JUST PRICE FAIR参加店舗
￥3,000ジャストプライス

A.v.v アー・ヴェ・ヴェ
夏物アイテムを多数ご用意

As Know As アズ ノゥ アズ
対象のTシャツを2点お買い上げで￥3,000

★Billabong ビラボン
メンズ・レディス水着をご用意

Crocs クロックス
メンズ・レディス・キッズアイテムをご用意

Eddie Bauer エディー・バウアー
メンズ・レディス各種ご用意

Free's Mart フリーズマート
夏物アイテムご用意

Godiva ゴディバ
チョコレートの詰め合わせをご用意

Hawkins ホーキンス
期間限定価格商品ご用意

Jun ジュン
人気のビッグシルエットTシャツご用意

karahana 唐花
天然石ブレスレットご用意

★Levi's リーバイス
メンズトップスをご用意

Lowrys Farm ローリーズファーム
期間限定価格商品ご用意

★Lupicia Bon Marche ルピシアボンマルシェ
お買い得なセットをご用意

M.deux エムドゥ
お買い得商品ご用意

Marmot マーモット
メンズ・レディスハーフパンツをご用意

Mitsumine ミツミネ
長袖・半袖ドレスシャツをご用意

New Balance ニューバランス
メンズ・レディス・キッズシューズをご用意

★Nicole ニコル
シャツ、パンツ、小物を多数ご用意

Ofuon オフオン
夏物アイテムを多数ご用意

Proportion プロポーション
夏物アイテムを多数ご用意

Rope ロぺ
夏物アイテムを多数ご用意

★Rose Bud ローズバッド
期間限定価格商品ご用意

Showa Nishikawa 昭和西川
麻混5重織りガーゼケットをご用意
(正規販売時価格￥7,560)
★Timeless Comfort

季節商品をご用意

タイムレスコンフォート

★The Body Shop ザ・ボディショップ
シャワージェル、シャンプーコンディショナーなどがTHE
ートバッグに入ったセットをご用意

Tully's Co ee タリーズコーヒー
ドリンクチケット付ハッピーバッグをご用意

Wacoal ワコール
対象のブラジャーを2点お買い上げで￥3,000
￥5,000ジャストプライス

Ace エース
特別提供キャリーケースをご用意

Alfredobannister アルフレッド・バニスター
レディース パンプス、サンダルをご用意

Clarks クラークス
レディス夏物サンダル・カジュアルシューズご用意

Godiva ゴディバ
チョコレートの詰め合わせをご用意

Hawkins ホーキンス
ビジネスシューズをご用意

Jun ジュン
カットジャケットをご用意

Madras マドラス
婦人サンダル、パンプスをご用意(￥10,000相当商品)

Marmot マーモット
メンズ・レディスハーフパンツとTシャツのセットをご用意

Mitsumine ミツミネ
長袖・半袖ドレスシャツをご用意

★Munsingwear マンシングウェア
夏物ポロシャツをご用意

New Balance ニューバランス
メンズ・レディス・キッズシューズをご用意

Nikon ニコン
レジャーにピッタリ、8倍の双眼鏡をご用意

Regal リーガル
レディース 夏物カジュアルシューズ、サンダル(〜17年度モデル)ご用意

Rope ロぺ
ストライプブラウスをご用意

★Rose Bud ローズバッド
期間限定価格商品ご用意

Royal Copenhagen ロイヤル コペンハーゲン
ブルーフルーテッドメガ、27㎝プレート 1枚

シーリーベッド
ネックピローをご用意

Sealy Bed
2WAY

Showa Nishikawa 昭和西川
クールリバーシブルケット(冷感寝具)をご用意※数量限定
(正規販売時価格14,040)

★Triumph トリンプ
対象商品よりどり2点お買い上げで￥5,000

￥10,000ジャストプライス

Ace エース
特別提供キャリーケースをご用意

Airweave エアーウィーブ
三層ダウンピロー(ピローケース付)
※サイズ:S・M
(通常販売価格￥27,000)

Alfredobannister アルフレッド・バニスター
レディース Bグレード、サンプル品を2点お買い上げで￥10,000
メンズ カジュアル短靴、ドレスシューズ、ドライビングシューズなどをご用意

Citizen シチズン
数量限定、電池交換不要のエコ・ドライブ時計ご用意

クラークス
メンズ・レディス夏物サンダル・カジュアルシューズご用意

キャサリン・ハムネット・シューズ コレクション
メンズカジュアル、レディースサンダルをご用意

Le Creuset ル・クルーゼ
対象の鋳物ホーロー製品をご用意

Madras マドラス
紳士ビジネスシューズをご用意(￥16,000相当商品)

Clarks

Katharine Hamnett Shoes Collection

BODY SHOP

のロゴト

New Balance ニューバランス
メンズ・レディスシューズをご用意

Nikon ニコン
スリムでコンパクトなボディのデジタルカメラをご用意

Regal リーガル
メンズビジネス ラスト1点やB級品をご用意

Royal Copenhagen ロイヤル コペンハーゲン
ブルーフルーテッドﾌﾟﾚｲﾝ、マグカップペア Lサイズ(380ml)

Sealy Bed シーリーベッド
お気軽昼寝マット2枚セットをご用意

Showa Nishikawa 昭和西川
羽毛肌掛けふとん(ハンガリー産ホワイトグース93%使用)をご用意

Swatch スウォッチ
時計3本選んで￥10,000コーナーご用意

Tempur テンピュール
コンフォートピローグレーベロアをご用意 (正規販売時価格￥16,200)

Verite ベリテ
ダイヤモンドネックレス各種ご用意
￥30,000ジャストプライス

Citizen シチズン
数量限定、時刻修正不要のエコ・ドライブ電波時計ご用意

Mitsumine ミツミネ
メンズ スーツ(Reda・CANONICO)インポート素材をご用意

Showa Nishikawa 昭和西川
羽毛掛けふとん(ハンガリー産ホワイトグース90%使用)をご用意

Tempur テンピュール
フトンシンプル(シングルサイズ) をご用意(正規販売時価格￥41,040) ※5台限定

★Tissot ティソ
数量限定、各種メンズ・レディス腕時計をご用意

Verite ベリテ
ダイヤモンドネックレス各種ご用意

期間限定 ￥1,000グルメ＆フード特集

平日限定
1日20食

日 食
限定

1 20

平日限定
1日20食

紅⻁餃⼦房

キッチン スギモト

⾦⾦醤

麻婆丼セット

愛知みかわ豚まぶし

ハーフビビンバ＆ハーフ冷麺セット

日 食
限定

1 20

宮きしめん

ベーグル＆ベーグル

ロースカツカレーきしめん

ベーグル7個セット

注意事項

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。
・ご利用の対象商品・条件などは店舗スタッフへご確認ください。
・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。
・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。
・三菱地所グループCARD、クーポンシート、ウェブクーポン、その他割引との併用ができない場合がございます。詳しくは店頭にてご確認ください。
・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。
・価格表記がない商品の価格については店頭でご確認ください。
・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。
★
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