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コピーマックコピーマック
Beauty eyelashBeauty eyelash
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ワッツウィズワッツウィズ
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●MS 四国MS 四国
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●公益社団法人高松青年会議所JCI公益社団法人高松青年会議所JCI
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●銀座グラティア／ラココ銀座グラティア／ラココ
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　アーツカウンシルアーツカウンシル
　高松高松

●2代目 アミーゴ森崎2代目 アミーゴ森崎
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ＵＱスポット 高松丸亀町ＵＱスポット 高松丸亀町● ●ＰＡＮＹＡ ＡＳＨＩＹＡ 美術館通り店ＰＡＮＹＡ ＡＳＨＩＹＡ 美術館通り店

●ダイコクドラッグ 高松丸亀町店ダイコクドラッグ 高松丸亀町店

伍茶●

お茶の亀屋 翠松園お茶の亀屋 翠松園●

●ヤマハミュージック 高松店ヤマハミュージック 高松店
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全商品30%ＯＦＦ！ ※一部対象外あり

ヨーガンレール 高松
［7.10～19］

A-1

健康チェック＆トレーニングの５種体験がワンコイン
５００円で!
（血行・血流状態・ストレス状態・血管年齢・骨密度・脳
年齢等が測定できます）
ご予約不要！
計測結果は、その場でお渡し出来ます。

BodyBank
［随時］

A-1

毎週月曜日～水曜日イベント開催中！
週替わりの対象商品を１箱買うと、１箱プレゼント！

松風庵かねすえ
［開催中］

A-2

好評開催中！

GAP/GAP Kids
［開催中］

A-2

全商品30～50%OFF！※一部対象外あり

トータルファッション パリス
［7.12～8.16］

B-1

全商品30%or50%ＯＦＦ！ ※一部対象外あり

PAPAS MADEMOISELLE NONNON
［7.3～］

A-1

健康診断（法定健診）8,800円
人間ドック（スタンダード）44,000円
内臓脂肪測定3,300円

丸亀町クリニック A-1

一部商品20～50%ＯＦＦ！

Francfranc 高松店
［6.19～9.3］

B-1

全商品10～70%OFF！ ※一部対象外あり
COTTON STEPS
スクエアパーツポインテッドトゥパンプス6,900円
（税別）→4,140円（税別）
クリアベルトスポーティーサンダル
6,900円（税別）→5,520円（税別）
ドッキングアシメワンピース
9,900円（税別）→7,920円（税別）
今季のトレンドのスポーツサンダルやPVCサンダル
が大変お買い求めやすくなっております。
話題の“走れる美脚パンプス”もご用意いたしており
ます。ぜひ、この機会にお越しください。
（ポイント付与有り）

RANDA 高松店
［6.26～］

C-1

月会費6,800円（税別）→0円
入会金2,000円（税別）→0円　
登録事務手数料3,000円（税別）→0円
8、9月会費6,800円（税別）→0円　　
オプション2カ月無料!

JOYFIT24 丸亀町参番街
［7.1～31］

C-2

シューレの夏ギフトフェア開催中!
「島のジャム」や「地酒とおつまみ」など魅力的な商
品を詰めたギフト。
まとめてご注文いただいた方にはプレゼントをご用
意します。

まちのシューレ963
［開催中］

C-2

「スキャルプ＆フェイシャル」
お顔と頭皮のWケア（約60分）
19,250円（税込）→3,240円（税込）
「TAKANO式キャビボディ」超音波マシンで脂肪に
アプローチ（約50分）
23,100円（税込）→3,000円（税込）ご入会の方へ
オリジナルデザインのミニサーモボトルをプレゼント！
（数に限りがございます）

たかの友梨ビューティークリニック
［6.21～8.31］

C-2

一部商品30～50%ＯＦＦ！
アクセサリーブレス
アクセサリーネックレス
5,000円（税込）～10,000円（税込）
→2,000円（税込）均一!
お手持ちのリング・アクセサリーを無料で新品仕上げ
にさせて頂きます。

天満屋ロイヤルジュエリーサロン
［7.15～8.31］

C-2

全商品15%OFF！
新作ジュエリーの発表に合わせ、サマーセールを開催!
今年はいつもよりもっとお得に15％ＯＦＦの特別販売!
神戸の女性デザイナーたちが発信するおしゃれな
ジュエリーの新作に注目して！
（修理・リフォームは除く）

フラウコウベジャパン 香川高松店
［7.3～8.3］

D-2

センコヤポイント10％還元!
（一部ブランドと特価商品は除く）

コスメティック センコヤ 丸亀町本店
［7.1～5］

D-2

コンタクトレンズ最大30％ＯＦＦ!
メガネフレーム最大50％ＯＦＦ!
遠近両用・両面非球面メガネレンズ全品半額！

ハートアップ 高松
［6.18～8.31］

D-2

 一部商品20～50%ＯＦＦ！※一部対象外あり

English rosa
［6.13～］

E-1

税込110,000円以上の結婚指輪または、婚約指輪
との3本セット購入時にご利
用頂ける2万円分のサービスチケット
プレゼント♡（他の割引とは併用不可）

BIJOUPIKO 高松店
［～8.31］

E-1

遠近両用１DAYコンタクトレンズ
「プロクリアワンデーマルチフォーカル」
初来店の方店頭価格より30％OFF!
2回目以上の方店頭価格より20％OFF!
手元が気になりだした、PC作業で疲れが気になる方
へおすすめです◎
「勝負目エステ」
おうち美容に最適◎目元など気になる箇所に貼るだ
けでOK！まるでエステ級のぷるぷるふっくら目元に。
最新のマイクロニードル技術により2枚で約2600
本もの針状の純国産ヒアルロン酸を角質層にダイレ
クトに注入することができる目元パックです。

Menicon Miru 高松店
［7.1～8.31］

E-1

全商品40%ＯＦＦ！※一部対象外あり  

PINK HOUSE INGEBORG
［6.26～］

E-2

最大60%ＯＦＦ！
ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシン
グ・アーバンリサーチドアーズ・チャオパニックなど、
人気ショップ計18店舗のアイテムがスペシャルプ
ライスで登場!

丸亀町グリーン
［6.19～7.26］

G-1・2

一部商品20～50%ＯＦＦ！
入会金・事務手数料
9,000円（税別）→4,500円（税別）
ビジターパーソナルトレーニング45分
5,500円（税別）→4,500円（税別）
換気や消毒などを行ってサービスを提供しています。

TRAIN
［7.1～8.31］

C-1

全商品10%OFF！ ※一部対象外あり

LUPICIA 高松丸亀町店
［6.24～7.22］

C-2

全商品30～50%OFF！※一部対象外あり

Coomb 高松
［7.1～31］

C-2

一部商品25～32%ＯＦＦ！
全シューズ2足以上のご購入でさらにレジにて10％
ＯＦＦ!
複数購入サンプル
（セール品＋セール品/セール品＋プロパー品/プロ
パー品＋プロパー品）

アシックスウォーキング 高松
［6.19～8.16］

B-2

全商品50%OFF！ ※一部対象外あり
ワイシャツ（長袖・半袖）
1,900円（税別）→990円（税別）
サマー礼服50％OFF!
お買い上げ特典
オリジナルざる＆ボウルプレゼント!

はるやま 高松店
［6.15～30］

C-1

夏の贈り物（Ｍセット）3,000円（税込）
季の実（9個入）2,547円（税込）
氷梅じゅーす702円（税込）

名物かまど 高松店
［6.21～8.2］

B-1

一部商品30～50%ＯＦＦ！
メーカー協賛掘り出し品22,000円→6,600円
期間中10,000円以上お買い上げでオリジナルノベ
ルティプレゼント！
次回お使いいただける500円券もプレゼント!

shoes shop LOLO
［7.1～8.31］

B-2

一部商品20～50%ＯＦＦ！

ABC-MART 高松丸亀町店
［～8.3］

B-1

MARUGAMEMACHI SUMMER SALE
高 松 丸 亀 町 商 店 街 サ マ ー セ ー ル ス タ ー ト

フィッティングルーム

多機能WC

給湯器

まちなかループバス
停留所

※高松駅・三越・丸亀町などを結ぶ
「まちなかループバス」は、7:0 0
～19:00まで40分毎に運行。

衣類着替えシート

子供用便座

ドライヤー

レンタサイクル

AED

授乳室

車イス用WC

喫煙所

お荷物一時
お預かりセンター

駐車場

自転車駐輪場

WC

おむつシート

ベビーチェア

子供休憩室

身長・体重計

キッチン用流し
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