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2F / 西松屋
【ベビー・子供用品】

ビーチサンダル 各108円（税込）ビーチサンダル 各108円（税込）

キャンプ用品
各108円（税込）
キャンプ用品
各108円（税込）

3F / ブックオフ スーパーバザー
【総合リユースショップ】
3F / ブックオフ スーパーバザー
【総合リユースショップ】

①グリルONWAYファイアグリル
　12,960円（税込）
②ローチェア キャプテンスタッグ
　2,980円（税込）
③アロハ
　Paradise,Jalana
　8,980円（税込）
④デニムパンツ EDWIN
　980円（税込）
⑤麦わらハット エクストララージ
　2,980円（税込）
⑥靴 ユナイテッドアローズ
　2,980円（税込）

①グリルONWAYファイアグリル
　12,960円（税込）
②ローチェア キャプテンスタッグ
　2,980円（税込）
③アロハ
　Paradise,Jalana
　8,980円（税込）
④デニムパンツ EDWIN
　980円（税込）
⑤麦わらハット エクストララージ
　2,980円（税込）
⑥靴 ユナイテッドアローズ
　2,980円（税込）

ミズノ KUGEKI アンダーシャツ
4,320円（税込）から
ミズノ KUGEKI アンダーシャツ
4,320円（税込）から

ミズノプロ アンダーシャツ史上
最高の通気性。もう汗は敵じゃない hummel 冷たいインナーシャツ

大人 2,052円（税込）
ジュニア 1,944円（税込）

hummel 冷たいインナーシャツ
大人 2,052円（税込）
ジュニア 1,944円（税込）

着た瞬間からひんやりCOOL！！

3F / パシオン
【スポーツ用品】

2F / セリア
【バラエティ雑貨】

4F / Sports Cafe 
【アミューズメント】

1F / ジュンク堂書店
【書籍・文具】

8月1日～9月8日書店祭、
honto会員様はポイントUP＆プレゼント抽選有

①夏休みこどもとあそぼ! 2019首都圏版 626円（税込）
②ことりっぷMagazine・・・・・・・・・・680円（税込）
③家族でおでかけ 関東周辺・・・・・・972円（税込）
④日本の絶景さんぽ旅2019・・・・・・842円（税込）
⑤初めてのひとり旅・・・・・・・・・・・・・1,058円（税込）

2F / ニトリ
【家具・インテリア】

※Ｎクールの接触冷感部分、抗菌防臭、吸水速乾機能面は
　商品によって異なります。

※売り切れの際はご容赦下さい。

①掛ふとんカバー シングル 1,990円（税込）

②ボックスシーツ シングル 1,990円（税込）
③まくらカバー 599円（税込） 対応まくらサイズ 約（43×63cm）

～8/31 ～9/1

英国王室が認めた最高品質の折りたたみ自転車『BROMPTON』M6R
216,000円（税込）
英国王室が認めた最高品質の折りたたみ自転車『BROMPTON』M6R
216,000円（税込）

3F / Y’s Road
【スポーツサイクル】

旅のお供に最適！！ 車に電車に簡単コンパクト収納！！

④

①

②③

⑤

⑥

モダンでスタイリッシュな脚のダイニングテーブル。
色もサイズも豊富で高さ調整も可能。

夏のキャンプを盛り上げる
アイテムがいっぱい！

ガラステーブル レキシア
（W1,800×D850×H689/724 サイズ単位：mm）
138,000円（税込）

ガラステーブル レキシア
（W1,800×D850×H689/724 サイズ単位：mm）
138,000円（税込）
※画像はイメージです。

2F / IDC 大塚家具
【家具・インテリア】

①

②

③

④

⑤

〈 使用例 〉

●①

●②

●③

4F / 島村楽器
【楽器・教室・スタジオ】

　　　　 ウクレレセット
（HUK-10G・チューナー・ウクレレ曲集セット）
8,640円（税込）

　　　　 ウクレレセット
（HUK-10G・チューナー・ウクレレ曲集セット）
8,640円（税込）

軽快な音色が魅力のウクレレで
暑さを吹き飛ばそう！
※台はセットに含まれません。

※電車持ち込みには、別途「輪行袋」が必要です。

ワンタッチ式6ヶ所ボタン付き

夏物クリアランスSALE同時開催中！

1F / くすりの福太郎
【医薬品・化粧品・食品・日用品】

アベンヌウォーター
Jサイズ 591円（税込）
Sサイズ 1,620円（税込）
Lサイズ 2,376円（税込）

アベンヌウォーター
Jサイズ 591円（税込）
Sサイズ 1,620円（税込）
Lサイズ 2,376円（税込）

素肌力を育む深層ミネラル。温泉水スキンケア。

整体・骨盤矯正コース60分
8,424円（税込）→3,980円（税込）
整体・骨盤矯正コース60分
8,424円（税込）→3,980円（税込）

骨格、筋肉の調整をし、
慢性的なつらさにアプローチ！！

4F / カラダファクトリー
【整体・足裏・ストレッチサロン】

ホリスティックストレート
14,040円（税込）
ホリスティックストレート
14,040円（税込）

髪のダメージを最小限に
抑えて、自然な仕上がりの
ストレート

4F / キュア
【ヘアサロン】

90分コース500円引き
5,480円（税込）→4,980円（税込）
90分コース500円引き
5,480円（税込）→4,980円（税込）

揉みほぐしとリフレクソロジーの
お得な組み合わせコースを更にお得に!!

～8/15

4F / HOTちょっと
【整体・リラクゼーション】

ハンドジェルネイル
8,100円（税込）
→5,400円（税込）

ハンドジェルネイル
8,100円（税込）
→5,400円（税込）

エオラハンドパック
1枚プレゼント！！

4F / cure n
【ネイルサロン】

～8/31

Wフレッシュ洗い半額
108円（税込）→54円（税込）
Wフレッシュ洗い半額
108円（税込）→54円（税込）

汗抜きでさっぱりさらさら。
黄ばみの予防にも！

1F / ポニークリーニング
【クリーニング】

2F / Cut Only Club
【ヘアカット専門店】

カラー施術のお客様
トリートメント
（1,000円分）無料

カラー施術のお客様
トリートメント
（1,000円分）無料

平日限定

日常のあらゆる
シーンで大活躍！
手・口ふき
（80枚×10個パック）
779円（税込）→699円（税込）

手・口ふき
（80枚×10個パック）
779円（税込）→699円（税込）

軽くて丈夫で割れにくい！
クリアストローマグ トリコロール 300ml
979円（税込）→899円（税込）
クリアストローマグ トリコロール 300ml
979円（税込）→899円（税込）

1F / ファッションセンター しまむら
【ファッション】

1F / サカゼン
【メンズ＆レディスファッション】

～8/18

①HYBRIDBIZ WALK スラックス
　8,900円（税込）→7,900円（税込）
①HYBRIDBIZ WALK スラックス
　8,900円（税込）→7,900円（税込）

ストレッチ、ウォッシャブル、防しわ、
軽量のスラックス

②HYBRIDBIZ TRAVELER
　半袖シャツ
　4,900円（税込）→3,920円（税込）

②HYBRIDBIZ TRAVELER
　半袖シャツ
　4,900円（税込）→3,920円（税込）

アイロン不要。最高級の形態安定、
更に汗ジミ防止半袖シャツ

8/10発売

レディースプリーツ
ノースリーブプルオーバー各種
M・L 980円（税込）

レディースプリーツ
ノースリーブプルオーバー各種
M・L 980円（税込）

レディース
カーディガン各種
M・L 1,500円（税込）

レディース
カーディガン各種
M・L 1,500円（税込）

レディースパンツ各種
1,900円（税込）
レディースパンツ各種
1,900円（税込）

半袖ワイシャツ全品20％OFF
機能性を重視したシャツ、
色サイズそろっております。
機能性を重視したシャツ、
色サイズそろっております。

① ②

MITSUBISHI 6畳用エアコン
MSZ-GE2219
MITSUBISHI 6畳用エアコン
MSZ-GE2219

増税前のチャンスを逃さず！
エアコンはノジマで！！

Panasonic
光エステES-WH76
Panasonic
光エステES-WH76

夏の定番！
美容家電はノジマで！！

3F / ノジマ
【デジタル＆生活家電】

1F / スリー・キュート
【キャラクター雑貨】

～8/11

スヌーピーボトルフォルダー
1,728円（税込）→745円（税込）
スヌーピーボトルフォルダー
1,728円（税込）→745円（税込）

限定10点
※お一人様2点まで

2,000円以上
お買い上げのお客様に
スヌーピー保存剤
プレゼント！

2,000円以上
お買い上げのお客様に
スヌーピー保存剤
プレゼント！
先着30名様

バッティング20球→25球、オートテニス40球→50球に増球！
夏休みはスポーツカフェでたくさん遊ぼう！！

バッティング・オートテニス増球！バッティング・オートテニス増球！

※「消費税込み」「消費税別」の表示は店舗により異なります。 ※商品には数に限りがあるものもございます。万一品切れの場合はご容赦ください。 ※掲載内容につきましては、都合により変更になる場合がございます。 ※詳しくは各施設の案内をご覧ください。※記載内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

無料でWi-Fiを
ご利用頂けます

vivit-WiFiネットワーク名
vivit123パスワード
1F アトリウム広場 / 2F フードコートご利用可能エリア

柄拡大図


