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立体Yシャツクリーニング 120円(税込)
ドライクリーニング 汗とり加工 120円(税込)
皮脂や汗が気になる時季のお手入
れに。頑固な汚れをすっきり落とし
てくれます。
1F タカケンクリーニング
［クリーニング］

無料体験後、1週間以内のご入
会で、入会金5,500円(税込)→
1,100円(税込)！
初めてでも大丈夫。音に合わせ
て身体を楽しく動かそう♪
2F セイハダンスアカデミー
［ダンススクール］

旅行相談受付中！
今年の家族旅行は沖縄本島、石垣
島、宮古島へ♪専用パンフレット記
載のホテルにてJTB専用ラウンジが
利用できます。
2F ツーリストアイチ［旅行業］

〈サマースクール〉
夏の体験キャンペーン受付中！
料金：1,000円(税込)／全2回 ※別途無料体験実
施中。無料体験のみの受講も可 ※受講後1週間以内の
ご入会で、入会金11,000円(税込)→1,100円(税込)
受付期間：6/30（木）まで
2F セイハ英語学院［子供英会話教室］ 

PREMIUMリンパ×骨盤調整60分
コース 3,980円(税込)
肌見せの多い夏に向けて、骨盤調整
や脚のリンパマッサージで脚をスッ
キリケア。
2F カラダファクトリー［整体］

持込カラー 2,200円(税込) 
※2箱以上＋330円(税込)
市販のヘアカラーを持参するメ
ニュー。プロの技術でムラなくきれい
に染め上げてくれます。
1F 美容室イレブンカット［美容室］

【6/23（木）～8/31（水）】
〈初めてのコンタクト割、他社からの乗
り換え割〉
レンズ2箱で50％OFF、LINEご登録で4箱まで
50％OFF！※他社からの乗り換えの場合は、他社利用の
会員証・レシートをご提示ください ※一部除外品有り

1F ハートアップ［コンタクトレンズ・メガネ］ 

夏を楽しむおしゃれグッズやお得情報満載

Enjoy summer!Enjoy summer!
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〈SALON de RUBAN〉
メッシュ2WAYショルダー 6,490円(税込)
コーデをぐっと夏らしく仕上げてくれます。
ショルダーにもなるので使い勝手抜群！
4色展開。
1F グランサックス
［スーツケース・財布・服飾雑貨］
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ピアス各種 1,100円(税込)～
耳元も夏仕様にチェンジ。期間中、
1,100～11,000円(税込)のピアスをお買
い上げで自店ポイントカード2倍！
1F キラット［ジュエリー・ウォッチ］

昔ながらの金魚鉢 2,530円(税込)
銀彩フリーグラスペア 小皿付 3,300円(税込)
夏の晩酌を優雅に演出してくれるグラスや、
涼を感じるミニサイズの金魚鉢。
1F ORIBE［和洋陶器・雑貨］

Tシャツ 2,189円(税込)～
ショートパンツ 1,430円(税込)～
汗ばむ季節もさらっと快適に過ご
せる人気アイテムが豊富に登場。
1F チュチュアンナ
［靴下・ウェア・インナー］

【6/24（金）～7/18（月・祝）】
ロフトイエローバザー開催！
半期に一度のチャンス！コスメや
生活雑貨、文具などがお買い得に。
2F ロフト
［文具・コスメ・キッチン雑貨・キャ
ラクター雑貨等の生活雑貨専門店］

〈スーパーサマーセール〉
店内商品20～30％OFF！
人気ブランドのスニーカーやサンダルなどがお買
い得！アウトレットコーナーはさらにお得に。
2F ABC-MART
［ファッション・シューズ・スポーツアパレルほか］

エアコン・冷蔵庫買い替えを応援！
エアコン・冷蔵庫特価祭りを開催。
限界価格に挑戦します。猛暑に備え
て家の機器を見直してみては。
2F コジマ×ビックカメラ
［家電量販店］

JINS＆SUN 3,300円(税込)～ 
※写真の商品は各5,500円(税込)

夏の紫外線をおしゃれにカット。ファッ
ション感覚でシーンに合わせたデザイン
を選んで。
2F ジンズ［メガネ・サングラス］

夏の暮らしを彩るアイテムが
勢揃い。
ダイソーはおかげさまで50周
年！日よけ腕カバーや冷感グッ
ズ、コスメなど豊富にライン
アップ♪
2F ダイソー［100円ショップ］

お買い上げ金額でアイテムが
変わるノベルティプレゼント♪
流行の韓国コスメを要チェック。夏
ならではのメイクに挑戦してみて。
1F cos:mura［化粧品・化粧雑貨］

店内商品MAX60％OFF！
夏物アイテムが早くもプライスダウン。トレンド
アイテムをお得にゲットして、おしゃれを楽しんで。
1F レプシィム
［レディスファッション・服飾雑貨・生活雑貨］

自店ポイントカード2倍！　
図鑑や文庫フェアも同時開催。夏休
みの自由研究や作文にぴったりな
一冊が見つかります。
2F くまざわ書店［書籍・雑誌・文具］

グラスドリップコーヒーメーカー20 
3,630円(税込)
ホットもアイスも抽出できるグラスドリッ
プメーカー。香りと風味を閉じ込めた
コーヒーを自宅で味わえます。
2F スターバックス ［コーヒーストア］

学びも旅行もメンテナンスも
イーアス春日井で♪
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冷しとろろそば 750円(税込)
滋養強壮効果のある山芋は夏バテ対策
にぴったり。食欲が落ちる季節もつるっ
と喉を通ります。
1F 美唄そば大地［そば］

パンダ杏仁豆腐 440円(税込)
濃厚なミルクの風味と滑らかな
舌触りが人気のロングセラー
スイーツ！冷蔵庫でよく冷やして
召し上がれ。
1F カルディコーヒーファーム
［コーヒー豆・輸入食品］西京漬け商品 10％OFF！

※他割引との併用不可

旨みのある米味噌にじっくり漬け込んだ
脂ののった魚をお持ち帰りでどうぞ。
1F 西京漬け 焼魚専門 太市食堂［和食］

コロッケさんデー 200円(税込)
おやつにぴったりなサイズのサンデー。
プレーン・きなこ・抹茶の3種類からお好き
なものを。
1F コロッケのころっ家［コロッケ専門店］

アイス、アルコールドリンク 
各100円(税込)～
クッキー＆クリームをはじめとし
た6種類のアイスと生ビールなど
のアルコールドリンクが100円(税
込)で楽しめます。
3F ラウンドワンスタジアム
［総合アミューズメント］

赤豚骨 780円(税込)
豚骨ベースのコク深いスープが麺によく
絡みます。ラー油と花椒の痺れる辛さ
がやみつきに。
1F 長浜豚骨ラーメン 一番軒［ラーメン］ 

※写真はイメージです。

50周年 アニバーサリー 感謝の想い 
羊羹 (5個入) 2,160円(税込)
和菓子とのコラボ！小豆生あん×チョコ
レートと、カカオフルーツ×白あんの
2種類を詰め合わせました。
1F ゴディバ［洋菓子］

水出し茶葉各種 299円(税込)～
白桃＆グリーンルイボス、さくら＆ローズヒップ
など爽やかな飲み口のお茶が勢ぞろい。
1F 無印良品
［レディス／メンズ／キッズファッション・服飾
雑貨・生活雑貨・食品］

焦がしキャラメル ミルクシュー 230円(税込)
3種類の砂糖をブリュレしたシュー生地に、ミ
ルククリームと特製濃厚カスタードがたっ
ぷり♪
1F ベイクドマジック［シュークリーム］ 

ラプラプマンゴーレモネッタ 650円(税込)
ラプラプマンゴーレモネード 450円(税込)
パッションフルーツとマンゴーが入ったト
ロピカルな夏季限定レモネード。
1F LEMONADE by Lemonica
［レモネード専門店］

マンゴーソフトクリーム 350円(税込)
まるでマンゴーそのものを食べているかのよう
な濃厚な風味。南国気分が味わえます。
1F 果実びより［フルーツパーラー・カフェ］

金家の冷麺セット 321円(税込)
コシの強い麺と牛肉ベースのスープがマッチ。
本場の味を家で手軽に再現できます。
1F 韓国商店 イルソイルソ
［韓国食材・韓国コスメ・韓国食器］

ダブルシロップのふわっふわかき氷 
各660円(税込)※７/16(土)～販売開始
大須の人気店が『かすがいＧＯＧＯ！』に、期
間限定出店！シロップは 24種類から選べま
す。氷はふわふわで口溶けも◎。
1F かすがいＧＯＧＯ！
［地域食物販アンテナショップ］ 

かき氷 各300円(税込)～ 
※トッピングは＋60円(税込)～

暑さを吹き飛ばすシャリシャリ食感の
かき氷。シロップは全5種類。トッピング
の追加もおすすめ。
1F ジェラフル
［クレープ・タピオカドリンク］

Su�er gourm�
イーアス春日井で楽しむ
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