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■編集：トツカーナモール商店会
■発刊：毎前月28日
※掲載情報は 2日当日の情報になります。店舗により期間が異なる場合も
　ありますのでご注意ください。
※掲載情報は都合により変更される場合もありますので予めご了承ください。
※各店掲載商品については掲載各店にお問い合わせください。
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203FフロアガイドMAP

精肉販売・惣菜

肉のさいとう 045-864-0298

うなぎ 江戸っ子 045-861-5686
2F うなぎ

菊屋食堂 045-871-1288
2F レストラン

その他お得情報満載 !! 中面もご覧ください。

ごちそうを

どうぞ !!

な元気

お弁当

うな重

お弁当

うな重
通常2,500円通常2,500円

通常2,550円通常2,550円

2,000円2,000円2,000円

2,050円2,050円2,050円

寝装寝具

ふとんのナカヤマチェーン 045-861-4065
ドーナツ・カフェ

ミスタードーナツ  045-865-0020

バルコン 045-871-3210
4F 注文服・今治タオル

JO( ジュリア・オージェ） 045-860-5117
4ウィッグ

まつげエクステ専門美容室

Eyelash Salon Blanc 045-410-8777
3F

8

RILASSA 045-443-5422
リラクゼーション

9

海鮮居酒家七福   045-865-1725
居酒屋

※画像は別メニューです。

20%OFF!!20%OFF!!
※ただし、別メニューとのセットがご利用条件となります。

通常2,260円→特価1,760円（税込）通常2,200円→特価1,760円（税込）

眼精疲労ケア 20分

酒類販売

リカーショップ松本屋 045-881-0128

寿司

すし三崎丸 045-860-7581

当日のみ !!

当日のみ !!

1,000円 ( 税込 ) 以上お買い上げのお客様に♬

ご新規様・2ヶ月以上ご来店の無い
リピーターのお客様限定 !!

ご新規様・2ヶ月以上ご来店の無い
リピーターのお客様限定 !!

2/29まで

8,000円8,000円

店内でお召し上がりに限り !!

増税後も変わらず継続 !!増税後も変わらず継続 !!

フルーツ・洋菓子

T-Berry 豊田屋 045-881-0066
3F

（税込）

そうだ !!
今日は
ワインに
しよう♬

そうだ !!
今日は
ワインに
しよう♬

増税後も変わらず継続 !!増税後も変わらず継続 !!

先着
3名

（税別）
1,150円1,150円1,150円

当日、800円 ( 税込 ) 以上お買い上げで♬

オールドファッション１個オールドファッション１個

先着100個限定 !!

通常価格：1,300円の品通常価格：1,300円の品

Kid s
Sunday

毎週日曜日を楽しもう♬笑顔あふれるイベントが満載 !!毎週日曜日を楽しもう♬笑顔あふれるイベントが満載 !! 22SUN
日 9SUN

日 16SUN
日

わくわくクラシックライブ
お子様の大好きなあの曲も♥

とってもわくわくするクラシックコンサート♬

お子様も思わず踊りだす楽しい時間をお過ごし

ください !!

上記日曜日

開催場所

①11:00〜　②14:00〜

■演奏：財団法人100万人のクラシックライブ

ピエロバルーンパフォーマンス
愉快なピエロが登場 !! バルーンでお花や動物や

いろんなものを作ってくれるよ♬

先着でバルーンアートをプレゼント♥

ピエロと楽しい時間を過ごしませんか !?

上記日曜日 ①10:30〜　②13:30〜

4F

ご家族で楽しく
参加できるプログラム
です★

Presented by

2 23SUN
日

キッズ HAPPY ライブ
みんな大好きなアニメソングから
人気キャラクターショーやキッズダンスまで
賑やかなパフォーマンスを楽しもう♬

開催場所

開催時間 11:00〜14:00

最終日曜日は
とってもスペシャルな
ステージを実施♥

4B1フロアガイドMAPB1F 141FフロアガイドMAP 21FフロアガイドMAP1F

スタッフおすすめの

地酒
スタッフおすすめの

地酒

※お一人様１杯限定
※チラシ持参の方 (グループで１枚OK)
※なくなり次第終了

※お一人様１杯限定
※チラシ持参の方 (グループで１枚OK)
※なくなり次第終了

１杯

※画像はイメージです。

1F

52FフロアガイドMAP 32FフロアガイドMAP 123FフロアガイドMAP

44FフロアガイドMAP83FフロアガイドMAP

Vivi collection    045-881-4313
3F レディース

73FフロアガイドMAP

Visette  045-881-6153
3F レディース

戸塚コンタクト・メガネ  045-881-4669
4F メガネ・コンタクトレンズ 14FフロアガイドMAP

※数量に限りがありますのでお早めに
　お求めいただけます様、お願いします。

50%OFF

いちごロールいちごロール
人気の苺がたっぷり♬

上まつげ
120本
アイシャンプー付 （＊リムーブ ＋¥500）

B1F 6B1フロアガイドMAP 41FフロアガイドMAP1F

133FフロアガイドMAP 63FフロアガイドMAP3F3F

※画像はイメージです。現物と異なる場合も
   ありますので予めご了承ください。

限定
100枚

限定
50枚

3F

19,800円19,800円19,800円1,980円1,980円1,980円

羽毛ふとん羽毛ふとん

限定
4枚

限定
10枚

メーカー希望価格：40,000円の品がメーカー希望価格：40,000円の品が
２枚合せ毛布２枚合せ毛布

＜西川＞＜西川＞

メーカー希望価格：3,980円の品がメーカー希望価格：3,980円の品が

柄各種柄各種

※開催時間、内容を都合により変更する場合があります。予めご了承ください。

53FフロアガイドMAP

※ウィッグの状態によりお受け出来ない場合もあります。お気軽にご相談ください。

●トップ 通常3,500円 ( 税別 ) ( 税別 )1,750円
●ショート 通常4,000円 ( 税別 ) ( 税別 )2,000円
●ロング 通常5,000円 ( 税別 )

通常 3,500円 ( 税別 )

通常 4,000円 ( 税別 )

通常 5,000円 ( 税別 ) ( 税別 )2,500円

3F戸塚西口バスセンター上デッキ

DJ KAREN

井上あずみ♬
スペシャルゲスト トトロをはじめ、人気のジブリ作品の名曲の

数々を披露♬ご家族で楽しめる
ミニライブお楽しみください !!

井上あずみ井上あずみ

20本～30本20本～30本
限定商品

2/23まで

OUTLET 
SALE

アウトレット
セール
アウトレット
セール
アウトレット
セール

このチャンスを
お見逃しなく !!

11:00～ キッズダンスショー
11:30～ lil’superiors
11:45～ DJ KAREN
12:05～ キッズダンスショー
12:30～ the Firstar
13:05～ TSUKATOZ
13:30～ 井上あずみ 寅之輔

final
SALE

※一部除外品を除く

当日限りの特別価格当日限りの特別価格当日限りの特別価格

ガーゼフェイスタオルガーゼフェイスタオル

（税別）500円500円500円

1,200円1,200円1,200円

ガーゼハンカチガーゼハンカチ

（税別）

今治産今治産

300円300円300円

片面ガーゼ+片面タオルのニ重織りでとても柔らかで
優しい肌触りのタオルです !!
片面ガーゼ+片面タオルのニ重織りでとても柔らかで
優しい肌触りのタオルです !!

通常価格：1,500円の品が通常価格：1,500円の品が

お一人様1台／先着10名様

お持ちのウイッグを
洗ってセットできます !!洗ってセットできます !!

他社商品でも
大丈夫です !!

荒天中止

ウィッグのお手入れに
お悩みじゃないですか !?
ウィッグのお手入れに
お悩みじゃないですか !?


