特別企画 10/5〜10/14

②

※写真は一例です。※売り切れの際はご容赦下さい。

※すべて
【10/5〜10/14】

※写真はイメージです

①

期間限定10/9（火）
まで レジにて30%OFF実施中
①クロッシープレミアム
超柔パウダーパンツ・スタイルアップパンツ各種
通常価格2,900円（税込） 2,030円（税込）
②ファッションウォッチ各種
通常価格980円（税込） 680円（税込） 通常価格1,900円（税込） 1,330円（税込）

②

①OUTDOOR
カラーアンクルパンツ 7,452円（税込）
②OUTDOOR
プリントロンT 3,132円（税込）
③フォーマルスーツ 20,520円（税込）
④カルバンクライン
フーデッドナイロンハーフコート 54,000円

①

2F / 西松屋

【着物・和装小物】

【ベビー・子供用品】

FuRnItUrE & HoMe ElEcTrOnIcS

1F / ジュンク堂書店
【書籍・文具】

14周年特別企画

3F / ブックオフ スーパーバザー

10/4〜10/8

ポイント10倍! ※一部対象商品を除く

※6月より値下げ

【総合リユースショップ】

※写真は
イメージです

14周年特別企画

1F / くすりの福太郎
【医薬品・化粧品・食品・日用品】

ニトリFUNウィーク 9/14〜10/9
特典① 値下げしました

家具・ホームファッション一部の商品をお得な価格に見直し

家具引取りサービス0円

特典②

特典③

14周年特別企画 10/5〜10/14

14周年特別企画

ダイビングライセンス取得キャンペーン
58,320円→32,184円（税込）

TREK FX2 DISC 64,800円（税込）
充実のアウトレットコーナー

ジュニア用品感謝祭

ジュニア用品定価から20％OFF

【スポーツサイクル】

ニトリアプリ会員限定
期間中、
商品合計5,000円（税別）以上のお買い上げで500ポイントプレゼント

※期間中1回のみとなります。※キャンペーンポイントは10/31（水）頃までに付与されます。
※他のクーポンとの併用はできません。

3F / パシオン

※写真はイメージです

日常用車いす 新型ZZR
300,900円（非課税）〜

●

14周年特別企画

人気商品
『数量限定特別提供品』

ダイニングセット×2セット、
ソファ×2セット、
ベッド×2セットを特別価格にて。

2F / ニトリ

【スポーツ用品】

手帳（スケジュール帳）
108円（税込）

※配送員設置商品をご購入いただいた方が対象。※店舗・ニトリネット同時開催です。
※お買い上げ商品と同数量、
もしくは同容量までの物に限定させていただきます。
※詳しくは店舗販売員へお問い合わせください。

14周年特別企画
※写真はイメージです

安心価格保証120％

※例：他店様がノジマより1,000円安かった場合、1,200円分のポイントでお返し

● 3,000円以上購入のお客様へBOXティッシュをプレゼント
3F / ノジマ

【家具・インテリア】

【デジタル＆生活家電】

AmUsEmEnT
14周年特別企画 10/5〜10/14

14周年特別企画 10/5〜10/14

14回券をお買い上げ毎に
お好きなゲームに使える2回券をプレゼント!

メダルガラポン
メダル貸機にて1,000円ご利用毎にガラポン1回チャレンジ！
大当たりはメダル1,000枚プレゼント！

●

※特別価格販売の14回券等とのサービス併用不可

4F / スポーツカフェ
※写真はイメージです

充実のアウトレットコーナー
ハロウィングッズ
108円（税込）〜

一例
※写真はイメージです

2F / セリア
【バラエティ雑貨】

SeRvIcE
14周年特別企画 10/5〜10/14

ワークブーツ限定 14周年特価!

vibramオールソール&クリーニング

フルリニューアルセット

■vibram4014トラクションまたは
vibram1136等マウンテンタイプオールソール
※ミッドソール交換等の縫いは含まれません。
■除菌消臭カビ取り手洗いクリーニング
※仕上げクリーム・オイル各種選べます。
通常価格21,816円（税込） 35%OFF!

14,000円

（税込）

1F / 靴専科
【リペアショップ・合鍵】

14周年特別企画 10/5〜10/14

クリスタルクリーニング 10%引き
1F / 白洋舍
【クリーニング】

アウトレットエレキギター

18,900円（税込）→10,951円（税込）

14周年特別企画 10/5〜10/14

映画
「パーフェクトワールド」
公開記念

4F / オーエックスエンジニアリング

【楽器・教室・スタジオ】

14周年特別企画 〜12/31

平日限定カラー施術の方

1,000円分トリートメント無料

【車イス・福祉用品】

【ヘアカット専門店】

14周年特別企画 10/5〜10/14

●美ボディ60分コース（要予約）5,980円→4,980円（税込）
●美ボディ90分コース（要予約）7,980円→5,980円（税込）

4F / カラダファクトリー
【整体・足裏・ストレッチサロン】

きのこがたっぷり入った熱々のお鍋

きのこ鍋 486円（税込）

1F / 餃子の王将
【中華レストラン】

4F / cure n

【らーめん】

さんま煮干しの香りがクセになる一杯

1F / 麻布十番モンタボー

【イタリアンレストラン】

楽しいおいしいバウムブレッド

きのこたっぷり
ラグーソースのグラタン

なちゅる 623円（税込）

きのこのラグーグラタン
499円（税込）
マロンホイップとアイスが
口の中でとろける

ブラウニーと栗の
アイスモンブラン
400円（税込）

2F FoOd CoUrT

塩・鶏さんま煮干しらーめん
790円（税込）

2F / サイゼリヤ

【ベーカリー】

MeNu

ゆったり450席＆喫煙スペースあり
うれしい！あんしん！キッズスペースあり

2F / 麺処直久

ハンド＆フット 1カラーSET EORA パック付き
12,420円→10,800円（税込）

4F / HOTちょっと

整体・骨盤矯正コース60分（初回または1年以上ご利用のない方限定）
8,424円→3,980円（税込）

【10/5〜10/14】
大寿 930円（税込）
1日30杯限定

【ヘアサロン】

【整体・リラクゼーション】

14周年特別企画 10/1〜10/31

ビビット14周年のために開発されたビビット限定メニュー

4F / キュア
14周年特別企画

14周年
オススメメニュー

【ラーメン】

Lashadict ラッシュアディクト（まつ毛育毛）
（初回ホームケア付き）10,800円（税込）

2F / Cut Only Club

【アミューズメント】

1F / 蒙古タンメン中本

映画の半券をご持参頂くとドリンクホルダー1個プレゼント

4F / 島村楽器

4F / テクモピア

【スポーツカフェ】

車いす用電動アシスト
スマートドライブ
702,000円（税込）

1F / ディッパーダン

【スイーツ】

季節の食材を
ふんだんに使用した
ちゃんぽん

チーズたっぷりの
オーブン焼きカレー

焼きポークカレー
550円（税込）

かきちゃんぽん
レギュラー 918円（税込）

2F / ミートハウスKitchenたか

【ネイルサロン】

2F / リンガーハット

【洋食】

【長崎ちゃんぽん】

14周年特別企画 10/8 10：00〜14：00

親子サル 2,500円→2,000円（税込）
RF（受付4F）/ Z FUTSAL SPORT
【フットサルコート】

出し汁を吸い込んだ油揚げが決めて

きつねうどん

10/5〜10/14

期間中、
ノジマでご購入いただいた商品が万が一、
他店様のほうが
安いことがあった場合に差額をノジマのポイントでご返金。
通常は100％ですが、
期間中は120％でお返し。

2F / IDC 大塚家具

【家具・インテリア】

※一部除外品あり ※現金払いのみ

3F / Y sRoad

3F / mic21
【ダイビングショップ】

ニトリメンバーズ会員限定
〈対象条件〉
期間中 合計30,000円
（税別）
以上の家具ご購入の方

小 300円
2F / はなまるうどん
中 400円
【うどん】
大 500円（各税込）

黒胡椒の辛さが
食欲そそる炒め物

鶏肉としめじの
2F / 桃源
黒胡椒炒めセット 700円（税込）【中華料理】

いか天が相性抜群の新メニュー！

広島尾道いか天入肉玉そば
広島焼 896円（税込）

2F / ぼてぢゅう屋台
【焼そば・たこ焼】

