SUMMER FESTA開催店舗

印は、三菱地所グループCARD、クーポンシート、ウェブクーポン提示特典が併用可能な店舗です。 上記の特典は、ご精算前のご提示が必要です。ご精算後の商品への特
典適用はいたしかねますので予めご了承ください。 対象商品や条件、他特典との併用可否などの詳細は店舗スタッフへご確認ください。
・各店のセール内容は予告なく変更となる場合がございます。また、記載されたセールの内容に対し、対象外商品がある場合がございます。
・掲載金額は税込価格です。
・アウトレットのため、掲載商品が品切れとなる場合や、価格が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
・割引表示における元価格は、「正規販売時価格」です。「正規販売時価格」とは、型落ち品、旧商品、キズあり品等における通常販売時の価格（シーズン中の販売価格や
キズなし商品の販売価格）を指します。「正規販売時価格」からの割引理由がご不明な場合には、各店舗スタッフまでお尋ねください。
★

ピックアップ

Billabong

TGM

Taylor Made

ビラボン

ティージーエム

テーラーメイド

ジップ ラッシュガード ¥9,180 ⇒ ¥4,590
ラッシュガードTシャツ ¥5,940 ⇒ ¥2,970
トランクス ¥9,720 ⇒ ¥4,860
水陸両用で海やプール以外に普段着にも着用いただ
けるラッシュガードや、水着など夏の必需品が豊富
にラインナップ。
■
■
■

ウォーター クール タオル ¥1,080 ⇒ ¥756
抱き枕 ¥3,456 ⇒ ¥2,419
ハーフケット ¥4,212 ⇒ ¥2,948
さらさら寝具や冷感タオルなどのひんやりグッズや
UV対策アイテムなど、猛暑を乗り切る強い味方を多
数ご用意しました。
■
■
■

ゴルフクラブセット ¥209,502 ⇒ ¥86,292
ドライバー・フェアウェイウッド・アイアンの
計8本セットを特別価格にてご提供。
■ 17 M2

Beams

Samantha Thavasa

Be Be

ビームス

サマンサタバサ

ベベ

■ BEAMS HEART
T
■ BEAMS HEART

■

■

Jins

Skechers

Tempur

ジンズ

スケッチャーズ

テンピュール

アロハポケット シャツ（左側）¥4,104
アロハスカート（左側）¥7,344

■ BEAMS mini

トロピカルポケットTシャツ（右側）¥2,484

アリッサフラップ付き（大）¥24,840 ⇒ ¥12,420
定番シリーズのデザインをリニューアル。
口前にカットワークを施した被せがあり、デザイン
も機能も秀逸。

ボーダーセーラーロンパース
各色 ¥4,212 ⇒ ¥2,106（70〜80cm）
男の子、女の子どちらも使えるマリンスタイルの
ロンパースです。

■ BEAMS mini

トロピカルショーツ（右側）¥4,104
夏のおでかけはトロピカル柄の親子リンクコーデで
思いっきりリゾート気分。
人気のアロハなど他にも夏に大活躍のアイテムを多
数ご用意しています。

（左側）
各
フロントスウィッチ（右側）
各
度付きの眼鏡に取り付けられるクリップオンタイプ
のサングラスなど、高機能でお求めやすいアイウェ
アを種類豊富に取り揃えております。
■ CLIP ON
¥3,240 ⇒ ¥2,160
■
¥12,960 ⇒ ¥6,480

各色 ¥5,292 ⇒ ¥4,212
柔らかな素材のアッパーが快適なスリッポンタイプ
のカジュアルシューズは夏のファッションに
大活躍。
■ BOBS

敷パッド（シングル）¥5,400 ⇒ ¥3,780
接触冷感機能と吸水速乾機能を兼ね備えた優れもの
の敷パッド。
■ COOL

ファッション

バックナンバー バイ ライトオン
吸水速乾、UVカット仕様の夏に最適な一枚
DRYMIXムジニットポロシャツ￥4,212が￥3,229
■夏物商品が最大50%OFF
★Back Number by Right-On

■

ビームス
アロハポケットTシャツ¥4,104やBEAMS miniトロピカルポケットT
シャツ
など夏に大活躍のアイテムを多数ご用意
Beams
BEAMS HEART
¥2,484

ベベ
男の子女の子どちらも使える
ボーダーセーラーロンパース￥4,212が￥2,106
■夏物衣料など対象商品が3点以上お買い上げでさらに10%OFF
■夏物アイテムが最大60%OFF
Be Be
■

Blue Cross ブルークロス
半袖Tシャツやワンピースなどの対象の夏物アイテムが2点以上お買い上げでさらに
10%OFF

ブリックハウスバイトウキョウシャツ
高級綿スーピマを 使用し抗菌防臭機能もついたシャツ
超形態安定シャツ￥ が￥999
対象の形態安定シャツが 点目以降さらに50%OFF

セシルマクビー
夏のお出かけにぴったりなリゾート柄ロンパースが￥3,780
夏物のブラウス、カットソー等が2点お買い上げで正規販売時価格より50%OFF

Brick House by Tokyo Shirts
■
100%
4,212
■
2

Cecil Mcbee
■
■

Ciaopanic チャオパニック
着心地抜群の素材を使った夏素材のボトムがお得
メンズジャガードショートパンツやレディスリネンパンツが70%OFF

Cricket クリケット
吸水速乾、吸収消臭機能つきのカットソー各種が￥6,728

Crocodile クロコダイル
速乾性・吸水性に優れた素材を使用
クイックドライメンズポロシャツ￥7,560が￥5,292

★Dickies ディッキーズ
両面に「ばんざい」の文字が入った目立つこと間違いなしのTシャツ
バンザイTシャツ￥3,240が￥1,620

エドウイン
通気性・速乾性が抜群で穿いてて蒸れない
メンズサマーデニム￥9,180が￥4,320
■対象のメンズショートパンツが￥2,160〜の特価コーナーをご用意

Gotcha ガッチャ
ストレッチ素材で機能的
スイムショーツ￥8,629が￥3,229

★Edwin

■

Hakka ハッカ
対象のキッズ半袖カットソーが￥1,080均一の特設コーナーをご用意

Journal Standard ジャーナルスタンダード
対象の2017年夏物商品が80%OFF

ケント アヴェニュー
クールビズには欠かせない形態安定半袖ドレスシャツ￥6,372が￥3,132
対象の形態安定半袖ドレスシャツが2点以上お買い上げでさらに10%OFF

イング
枚着るだけでレディな着こなしが完成するマキシ丈のワンピース
エスパンディー 裾シアー マキシワンピース￥4,212が￥2,700
★Ingni

1

Jun ジュン
ストレッチ素材で軽くて涼しい
エアドライプルオーバー/エアドライスリムイージーパンツが各￥4,212

ランドリー
親子、恋人、友達とペアで楽しめる
年モデルTシャツ￥2,700が￥1,350
旧モデルの半袖Tシャツが50%OFF

Kent Ave
■
■

Laundry
■
2017
■

Lautreamont ロートレアモン
対象の夏物カットソーがさらに10%OFF

★Levi's リーバイス
通気性、速乾性に優れた素材
COOLメンズデニムが￥7,560

マックレガー
マックレガーらしさが溢れるチェック柄のワンピース￥20,520が￥6,156
夏物衣料品などの対象商品が2点お買い上げでさらに10%OFF
点以上では15%OFF)

McGregor
■
■
(3

Men's Bigi メンズビギ
対象の夏物衣料品が2点以上かつ￥10,800以上のお買い上げでさらに10%OFF

★Melrose メルローズ
今年らしいサッカージャージ素材のホリゾンタルカラー半袖シャツ
サッカージャージ ハーフスリーブシャツが￥8,964

Mezzo Piano メゾピアノ
半袖Tシャツやワンピースなどの対象の夏物アイテムが2点以上お買い上げでさらに
10%OFF

ミキハウス
男の子用の車柄水着￥4,536〜が￥1,620
女の子用のリボン柄ワンピース水着￥7,344〜が￥2,916

Misch Masch ミッシュマッシュ
対象の今期物ブラウスやワンピースが2点以上お買い上げでさらに10%OFF

ミツミネ
夏場も快適に過ごせる「COOL MAX」素材を使ったポロシャツ￥8,532が
￥
対象のメンズ半袖カジュアルシャツが50%OFF

Natural Beauty Basic ナチュラルビューティー･ベーシック
気になる紫外線を通しにくくする効果
UVカットカーディガンが￥2,660

ニューヨーカー
形態安定でお手入れ簡単 メンズ「NY CARE FREE」半袖シャツが￥5,400
ひんやりさらさら生地 レディス「TENCEL COOL」カーディガン￥12,960 が
￥

Nice Claup ナイスクラップ
夏物のTシャツやブラウスなどを￥540からご用意

★Miki House

■
■

Mitsumine
■
4,266
■

New Yorker
■
■
7,560

二コル
夏に活躍のボタンダウン麻シャツが￥3,240
対象のTシャツが￥1,080

★Nicole

■
■

オペーク
汗の臭いや部屋干しの嫌な臭いを軽減
レディスワイドパンツ￥4,309が￥2,585
■UVカット機能や接触冷感など夏物アイテムが最大70%OFF
Opaque
■

Pom Ponette ポンポネット
半袖Tシャツやワンピースなどの対象の夏物アイテムが2点以上お買い上げでさらに
10%OFF

シンプルライフ
カットと吸水速乾機能にキシリトールでひんやり感をプラス
レディース半袖カットソー￥6,372が￥2,160

Simple Life
UV
MAYFEEL

テイジンメンズショップ
オンオフ兼用クールマックス素材ジャケット￥38,880が￥22,680
サマー リネンジャケット(トレーニョ社生地アイスリネン)￥52,920が￥26,460

★Tokyosoir 東京ソワール
上品な光沢で接触冷感機能もありご家庭でお洗濯ができます
夏物ブラックフォーマル￥49,680が￥7,560

トリンプ
ラインが洋服にひびきにくいブラジャー￥4,309〜が￥3,229
対象の夏物インナーが2枚で￥3,240

Vis ビス
クールな着心地で紫外線を80%カット
ViSアイスキュート￥3,132が￥1,080

Teijin Men's Shop
■
■
★Triumph

■
■

ダブルクローゼット
麻特有のサラッとした着心地
麻レーヨンのはおり￥5,900が￥3,186
■対象のブラウスが50%OFF
★W Closet

■

Wacoal ワコール
吸汗速乾性と接触冷感で爽やか
綿100%夏物インナー￥3,888が￥2,160

スポーツ＆アウトドア
★Aigle エーグル
撥水加工の素材で作ったベンチレーション付ハット
ウィメンズウォーターリペレントハット￥6,372が￥4,460

Columbia Sportswear コロンビア スポーツウェア
夏のハイキングや登山だけでなく普段使いにもオススメのパンツ
Forest Finder Convertible Pantが￥8,640

★Billabong ビラボン
水着、ラッシュガードが2点以上お買い上げで正規販売時価格より50%OFF

ハーレー
通気性・速乾性があり快適に過ごせる
ショートパンツ￥8,200が￥4,000
対象の シャツ・ボードショーツ・半袖シャツが2点以上お買い上げで
正規販売時価格より50%OFF

Hurley
■
NIKE DRY-FIT
■
T

■

ロゴス
コンパクトで夏フェスにも最適
トリポッドチェア￥3,888が￥1,620
■対象のサングラスが30%OFF

Salomon サロモン
軽量、快適なストレッチ素材で速乾性の高いハーフパンツが￥6,502

Taylor Made テーラーメイド
ドライバー・フェアウェイウッド・アイアンの計8本セット
17 M2ゴルフクラブセット¥209,502が¥86,292

Volcom ボルコム
日焼け防止だけでなくカジュアルファッションにも
ラッシュガード Surf Tシャツ￥6,696が￥3,348

★Logos

靴＆鞄

クラークス
つのパートに分かれたアウトソールが自然なカーブを生み出し足にフィット
レディスサンダル)￥18,360が￥12,852
対象の夏物シューズが50%OFF

Clarks
■3
Trigenic Honey(
■

Hush Puppies ハッシュパピー
レディスサンダルが最大50%OFF

キャサリン ハムネット シューズ コレクション
対象のサンダル(メンズ・レディス)が￥5,400〜￥8,640のスペシャルプライス

マドラス
旧デザインのレディスサンダルが50〜60%OFF

★Samantha Thavasa サマンサタバサ
定番シリーズのデザインをリニューアルした人気のバッグ
アリッサフラップ付き¥24,840 が¥12,420

Samsonite サムソナイト
夏の旅行に最適
対象のキャリーケースが40%OFF

Katharine Hamnett Shoes Collection

Skechers スケッチャーズ
夏に人気のBOBS¥5,292 が¥4,212など夏におすすめのシューズを多数ご用意

★Madras

アクセサリー＆時計

Jins ジンズ
人気のサングラスを多数ご用意
CLIP ON¥3,240が¥2,160 フロントスウィッチ¥12,960が¥6,480

Seiko セイコー
人気のプロスペックスがさらに10%OFF(一部モデルは対象外)

⽣活雑貨

コンビ スタイル
年夏物のキッズウェア、パジャマ、水着、帽子が30%OFF

★Combi Style
2018

ダンスク
涼しげで可愛らしいガラスのミニボウル
バブルコンフェティ ミニフルーツボウル￥1,404が￥842
■マグボトル各種・ステンレスタンブラーや対象のガラス製品が
2点以上お買い上げで50%OFF
★Dansk

■

フクスケ
夏におすすめの満足パンティストッキング
さらさら涼感タッチ/引締め着圧+涼感キメ肌 各￥540が各￥432
■メンズ・レディースのさらさらメッシュインナーを2点お買い上げで10%OFF
(3点以上では15%OFF)

Pet Paradise ペットパラダイス
水に濡らして使用するペット衣類
COOLMAXタンクトップ￥3,240〜が￥2,592〜

★Ralph Lauren Home ラルフ ローレン ホーム
夏物パジャマ、ルームウェアーがスペシャルプライス

Sealy Bed シーリーベッド
寝苦しい熱帯夜にひんやり快眠をサポート
ひんやりジェル ピローシートが￥2,980
ひんやりジェル シングルシートが￥8,900

★Fukuske

■

T-fal ティファール
使い方・お手入れ・収納が簡単な多機能ミキサー￥15,984が￥7,992

テンピュール
敷パッド シングル)¥5,400が¥3,780
オーガニックハーフケット¥9,720が¥4,860
対象の と 敷パッドをセットでお買い上げでさらに10%OFF

★Tempur
■COOL
(
■
■
Futon COOL

たち吉
化粧箱入りでご進物としても最適な切子フリーカップ(4色)が￥3,429
たち吉オリジナル商品も風の香シリーズが70%OFF

Tachikichi
■
■

★TGM ティージーエム
さらさら寝具や冷感タオルなどのひんやりグッズやUV対策アイテムなどを多数ご
用意
■ウォーター クール タオル¥1,080が¥756
■抱き枕 ¥3,456が¥2,419
■ハーフケット¥4,212が¥2,948

チチカカ
チチカカらしいエスニックな柄
レディス浴衣が￥4,990 レディス甚平が￥2,990
■対象の夏物ワンピースが￥500
Titicaca
■

グルメ＆フード
★Lupicia Bon Marche ルピシアボンマルシェ
名水のふるさと福岡県で作られた、コシが強く滑らかな喉越しのそうめん￥2,160
が￥648

タカシマヤ ワールドグルメ
冷たい牛乳を加えて混ぜるだけ
フォション アイスチョコレートドリンクセット￥1,424が￥972
■サマースープや、ジュースなどのお買い得セットを多数ご用意
★Takashimaya World Gourmet

■

サンクゼール
お水や牛乳割りでおいしく飲める 飲むお酢シリーズが￥950〜
ブルーベリーコンポートが2点以上お買い上げで20%OFF(オーガニックは対象外)

★St.Cousair

■
■

★Tully's Co ee タリーズコーヒー
アイスコーヒーブレンドを2袋以上お買い上げでアイスコーヒーSサイズを1杯プレ
ゼント
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