
※ 状況により完売している場合がございます。

◆下記ショップにて福袋のご予約を承っております。
　ご予約、受渡し等詳細は、各ショップへお問い合わせください。

並ばず ゲット！！並ばず
アトレマルヒロ

年内予約

ラ ラクク ゲット！！

只今ご予約承り中！！

ヘ
ル
ス
＆
ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー

ショップ名 お問合せ お受渡し日承り期間金　額内　容

アズ ノウ アズ
ピンキー

２０２２ ＡS KNOW AS PINKY 福袋
（アウター１点・ニット１点
２点以上・２万円相当)

 ３Ｆ

限定数

先着１０点

先着５点

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

予約方法

０４９-２２３-１６３０

サマンサ タバサ
プチチョイス １１，０００円２Ｆ ０４９-２２３-１０５７ ２０２２年１/２（日）

　～１/１０（月・祝）～１２/３１（金） ご来店・お電話

無印良品６Ｆ ０４９-２２３-１１７０福 缶
（２０２２円のＭＵＪＩギフトカード、縁起物）

予約抽選 ～１１/２８（日） 無印良品
公式ネットストア

２０２２年 １/２（日）～
１/１０（月・祝）

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
グ
ッ
ズ

ローズガーデン６Ｆ ０４９-２２６-６５７８ ２０２２年１/２（日）
　～１/１０（月・祝）

２０２２年リラクゼーション福袋 先着２２点（ ５，０００円回数券２組、ジュビリーローズバスソープ１点
アロマクリア１点 ）

～１２/３１（金）

フ
ー
ド

龜　屋 ０４９-２２３-５６１１新春福袋 １，００１円 限定なし
（亀の最中６個、こがね芋２個など１４点入 １，９７０円相当）

 ～１２/１５（水）Ｂ１Ｆ ２０２２年１/２（日）
 ～１/７（金）

福袋２０２２
１２/１（水）～
２０２２年
１/１０（月・祝）

０４９-２３６-３１４５

先着３００点

先着２００点Ｂ１Ｆ ｃｏｃｏｒｏ

先着
１００点限り

サ
ー
ビ
ス

福 袋（小物・雑貨） 税込

アース
ミュージック
＆エコロジー

５，５００円

３Ｆ ０４９-２９８-５３１１～１２/２４（金） ご来店数量限定

（今すぐ使えるアイテム５点入）
税込５千円福袋

１１，０００円
（アウター含む１０点入）

税込１万円福袋 １２/２９（水）～
２０２２年１/３（月）１７時迄

３３，０００円
（アウター含む２９or３０点入）

税込３万円福袋

２０２２ ＡS KNOW AS debase 福袋
（アウター1点・ワンピース/パンツなど

３点以上・５万円相当）

５，５００円税込

１１，０００円税込

ご来店・お電話
公式ＨＰ

１２/３０（木）～
１２/３１（金）２０時迄～１２/３１（金）

１１，０００円税込 ご来店

税込 ご来店・お電話

（ミニバウム５ヶ、ドライバウム１ヶ ６点入 １，３００円相当） １，０００円税込

２，０２２円税込エッグバウムセット２０２２
（エッグバウム ５ヶ ２，６００円相当）

先着３００点１，５００円税込ミニバウムセット
（ミニバウム９ヶ ２，０００円相当）

ご来店 １２/２６（日）～
２０２２年１/１０（月・祝）

目の美容院６Ｆ ０４９-２９９-５１１８ ２０２２年１/２（日）
　～１/１０（月・祝）

①アイエクセレントコース 先着１０点（１００分 ５回券 税込８２，５００円相当）

１２/１（水）
～１２/３１（金）

５５，０００円税込

ご来店②アイエクセレントコース 先着１０点（１００分 ３回券 税込４９，５００円相当） ３９，６００円税込

先着１０点（美容液２点、シートパック１点 税込２１，８４７円相当） １６，５００円税込ホームケアセット

ボディーズ７Ｆ ０４９-２３６-３８８７
２０２２年１/４（火）
　～１/１５（土）

ビューティー＆ダイエットセット 先着２０点（サプリメント健康食品４点 税込１２，６６０円相当）

１２/１（水）～

６，５００円税込

ご来店
ボディーズ
公式ＨＰ

ゲルマニウム温浴デトックスセット 先着１６点（ゲルマ回数券１１枚、サプリメント健康食品２点 税込１７，０００円相当） １０，０００円税込

先着８点
（トップス２点、ソックス１点、マスク１点 税込１３，２３０円相当）

７，９００円税込トレーニングウェアスタートセット①

先着４点
（トップス１点、パンツ１点、マスク１点 税込１２，９００円相当）

７，９００円税込

（サプリ４点、マスク１点、入浴剤２点）
ヘルス＆ビューティーセット 先着１０点４，５００円税込

スカラー４Ｆ ０４９-２２３-６０６０～１２/３１（金） ご来店数量限定

（４点入＋袋 税込３４，０００円相当）
スカラー福袋

１１，０００円
（４点入＋袋　税込３４，０００円相当）

税込イズスカラー福袋

１１，０００円税込

（８点入＋袋　税込６３，０００円相当）
ブランドミックス福袋 ２２，０００円税込

２０２２年１/２（日）
　～１/９（日）

アロマブルーム６Ｆ ０４９-２３７-７８５３ ２０２２年１/２（日）～２０２２ ＨＡＰＰＹ ＢＡＧ 先着４９点（アロマライト１点、アロマオイル３点、ハーブティ２点、サシェ２点
８点入　税込１０，６８０円相当）

１２/１（水）
～１２/３１（金）５，５００円税込 ご来店・お電話

オリヒカ

５，５００円

５Ｆ ０４９-２２７-７０８８１２/１５（水）
～１２/２６（日）

（ワイシャツ形態安定４点入）
税込Ｙシャツ福袋

（ベルト３点入）
ベルト福袋 １２/２８（火）～

２０２２年１/９（日）２０時迄

（ソックス１０点入）
ソックス福袋

２，２００円税込

１，１００円税込

先着２０点

先着２５点

先着５０点

ご来店・お電話

ノンヘッジ

２０，０００円

４Ｆ ０４９-２２４-３９３９１２/１（水）～

（ルームウェア４点セット１点、巾着バッグ１点、ビッグロゴＢＡＧ１点，
２万円商品券１点 ４点入）

税込２万円福袋

（フード付ＰＯ１点、レギパン１点、トートＢＡＧ１点、１万円商品券１点 ４点入）
１万円福袋 １２/２９（水）～

（スウェット１点、トートＢＡＧ１点、５千円分商品券１点 ３点入）
５千円福袋 ５，０００円税込

先着１００点

先着７点

先着１０点

全店

１０，０００円税込 ご来店

グリーンパークス
サラ

４Ｆ
数量限定

数量限定
０４９-２９８-８４４８

５，５００円税込

～１２/３１（金）（アウター２点、トップス４点、パンツ、ストールを含む１０点入）
着回し力抜群 福袋 １１，０００円税込

（アウター、全身コーデ、ワンピース、ストールを含む５点入）
コスパ最強 福袋

ご来店 ２０２２年１/２（日）～

テイクアップ
セレクト

１５，０００円

２Ｆ ０４９-２２６-７１３０

（天然石ピアス１点、キュービックピアス１点）
税込ピアス２点セット

ピアス・ネックレスセット 先着３点

先着２点

３５，０００円税込 ご来店

先着１０点

（ダイヤモンドピアス１点、ネックレス１点）

イヤリング・ネックレスセット ３５，０００円税込（ダイヤモンドイヤリング１点、ネックレス１点）

１２/１（水）
～１２/３１（金） ２０２２年１/２（日）～

タイムランド
１１，０００円

２Ｆ ０４９-２２６-８１７２
先着１０点カジュアルウォッチ① 税込

２２，０００円 先着１０点カジュアルウォッチ② 税込

（カジュアルウォッチ２本～３本入
２５，０００円～３０，０００円相当）

（カジュアルウォッチ２本～３本入
４０，０００円～５０，０００円相当）

１２/２６（日）
～１２/３１（金） ご来店 ２０２２年１/２（日）

　～１/３（月）

ザ ボディショップ３Ｆ ０４９-２２６-７１６５ ２０２２年１/２（日）
　～１/１０（月・祝）

（Ｓ） ＨＯＰＥ ＳＥＴ

数量限定 １２/１（水）
～１２/３１（金）

３，７００円税込ミニサイズ（ボディバター、シャワージェル、クレイジングバーム）
ハンドクリーム、シートマスク ５点入 税込４，２９０円相当

（Ｌ） ＤＲＥＡＭ ＳＥＴ
レギュラーサイズ（ボディケア2点、フェイスケア３点）

５点入 税込１４，３００円相当
１０，５００円税込

（ＬＬ） ＬＯＶＥ ＳＥＴ
レギュラーサイズ（ボディケア６点、フェイスケア２点）

８点入 税込２８，７１０円相当
２０，０００円税込

ご来店・お電話

２，０２２円税込 １８時まで

エニスィス３Ｆ ０４９-２２７-０１０２ハッピーバッグ
（アウター１点、トップス２点、ボトムス１点 ４点入） １２/１（水）～１１，０００円税込 ご来店・お電話 １２/２９（水）～

ＪＩＮＳ５Ｆ ０４９-２２６-７３６０ＪＩＮＳ公式サイト
ＷＥＢ限定予約

２０２２年 １/４（火）～
１/１６（日）

ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル

特別チケット福袋
（税込８，８００円メガネチケット

当たりにはさらにお得なチケット付き）
６，６００円税込 数量限定 １１/２６（金）

～１２/１９（日）

カフェ
イタリアントマト１Ｆ ０４９-２２６-００４６

先着３０点１，５００円福袋

先着１０点２，０００円福袋
（マフィン４種、ドリンクチケット ５点入 ２，０００円相当）

（マフィン２種、コーヒー豆＜フィルター＞、
ミルク、シュガー、ドリンクチケット ６点入 ３，０００円相当）

１２/２７（月）
～１２/３１（金） ご来店 ２０２２年１/２（日）～

数量限定

先着３０点２，５００円福袋
（マフィン４種、ドリンクチケット、

ケーキセットチケット２枚 ７点入 ３，８００円相当）

１，５００円税込

２，０００円税込

２，５００円税込

トレーニングウェアスタートセット②

コスメクリニック２Ｆ ０４９-２２７-５１１６ ２０２２年１/２（日）～コスメクリニック福袋 先着２５点（ 化粧水１点、クレイジングミルク１点、ネイル３点 ） ～１２/３１（金）１１，０００円税込 ご来店

予約終了

北京飯店 ０４９-２２３-１２３４中華福袋 １，１８８円 先着５０点
（小菜・点心３点＋５００円割引券 ４点入）Ｂ１Ｆ ２０２２年１/２（日）

 ～１/３（月）１８時迄税込 ご来店・お電話１２/１（水）
～１２/２８（火）

オルビス６Ｆ ０４９-２２６-７２７０ ２０２２年１/２（日）
　～１/１９（水）

オルビスニューイヤースキンケアセット
先着６点（オルビスローション１点、モイスチャーボトル１点、酵美人２０２２

３点入　税込９，２０３円相当）

１２/１（水）
～１２/３１（金）

８，３００円税込

ご来店・お電話

（つめかえ用） 先着１０点（オルビスローション替１点、モイスチャー替１点、酵美人２０２２
３点入　税込８，６５３円相当）

７，８００円税込
オルビスニューイヤースキンケアセット

（ボトル）

先着１０点（２点入　税込２，７３３円相当） ２，４６１円税込クレンジングリキッドボトル+替セット

先着４８点（２点入　税込２，５３６円相当） ２，２８２円税込クレンジングリキッド替×２セット

先着８点（２点入　税込４，５１０円相当） ４，０５９円税込オフクリームボトル ボトル+替セット

先着２０点（２点入　税込２，９３４円相当） ２，６４０円税込クレンジングジェル×２セット

先着１２点（２点入　税込３，９６０円相当） ３，５６４円税込オフクリーム替×２セット


