
大切な人、いつもお世話になっている人へステキなギフトを。

クリスマスもおトクに楽しくショッピング！リースや、オーナメントを飾って盛り上げよう！
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ミーツ国分寺のクリスマスは、おトクな特典やステキなイベント・キャンペーンがいっぱい！

seisuke88／3F　［雑貨］
TEL.080-3839-9569

ネイルクイック／2F　［ネイルサロン］
TEL.042-349-6591

サボン／1F　 ［ボディケアコスメ］
TEL.042-316-8808

ミネラル豊富な死海の塩と植物性オイル配合
の、不要な角質を落としながら潤いを与えるボ
ディスクラブ。

ボディスクラブ ミスティーク・シャイン
5,610円（税込）

ムーヴ／2F　［腕時計・修理］
TEL.042-312-4070

メタルベルトがセットの、カジュアルにもスーツに
も便利な着せ替えウォッチ！ お揃いでコーディ
ネートも出来る、ショップ限定モデルです。

アスビー／3F　［シューズ］
TEL.042-316-8677

頑丈で滑らかな仕上げのスムースレザー(本
革)、中はエアクッションソールでクッション性に
優れ、弾むような履き心地。

東急ハンズ／4F　［生活雑貨］
TEL.042-300-1109

筆記時のバランスをアシストするツイストタイプ
ボールペン。12/31(火)までの期間中、5,500円
(税込)以上のパーカー筆記具をお買いあげで、
ペンシースを先着プレゼント。

パーカー アーバン プレミアム
5,500円（税込）

ソストレーネグレーネ／3F　［インテリア/雑貨］
TEL.042-312-2800

豊富な色と素材に溢れるオーナメントで、クリ
スマスツリーを華やかに仕上げてみてはいか
がでしょうか？

オーナメント各種
36円（税込）～

モリス ラグス／3F　［インテリア］
TEL.042-328-8651

ベルギーからの贈り物。クリスマス気分を足元
から演出してみませんか？

ベルギー製 ゴブラン織りマット
（約60×90cm）
各5,500円（税込）

大粒のプラ玉が付いたがま口は口が大きく開く
ので、中も見やすく出し入れが楽です。

プラ玉
がま口ポーチ（小）
各3,520円（税込）

プリシラバス／2F　［レディスファッション］
TEL.080-2111-9709

落ち着いたブロックチェック柄で、年代問わず
喜んでいただけるマフラーです。

クヌッフェル／2F　［レディスファッション］
TEL.042-349-6350

カシミヤ混の柔らかい肌触りで、
やさしい暖かさに包まれます。

カシミヤ混
ストール
各7,590円（税込）

タオル美術館／3F　［タオル・タオル雑貨］
TEL.042-349-6860

可愛いスヌーピーのタオルハンカチ！
クリスマスギフトにオススメです☆

『スヌーピー』SPダイカット クリスマス
（サンタ、スノーマン）
各1,100円（税込）

ママのリフォーム／3F　［洋服のお直し、靴・鞄のリペア］
TEL.042-327-0777

クリスマス色のネーム刺繍、クリスマス特別価格
でお入れします。

洋服、小物へのネーム入れ
800円（税込）

シンクシング／3F　［オーダー枕・快眠雑貨・寝具］
TEL.042-312-0709

上質ダウンが肩口・首元をやさしく包み込み、
暖かくお使いいただけます。

西川 洗える羽毛肩あて
（ギフトボックス付）
各色3,990円（税込）

プレシャス／3F　［レディスファッション］
TEL.042-401-0222

お手頃価格で
プチギフトにオススメ♪

アームウォーマー 2,750円（税込）
マフラー 3,190円（税込）

フレール ドゥ カリーナ／2F　［レディスファッション］
TEL.042-349-6733

柔らかい風合いの張りがある生地を使った、カリーナ別注
カラー。クリスマスシーズンにもぴったりな華やかさです。

起毛フレアワンピース
（ベージュ、カーキ、ブルーグリーン）
10,780円（税込）

カ・ラ・ダ ファクトリー／4F　［整体・骨盤調整］
TEL.042-312-0660

寝ながら骨格サポートまくらEX．専用ピローケース
2,145円（税込）

寝ながら骨格サポートまくらEX．
14,520円（税込）

ビューティーフェイス/ビューティーアイラッシュ／2F　
［シェービング・まつ毛エクステ］
ビューティーフェイスTEL.042-316-8628
ビューティーアイラッシュTEL.042-312-0526

レ ミルフォイユ ドゥ リベルテ／1F　［フラワー］
TEL.042-349-6183

冬の玄関を彩るクリスマスリース。

クリスマスリース
（SS）1,760円（税込）／
（S）2,420円（税込）／
（M）3,520円（税込）

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス／2F　［コスメ］
TEL.042-401-0847

期間中、ザ・アイシャドウを含む〈アディクション〉製品5,500円（税
込）以上お買いあげで１点、9,900円（税込）以上で2点、13,200
円（税込）以上で3点オリジナルアイシャドウケースをプレゼント。

〈アディクション〉
ノベルティキャンペーン

パリミキ／4F　［メガネ・補聴器］
TEL.042-313-8556

色 な々レンズが選べる、お買い得なセットをご提供！

12/1（日）
～なくなり次第終了

メガネ1組 20％OFFコーナー
フレーム＋選べるレンズ付
13,200円（税込）→10,560円（税込）～

①スパネイルリッチ ハンドクリームN （70g）
3,080円（税込）
②スパネイル キューティクルリッチオイルN （10mL）
1,760円（税込）
③スパネイル ピーリングジェルN （150mL）
1,936円（税込）

②①

①
③

②

アニエスb
①FCRT712 34,100円（税込）
②FCST712 30,800円（税込）

Dr.Martens（ドクターマーチン） 
CORE 1461 3 EYELET SHOE
（3ホールシューズ）（メンズ、レディス）
23,100円（税込）

②まつ毛美容液 4,400円（税込）
①オールインワンクリーム 4,400円（税込）

フォンテーヌ／4F　［ウィッグ］
TEL.042-323-8808

トップピース（VE135）（W40）
102,300円（税込）

［直営店ご優待］
1,100円（税込）以上お買いあげで5%OFF

ブロックチェックマフラー
（ブルー×モカ、ベージュ×ブラック）
各5,390円（税込）

①

②

M2 by sensounico／3F　［レディスファッション］
TEL.042-312-0477

とても軽くて明るい花柄で、冬の装いの
アクセントに。

バッグ
8,250円（税込）

さらにステキな情報が満載な裏面もチェック！

期間限定ショップ
12/12（木） 25（水）

お名入れ
無料

Christmasキャンペーン
「ミーツ国分寺セレクトギフト」
対象商品



詳しくはホームページへ ID：mits_kokubunjiID：@mits-kokubunjihttp://mi-ts.jp/ミーツ国分寺

ミーツ国分寺 東京都国分寺市本町3-1-1　TEL.042-404-2800 10：00～21：00営業時間 ※ショップにより異なります

駐車料金
割引サービス

［自動車］お買上げ2,000円以上 1時間無料
　　　　お買上げ5,000円以上 2時間無料
［自転車］お買上げ1,000円以上 24時間無料

タイムズ国分寺
ステーション

［自動車］お買上げ2,000円以上 1時間無料
　　　　お買上げ5,000円以上 2時間無料

タイムズ国分寺
北口駐車場

●チラシの内容は、2019年11月30日（土）現在のものです。 ●品切れの際、期間中でも終了させていただく場合がございます。 ●一部割引対象外商品もございます。 ●チラシの内容はミーツ国分寺のみ有効です。
●一部内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載価格は総額表示（税込）です。（個別表記のあるものは除く） ●画像はすべてイメージです。

クリスマス気分を盛り上げる、美味しいメニューや
ケーキ予約情報をお見逃しなく！

クリスマスケーキご予約承り会

ミーツ国分寺ではサンタさんが大活躍！イベント・キャンペーンに参加してもっと楽しいクリスマスに!

サンタさん
お菓子配布イベント

12/21SAT 12/22SUN

サンタさんがミーツ国分寺にやって来る！?
館内で見つけて、お菓子をもらっちゃおう♪
時 間 ①11:00～

②13:00～

対 象 小学生以下の
お子さま

※各回約1時間

Christmasガラポン抽選会
12/20FRI 12/24TUE

ショッピングがもっと楽しくなる、ミーツお買物券等が当たる抽選会を開催！
期間中、お買いあげ金額に応じて「抽選券」または「抽選補助券」をお渡しいたします♪

抽選会場

「抽選補助券」を
3枚集めると、

抽選に1回ご参加
いただけます。

3F プラタナス広場受付時間 10:00～18:00

Christmasキャンペーン～サンタさんにプレゼントをお願いしよう！～

11/30SAT 12/19THU

期間中、1店舗1会計につき1,000円（税込）以上お買いあげのお客さまに、応募用紙を1枚
お渡しいたします！ 館内設置の応募BOXに投函すると、ステキなプレゼントが抽選で当たります！
特賞は“お客さまの欲しいもの”を、サンタさんがクリスマス当日にご自宅までお届け♪
当チラシ掲載のショップおすすめギフトの一部もプレゼントいたします。
応募方法 応募用紙に必要事項をご記入のうえ、会場に設置の応募BOXに投函。
応募会場 3F プラタナス広場・1F クイーンズ伊勢丹 レジ奥
当選発表 商品及び招待状の発送をもって、発表に代えさせていただきます。

箱根ベーカリー／1F　［ベーカリー・カフェ］　TEL.042-349-6694

数量限定! パティシエが腕によりをかけたオリジナルシュトーレンです。
パティシエ仕込みのシュトーレン 1,200円（税込）

椿屋カフェ／3F
［カフェ・喫茶］
TEL.042-401-0507

自社工場で作ったクリスマ
スケーキです。

ストロベリーショートケーキ （5号）
4,600円（税込）
ミルクチョコレートケーキ （5号）
3,800円（税込）
ミルクレープ （5号）
4,300円（税込）
モンブラン （5号）
4,300円（税込）
レアチーズケーキ （5号）
4,000円（税込）

和ごはんとカフェ チャワン／4F　［カフェ・定食］　TEL.042-300-0218

クリスマスに大好評なローストチキン♪今年も、ご予約お待ちしております！

自家製ローストチキン 1,058円（税込）
厚切りポークのBBQグリル 950円（税込）

お持ち帰り限定

※お食事は税率が変わります。
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今年はクリス
マスメニューもミーツ国分寺でみつけよう

Menu ミーツ国分寺
クリスマスメニュー

クイーンズ伊勢丹／1F
［スーパーマーケット］
TEL.042-401-0639

ナナズグリーンティー／2F　［カフェ］　TEL.042-349-6402

中にチョコレートが入った温かいケーキに、甘いアイスクリームを添え
た冬の贅沢スイーツです。

ほうじ茶フォンダンショコラ
［単品］770円（税込）　［ドリンクセット］　1,045円（税込）～
※飲み物により値段が変わります。※お持ち帰りは税率が変わります。

ご予約締切日

12/15（日）まで
店頭お渡し日

12/22（日）
2３（月）
24（火）

1店舗1会計につき
3,000円（税込）毎 抽選券
1,000円（税込）毎 抽選補助券

※HP・館内等での当選者名の公表はいたしません。

STEP 1 STEP 2 STEP 3
ショッピングで
応募用紙をGET!

必要事項を記入して、
応募BOXへ投函!

当選したら
プレゼントをお届け!

応募用紙

応募用紙

ケユカ／4F　［雑貨・カーテン］
TEL.042-300-0611

お湯の注ぎ方で様 に々味が変化する、
ステンレス製のコーヒードリッパー。

spira コーヒードリッパー
1,540円（税込）

※コーヒーサーバーは参考商品です。 カルディ コーヒーファーム／3F　
［コーヒー豆・輸入食品］
TEL.042-320-2022

オリジナルデザインの「グリューワインカッ
プ」と、温めて飲むワイン「グリューワイン」の
セットです。

グリューワインセット（赤）
767円（税込）

12/2（月）～数量限定販売

10%
OFF

12/8（日）までの
ご予約・ご入金で
早
割

※12/21（土）のみ、3F ドゥクラッセ前レストスペース

※抽選券のお渡し上限金額は、60,000円(税込)まで。※当日お買いあげレシート対象。※レシート合算不可。※景品がなくなり次第終了とさせていただきます。
※3F なんぼやでは「査定いただいた方」、4F ライフサロンでは「保険のご相談をいただいた方」、4F JTBでは「宿泊を伴う国内旅行・海外旅行をご成約していただいた方」に、抽選券を1枚お渡しいたします。 

さらに!抽選券をお持ちでミーツエムアイカードまたはエムアイカードを会場にてご提示で、もう一回チャレンジ!

表面の
このアイコンが

目印!

ミーツお買物券が
最大10,000円分当たる!


