
2021年4月
ミーツ国分寺は
3周年を迎えます

ありがとうの想いを込めて楽しさリフレッシュ！ありがとうの想いを込めて楽しさリフレッシュ！

アニバーサリーフェア 開催！
NEW SHOP 続々オープン！

3rd Anniversary

4 9Fri.
5 5Wed.

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の情勢により、予告なく営業時間が変更となる
場合がございます。お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお
願い申し上げます。詳しくは、ミーツ国分寺HPをご覧ください。

●諸般の事情により、予定しておりましたオープン日及び企画内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。詳しくは、ミーツ国分寺HPをご覧ください。 ●写真はすべてイメージです。 ●掲載価
格は全て総額表示(税込)です。 ●プレゼントは無くなり次第、終了とさせていただきます。

看板メニューの「コメダブレンド」は、厳選した豆から丁寧
に抽出したコメダ珈琲店伝統の味です。座り心地を追求し
たこだわりのソファーにゆったりと腰掛けながら、コー
ヒーを片手に“くつろぐ、いちばんいいところ”をお楽しみく
ださい。

持っているとちょっと幸せな気持ちになれるバッグや小物
をリーズナブルな価格で取り揃えております。レディス
バッグ・メンズバッグ・財布・ポーチなどの小物の他、スー
ツケースを中心に旅を彩るアイテムもご用意。トレンドから
ベーシックまで様々なシーンと年齢層に愛されるバッグ・
小物を展開しております。

幅広い世代の女性へファッショントレンドを踏襲したデザ
インシューズをバリエーション豊かに展開します。ベーシッ
クアイテムは「シンプル＆ナチュラル」をテーマに履きやす
さにこだわった靴を提案していきます。シーズントレンドア
イテムとしては春夏にはサンダル、秋冬にはブーツなど、
シーズンごとのトレンドアイテムは、鮮度の高いものをより
早く展開します。
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コメダ珈琲店 
2F 喫茶店

2021年4月28日(水)OPEN！！ ウィメ
ンズ・メンズ・キッズを品ぞろえ、ファミ
リーでも楽しめる最旬ファッションが
満載！
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ジーユー
4F ウィメンズ・メンズ・キッズ

アラマンダ
4F バッグ

パレード
3F シューズ

新店特別抽選会イベント
※引換場所 4階GUミーツ国分寺店店内 ※対象期間に税込4,000円以上購入したレシート
及びGUアプリを提示 ※キャンペーン期間：4月28日（水）～5月2日（日） ※無くなり次第終了

エムアイカードのお買い上げによるポイント付与について
ミーツエムアイカード、エムアイカードは0.5％［200円(税込)で1ポイント］、ゴールドカードは1%［100円(税込)で1
ポイント］貯まります。

OPEN
記念特典

期間中3点以上お買い上げの方にブランケットプレゼント
※無くなり次第終了

OPEN
記念特典

店内全品390円（税込429円） ！
限定のキャラクターグッズやファッ
ション雑貨、２足390円（税込429円） 
のキャラクター＆オリジナルソックス、
数量限定の掘り出し物商品など、サン
キューマートでしか手に入らない商品
を豊富にご用意！

サンキューマート
3F 雑貨・バラエティショップ

NEW SHOP 続々オープン！
楽しさリフレッシュ！ ニューショップからうれしい特典をお届け！

3rd Anniversary

「CONSマスクケース＆NBソックス」をプレゼント
※税込3,150円以上お買い上げの方限定 ※限定20個 ※無くなり次第終了

OPEN
記念特典

キャリーケース S・M・Lサイズ各5000円均一
※品番M7030 ※数量限定・無くなり次第終了

OPEN
記念特典

粗品プレゼント（コーヒーチケットお買い上げいただいた方限定）
※4月9日(金)～5月5日(水祝) ※数量期間・無くなり次第終了

OPEN
記念特典
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15 ※キャッシュバックの進呈は2021年6月中旬頃を予定しております。※鹿島神宮カード、
VIOROカード、nimocaカードは対象外となります。※一部キャッシュバック対象外の店舗
がございます。※ポイントは10%キャッシュバック前の金額分の進呈となります。
※キャッシュバック時点で対象カードを退会、あるいは会員資格が停止された場合はキャン
ペーンの対象となりません。 ※キャンペーンの詳細は、ミーツ国分寺HPをご覧ください。

期間中、対象店舗でミーツ エムアイカードを
はじめとする（株）エムアイカード発行のカー
ドでご購入いただくと

10％キャッシュバック！
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27 ※当日のレシートのみ有効、合算可。お一人さま一点限り。無くなり次第終了いたします。※
対象外ショップ：４F／JTB、ライフサロン、英会話イーオン ３F／なんぼや、桐杏学園 ２F／国
分寺の歯科・矯正歯科

ミーツ館内で、税込3,000円以上お買い上げの方に、先着でカルディの「ポ
ピーズ カラメルビスケット」を1点プレゼントいたします♪ 引換会場にてレ
シートをご提示ください。

3rd Anniversary
プレゼントキャンペーン
引換場所 カルディコーヒーファーム〈3F〉 



SPECIAL 周年記念特典！
各ショップから感謝を込めた商品・キャンペーン情報

3rd Anniversary

サボン1F
［ボディケアコスメ］ 

シャワーオイルプレゼント

Blissful Greenシリーズ新発売

国分寺店限定！税込7,000円以上
お買い上げいただいた方に

(グリーンローズの香り　50mL）
※数量限定のため、なくなり次第終了

4/16(金）～4/21(水)

4/22(木)～6/23（水）

ヴィ・ド・フランス レーヴ・ド・パリ1F
［ベーカリー］ 

お会計より100円OFF
税込700円以上お買い上げいただいた方

※こちらの周年祭チラシをご提示ください
※他の割引と併用不可

キャリービー3F
［バッグ、服飾雑貨］ 

3枚1,100円
春の新作ストール

プリシラバス2F
［レディスファッション］ 

10％OFF相当の
キャッシュバックチケット

プレゼント

春夏物一部アウトレットセール

4/23(金)~5/5(水祝)

プレシャス2F
［レディスファッション］ 

ノベルティ
プレゼント！

期間中5,500円お買い上げのお客さまに、

4/23(金)~5/5(水祝)

JTB4F
［旅行］ 

粗品プレゼント

宿泊を伴うご旅行を
お申込みいただいた方に

※無くなり次第終了

4/9(金)～5/5(水祝）

シンクシング3F
［オーダー枕・快眠雑貨・寝具］ 

メーカー価格の
20～50％OFF

当店セール価格より
さらに10％オフ

開店3周年記念セール 西川寝具が

※一部除外品あり

チラシご持参のお客様はさらに

MIJファクトリー3F
［クリエイター雑貨・レディスファッション］ 

洋服最大
50％OFF
春物も1,089円～

RETRO GIRL

国分寺の歯科・矯正歯科2F
［歯科医院］ 

上顎ホワイトニング
11,000円

周年祭特別価格

※受付の方に、「周年祭のチラシを見た」とお伝え
ください。

※お客さまの歯の状態によっては、ホワイトニング
ができない場合がございます。

イセタン ミラー メイク＆コスメティクス2F
［コスメ］ 

ポイント
３倍プレゼント

お買い上げ時、ミラー公式アプリの提示で

スマホ修理工房3F
［スマホ修理］ 

ガラスクリーナー
プレゼント！

iPhoneのガラス・液晶修理を
行っていただいた方に、

※無くなり次第終了

ほけんショップ Lifesalon4F
［無料保険相談］ 

お米2kg
プレゼント

ご予約のうえ、保険相談いただいた方に

※1世帯に1回限り ※数量限定

フォンテーヌ4F
［ウィッグ］ 

オリジナルマスクケース
プレゼント

ウィッグ・トップピース
ご試着のお客さまへ
ウィッグ・トップピース
ご試着のお客さまへ

※無くなり次第終了

なんぼや3F
［買取サービス］ 

買取金額
最大20%UP

※一部対象外あり

パリミキ4F
［メガネ・補聴器］ 

メガネ・サングラス
５％OFF

※一部対象外品あり。他の割引併用不可

桐杏学園3F
［幼児教育・小学校受験塾］ 

体験授業 無料

クヌッフェル2F
［レディスファッション］ 

一部商品

Special Price

4/9(金)~5/5(水祝)

アピッシュ2F
［美容室］ 

施術料金

20％OFF
※代表・ディレクターの指名は対象外

初めてご来店の方限定！

銀だこ酒場1F
［大衆酒場・テイクアウト］ 

ハッピーアワー
1 1：30～18：00

生ビール290円・ハイボール200円

4/9(金)～4/27(火) 平日限定

和ごはんとカフェ チャワン4F
［カフェ・定食］ 

5%OFF

テイクアウト商品2,000円以上
お買い上げで

ルアンルアン2F
［リラクゼーションサロン］ 

60分 30%OFF
足裏整体リフレクソロジー

さらにアロマオイルのオプション
サービスでプレゼント

4/9(金)～5/5(水祝)

クイーンズ伊勢丹1F
［スーパーマーケット］ 

キャラメルポップコーン
プレゼント

税込3,000円以上お買い上げで税込3,000円以上お買い上げで
4/9(金)～先着100名

オリジナルジャムプレゼントオリジナルジャムプレゼント
税込3,000円以上お買い上げで税込3,000円以上お買い上げで
4/28(水)～先着100名

ダッシングディバ2F
［ネイルサロン］ 

パラフィンパック半額
3,850円以上の施術をされた方3,850円以上の施術をされた方

※通常2,200円を1,100円にて施術いたします※通常2,200円を1,100円にて施術いたします

※ハンドクリーム、ネイルオイルなど※ハンドクリーム、ネイルオイルなど

4/9（金）～4/27（火）

店頭販売商品10％オフ店頭販売商品10％オフ
4/28（水）～5/5（水祝）

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］ 

30分 3,000円
※内容：クレンジング、お顔剃り、

選べるオプション(眉カットorヒアルロン酸パック)、
オールインワンジェル仕上げ

※内容：クレンジング、お顔剃り、
選べるオプション(眉カットorヒアルロン酸パック)、

オールインワンジェル仕上げ

ビューティーフェイス

①高級フラットラッシュ120本 3,980円
②まつげパーマ＋アイスパ 4,400円
①高級フラットラッシュ120本 3,980円
②まつげパーマ＋アイスパ 4,400円

ビューティーアイラッシュ

ブルプル テンシン1F
［台湾料理・タピオカ］ 

10％OFF
1,000円以上お買い上げの方に

仙令平庄1F
［鮮魚］ 

刺身バイキング
1パック429円　3パック1,080円

4/17(土)

干物バイキング
1枚429円　3枚1,080円

5/1(土)

ミーツ国分寺

http://mi-ts.jp/

042-404-2800

ミーツ国分寺のLINE＆Instagramではお得な情報やクーポンを配信中！公式ホームページ

ミーツ国分寺代表電話

ID:@mits-kokubunji

LINE公式アカウント
ID:mits_kokubunji

Instagramアカウント

ドゥクラッセ3F
［レディス・メンズファッション］ 

DOTフェア・再来店クーポン
配布開催中

Ｔシャツ 4枚セット8,000円
5枚セット10,000円

4/1(木)～

GW感謝セール開催
4/21(水)～

カルディ コーヒーファーム3F
［コーヒー豆・輸入食品］ 

ナチュロニー各種
セール価格で販売
ナチュロニー各種
セール価格で販売

4/1(木)～4/30(金)

カラダファクトリー4F
［整体・骨盤調整］ 

肩甲骨コース誕生！
肩集中コースとして肩甲骨コースが
新登場いたします。
肩甲骨×骨盤調整（首/肩/背中/
腰）60分≪初回限定特別価格≫
【平日/祝日】3,500円【土日】3,980円

4/1(木)～

Shop Information 最新情報(新サービス・イベント等)

●掲載の内容は、2021年3月25日(木)現在のものです。 ●掲載価格は総額表示
(税込)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。 ●
諸般の事情により、予定しておりました企画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。詳しくは、ミーツ国分寺HPをご覧ください。 ●写真はす
べてイメージです。

●掲載の内容は、2021年3月25日(木)現在のものです。 ●掲載価格は総額表示
(税込)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。 ●
諸般の事情により、予定しておりました企画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。詳しくは、ミーツ国分寺HPをご覧ください。 ●写真はす
べてイメージです。

Mobile Order モバイルオーダー

スターバックス
コーヒー

2F

［スペシャリティ
コーヒーストア］ 

丸亀製麺
4F

［うどん・天ぷら］ 

スマートフォンから簡単に事前予約。事前予約で混雑時も調理の待ち
時間がなく、スムーズに商品を受け取ることができます。


