
金 ｰ 木4/16   4/22

20％ＯＦＦ

４/１６（金）～４/２２（木）

紫外線防止加工に加え､
汗止めテープ部分は汚れが
落ちやすい加工が
されています。 手洗い可能。

■１階 婦人服飾雑貨

[税込]８,８００円

綿 80％･麻 20％

綿 100％

帽子
レーヨン 85％･麻 15％､日本製

接触冷感･ＵＶ加工に加え、
洗濯機で洗濯可能と
機能性抜群。

■１階 婦人服飾雑貨

[税込]８,８００円

[税込]７,０４０円

20％ＯＦＦ [税込]２,０２４円

20％ＯＦＦ [税込]１,３２０円

20％ＯＦＦ
[税込]２,２００円１0％ＯＦＦ [税込]１５,８４０円

20％ＯＦＦ [税込]８８０円

ＵＶ加工ストール

綿 100％､Ｓ～ＬＬ

■６階 寝具

[税込]１２,１００円

〈内野〉
マシュマロガーゼ
ギャザーワンピース

綿 100％､150×210cm､日本製 綿 100％､90×45cm､日本製

総合クリエーター俣野温子の世界として大人のカジュアルを提案。
インテリアや毎日の暮らしの中に楽しみを添えるラインナップ。

■６階 寝具

[税込]７,７００円

〈西川〉 掛け布団カバー

[税込]２,７５０円

〈西川〉 ピロケース

マットホワイト

繊細なレース模様がおしゃれ
で､自然体な色味は、 料理
の色を美しく映しだします。

■６階 食器

[税込]２,７５０円

〈わかさま陶芸〉
フレンチレース
プレート 23cm

36×48cm

濃淡のある青を組み合わせた
ブルーカラーのランチョンマット。
爽やかで可愛らしい
雰囲気を作りだします。

■６階 食器

[税込]２,７５０円

〈chilewich〉 ランチョンマット

屋内外どちらでも使用出来る
火鉢型カセットコンロ 「ヒバリン」。

■６階 家庭用品

[税込]１７,６００円

〈アラジン〉 ヒバリン

綿 35％･ポリエステル 30％･レーヨン 20％･
ポリウレタン 15％､M･L･LL

吸湿速乾でサラッとした肌触り。
カットオフ使用で、 ストレスフリーな着心地。

■４階 メンズアンダー

[税込]１,６５０円
〈YG〉 カットオフ V ネック T シャツ

ナイロン 100％､耐久撥水DWR加工､
M･L･XL

新感覚の立体的なビーズプリント
加工を施した新素材 2.75 層の
防水透湿ジャケットです。

■４階 アウトドアセレクトショップ

[税込]２２,０００円

〈コロンビア〉
防水透湿ジャケット

コーデュラテキスタイル､23 ～ 27cm

雨の日も晴れの日も気軽に楽しめる
防水スリッポンです。

[税込]８,２５０円

〈コロンビア〉
ホーソンレインスリップ
ウォータープルーフ

手の日焼け対策に。 安心して外出
するにはＵＶ手袋が効果的です。

■１階 婦人服飾雑貨

[税込]３,８５０円
ＵＶ手袋

50cm

雨の日も使える､遮光･
遮蔽･遮熱も備わっている
機能的な傘。

■１階 婦人服飾雑貨

[税込]９,３５０円

晴雨兼用傘

綿混､M～ LL

オーガニックコットン生まれの NEW インナー。
生地端は、 切りっぱなしなので下着の
ラインがひびきにくく、 ラクな付け心地なのに、
バストラインをしっかり整えます。

■２階 レディスアンダー

[税込]２,５３０円

〈Fitte〉 ノンワイヤーブラジャー

綿混､M～ LL [税込]１,１００円

〈Fitte〉 レギュラーショーツ

お家で過ごすＧW

初夏のお出掛けコーデ
ドライタッチな素材のカーディガンと
ランダムプリーツがポイントのカットソーを
合わせた初夏のお出かけスタイル。

㊧■２階 ヒューマン ウーマン

[税込]１３,２００円

天竺プリーツプルオーバー

[税込]１５,９５０円

ペーパーヤーンカーディガン

[税込]１６,５００円

スーピマ チノパンツ

初夏のお出かけには､オシャレにキマる
万能なフレンチリネンのシャツが
オススメです。

㊨■２階 バレニー

[税込]７,９２０円

〈ミラ･オーウェン〉
シャツ

[税込]８,４７０円パンツ

とろみ素材のＴシャツは､初夏にストレスなく
着用いただける１枚。 ギンガムチェックに
シャーリングを施した､エアリー感ある
ガウチョパンツに合わせて、
お出かけが楽しくなるコーデです。

㊧■２階 ブティック ニコル

[税込]１７,６００円Ｇジャン

[税込]１０,４５０円Ｔシャツ

[税込]１６,５００円

ガウチョパンツ

綿 98％･ポリウレタン 2％

これからの季節におススメのウォッシュ
加工のデニムシャツです。

㊨■４階 アンジェロ

[税込]２８,６００円

〈ビビコ〉 幾何学柄
デニムカジュアルシャツ

食材からでた余分な水分を、
瞬間的に蒸発させ、 素材本来の
旨みを凝縮するフライパン。

■６階 家庭用品

[税込]１６,８３０円

〈バーミキュラ〉
フライパン２６cm

１０～２０％
ＯＦＦ

２
※一部割引除外ショップ ・ 商品がございます。

さくら野セゾンカード･ポイントカード会員様限定

暑い夏でも汗を吸収し､
肌にサラッと心地よく
お部屋で過ごす何気ない
時間におススメの１枚。



6 30分

午前１０時～昼１２時迄延長

１０％ＯＦＦ

さくら野セゾンカード･
ポイントカード会員様限定

中央レジ
精算時に

※酒類･銘店売場等一部除外品がございます。

時間限定 土･日朝市
４/１７（土）

・ /１８（日）

地階食品

４/１７（土） 限りのお買得品

４/１６（金）限りのお買得品

４/１８（日） 限りのお買得品

各 [税込]３９８円

〈ラクティライフ〉
ふぞろいのチーズたち
各種 （１５０ｇ）

４/１６（金）限り

年金支給日

４/１５（木）限り

1F

〈ＳＨＩSＥＩＤＯ〉　
ザ パーフェクト プロテクター

[税込]５,１７０円50ml/SPF50+･PA++++

熱も汗･水も味方にし、強力な紫外線も
ブロックする日焼け止め用乳液。

1F

〈雪肌精〉　クリアウェルネス
UV ディフェンスミルク
スーパーウォータープルーフ
50ml/SPF50･PA++++

うるおう力でダメージをはね返す
“塗るほどにやけにくい”
最強の UVミルク

コスメティックハウス

[税込]２,４２０円

◆１階化粧品､６階ちふれ

スキンケア・
日焼け止め特集

～季節の変わり目～ 1F

〈KANEBO〉
グローバルスキンプロテクター a

[税込]５,５００円

厳しい紫外線による日やけ、肌の乾燥を防ぎ､花粉等
大気中の汚れの付着をブロックするマルチなプロテクター。
水や汗に強いスーパーウォータープルーフタイプ。
クリームならではの高い保湿効果でうるおいが
長時間続きツヤを与えます。

ザ パーフェクト プロテクターをお買上げの方に
アルティミューンパワライジングコンセントレートN
４回分のサンプルをプレゼント。

1F

60ｇ/SPF40･PA++60ｇ/SPF50+･PA++++

30ｇ/SPF50+･PA++++

日中もスキンケアできるうるおいと高機能。
紫外線吸収剤フリー、ほんのりピンクでツヤ肌プラス。
ノンケミカルサンスクリーン処方の日焼け止め美容液。

〈コスメデコルテ〉　
AQ エクストラ  プロテクション （医）

[税込]８,８００円

1F

[税込]２,７５０円

スティック UV

手を汚さず、塗った瞬間からサラサラ肌が続く

染めないエイジングケア。生まれ変わる髪を
大切にする、それがボズレー。

15ｇ

1F

各 [税込]３,９６０円

〈BOSLEY〉
ブラックプラスコントロール
シャンプー プレミアム
ブラックプラスコントロール
コンディショナー プレミアム
内容量各 360ml

6F
強い紫外線をカット。
１品で､美容液､乳液､日焼け止め､
化粧下地の 4つの役割。

〈綾花〉 バイタルアップ デーミルク

[税込]２,６４０円

◆ 4/13（火）～ 19（月）
◆ 1 階下りエスカレーター前

[税込]１５２,９００円

兜飾り

〈一例〉
ファーツ付き
ムートンコート お子様の

健やかな
成長を願い
セレクトしました。

油彩や版画との
出合いを
お届けします。
素敵な一枚が
見つかります。

早期割引価格　

6/30（水）まで  [税込]６３,８００円

[税込]１５４,０００円

通常価格

[税込]７９,２００円のところ

㋱ [ 税込]３０８,０００円の品

クロコダイル
トートバッグ

[税込]２７５,０００円

ワンピ―ス･アウター他各種

銀座セキネ ・ スキャパ ・ ミーニャキラキラ ・
アンソレイユ

《均一お買得プライス》

《有名メーカー》

[税込]１１,０００円均一

７０～４０％ＯＦＦ

パンツ他各種 [税込]５,５００円 ・ ７,７００円均一

㋱ [ 税込]５５０,０００円の品

※オプション別売り

ララちゃん
オーダー
ランドセル

神宮寺のり子
朝朗 （あさぼらけ）
F10

◆ 4/13（火）～ 18（日）
◆ ５階 美術工芸サロン

秀作絵画展
※最終日午後４時閉場 ◆ 4/16（金）～ 21（水）

◆ ６階 催事場
※最終日午後４時閉場※最終日午後４時終了

◆  開催中～ 5/5（水･祝）迄
◆ ５階 子供服売場

〈久月作〉五月人形
展示販売会

Y２セレクト
コート＆バッグバーゲン

◆ 開催中
◆ ５階 ランドセル売場

オーダーメイド
ララちゃんランドセル

婦人服
有名メーカーバーゲン

[税込]６８０円

■仙令平庄

〈ロシア産他〉
紅鮭甘塩 （３切）

[税込]２５０円

■仙令鮨

〈宮城県産〉あぶりいわし
（４貫入･１パック）

[税込]９８０円

〈三国屋〉 瀬戸内海産
焼寿司海苔
（全形３０枚） 【５０袋限定】

[税込]２８８円

■仙令平庄

〈ロシア産〉
紅ハラス
（１００ｇ当り）

[税込]２９８円

■仙令平庄

〈兵庫県産他〉
しらす
（１００ｇ当り）

[税込]１３９円

■九州屋

〈ニュージーランド産〉
サンゴールドキウイ
（１個） 【１００個限定】

[税込]１０９円

■九州屋

〈青森県産他〉
ほうれんそう
（１袋） 【１００袋限定】

[税込]３９９円

■九州屋

〈熊本県産〉 味咲の
しらぬい柑 （１パック）

【１００パック限定】

[税込]２５９円

■九州屋

〈栃木県産他〉 国産
アスパラガス （１束）

【１００束限定】

[税込]２９８円

■味菜

カキフライ （１パック）
㋱ [ 税込 ]３５０円の品

[税込]１０８円

〈国内産〉
若鶏モモ肉
（１００ｇ当り）

[税込]１５８円

〈国内産〉
豚ローススライス
（１００ｇ当り）

[税込]１,０８０円

〈青森県産〉 倉石牛
切り落とし （モモ又は肩）

（１００ｇ当り）

[税込]１,６８０円

〈青森県産〉つがるロマン
(５Ｋｇ） 【３０袋限定】
【お１人様１袋限り】

[税込]２２８円

〈日清オイリオ〉
キャノーラ油
（１,０００ｇ）

[税込]１８８円

〈萩原乳業〉
青森県産
萩原牛乳
（１０００ｍｌ）
【１００本限定】

〈国内産〉
豚バラブロック
（１００ｇ当り）

[税込]１５８円

■味菜

イカと春雨の
中華サラダ
（１００ｇ当り）

[税込]１９８円

[税込]１５８円

〈グリコ〉ＢｉｆｉＸ
ヨーグルトプレーン
（３７５ｇ）

〈ハウス〉
バーモンドカレー
各種
（２３０ｇ）

[税込]１９８円

■魚卵ショップ
　颯碧（はやみ）

〈アメリカ産〉
プチプチ甘塩たら子
（４００ｇ入･１パック）

[税込]９８０円

〈キューピー〉
深煎ごま
ドレッシング
（１８０ml）

[税込]１８８円

４/１６（金）～４/１８（日）限り

■お茶の外川園

知覧茶
新茶 旬
（８０ｇ入）

[税込]１,５００円

４/１６（金）～４/２２（木）限り

■キャピタルコーヒー

炭火焼のコーヒー豆
各種

２０％増量
４/１６（金）～４/１８（日）限り

■ベーカリーショップ ホルン

黒糖焼き蒸しパン･
なると金時いもパン･
ラムレーズンパン
（各１個）

各 [税込]１７２円

４/１６（金）～４/１８（日）限り

■みなみや

いちご煮
（４１５ｇ･１缶）

㋱ [ 税込 ]１,５１２円の品

[税込]１,２９６円

[税込]１９４円

[宮城県 ] 白謙かまぼこ店
極上笹かまぼこ
（1枚）

[税込]６００円

[福島県 ] 三万石
ままどおる
（５個入）

各 [税込]５９４円

[福島県 ] 柏屋
薄皮饅頭（こし･つぶ）
（各５個入）

[税込]８５０円

[岩手県 ] フルールきくや
奥州ポテト
（５個入）

※最終日午後４時終了
■ ４/１６（金）～４/２０（火）　
■１階正面入口

[税込]１４０円

[宮城県 ] 阿部蒲鉾店
チーズボール
（1個）

[税込]１８８円

〈高砂食品〉
ざる中華
（２食入）

[税込]３００円

■ダイニングキッチン颯碧（はやみ）

ロコモコ丼 （１折）

【４０折限定】

みちのく銘品フェアみちのく銘品フェア

[税込]３５６円

[宮城県 ] 味佳嵯
くるみゆべし
（３個入）

〈タマゴヤ〉
相馬きゅうり漬
（３１５ｇ）

[税込]２５８円

〈マルヨ水産〉
かもめちくわ
（４本入）

[税込]９８円

食
品
食
品

〈国内産〉 交雑種
サーロインステーキ
（約１６０ｇ･１枚）

[税込]１,９８０円


