
Collection
3・16 金

4・1日

Collection

［ 営 業 時 間 ］ ［お問合せ先］
食品・日用品のフロア　10:00～21:00 　※一部店舗を除く
ショッピングフロア　 　10:00～20:00 　※一部店舗を除く
IKO̅DE瓦町　　　　　10:00～21:00

レストランフロア　　　11:00～22:00　※一部店舗を除く
地下駐車場 　　　　7:30～22:00
瓦町駅東口駐車場　24時間

〒760-0054
香川県高松市常磐町1-3-1
TEL.087-812-7000

※掲載している情報は変更になる場合がございます。※印刷上、実物と色が多少異なって見える場合が
ございます。※イベントの日程等につきましては、変更になる場合もございます。※本誌に掲載されている
商品の価格は原則的に全て税込みの価格です。

魅 力 的な
SHOPが
いっぱい！！

［地下駐車場］営業時間：07:30～22:00　料金：100円（25分）/最大料金：07:30～18:00 
1,200円・18:00～翌8:00 800円/　［瓦町駅東口駐車場］営業時間24時間料金：07:00～
22:00 100円（30分）・22:00～07:00 100円（60分）/最大料金2,000円（1日）

瓦町FLAGにて3,000円以上お買い上げの方で 地下駐車場をご利用の場合 100分無料 瓦町駅東口駐車場をご利用の場合 120分無料　

エムジェイ ブック カフェ
［カフェ］ 7F☎087-813-2105

八十八の旅［和食］ 10F
☎087-812-7786

ながやまうどん
［うどん・和食］ 10F
☎087-812-7784

小480円  大600円

ラ ランテルナ ダ サルバトーレ
［イタリア料理］ 10F ☎087-812-7761

カフェドエル
［カフェ・レストラン］ 10F
☎087-812-7785

ウィリーウィンキー
［ベーカリー・カフェ］ B1F
☎087-861-6881

前菜、パスタ、メイン、デザート、ドリンクが
セットになった日替わりプレートランチです。

STARBUCKS COFFEE
［カフェ］ 1F ☎087-812-7121

★春のワンプレートランチ
/1,296円 ※写真は一例です

ジューシーでダシのきいた鶏肉が
ごはんに絡んで食欲そそる一品です。

★親子丼/700円
※ランチ11:30～14:00、ディナー17:00～
19:30はサラダ＆ドリンクのセットで980円

苺の自家製パンナとベ
リーの甘酸っぱい風味が
うれしい！バニラアイスや
生クリームとの相性もぴっ
たりなパフェです。
★苺フレーバーパフェ
/650円

ムースのように口当たり滑らかなでコクもある、無脂肪乳のみで作られた
ミルクフォームをダブルショットのラテにふんわりと注いだ、新しいエス
プレッソドリンク。

14時間コーヒー豆を浸したミルクでつくる、見た目は白いのにコーヒー
風味のフラペチーノ®。マカダミアナッツのカリッとした食感がアクセント。

おすすめメニュー　
★肉うどん/

おすすめ
グルメ

瓦町FLAG

★特選ちらし寿し
（赤だし、小鉢、デザート付）/1,080円

曲線のフォルムが
女性らしさを演出
イタリアの伝統的な革づくりとインドの
伝統的なハンドでの生産技術が融合されたバッグブランド、
MAISON VINCENTのサークルハンドル。
小降りながら程よいマチがあり、
内ポケットもあり整頓しやすいデザイン。

グリーンパークス トピック［レディス］ 3F

ライフ［インテリア・生活雑貨］ 3F

本物のデニムを使っているので
1点1点デザインも異なる
カジュアルな雰囲気が魅力

【ADIDAS】 アディダス
●STAN SMITH スタンスミス(上)
●SUPERSTAR スーパースター(下)/ 各 9,612円

国内A
BC-M

ART

独占販売
アイテム

スプリングコレクション

凝ったディテールで
ワンクラス上の洗練さを
目指すあなたにおすすめ！

A4ファイルからｉpad、
500mlペットボトルまで必要なものはすべて入ります。

●cameron street zooey/ 58,320円

ケイト・スペード ニューヨーク
［バッグ・財布・アクセサリー］ ２F

エービーシーマート
［シューズ］ 4F

幅広い年代の方に人気のコードバンは
艶もあって高級感たっぷり。
長く使うと光沢が増し味が出ます。

●SONNE 長財布/35,640円
●SONNE 名刺入れ/17,280円

グランサックス［バッグ・財布］ 3F

美しさと
機能性を追求する
ブランドSONNE！

★宇治抹茶のあんデニッシュ/216円（左）
★さくらあんぱん/194円（右）

●JEANS BACK STYLE CUSHION COVER

/左：2,808円　右：2,592円

●Ｖネックベーシックニット
プルオーバー/1,069円
●マルチカラー
ストライプスカート/4,309円

ベーシックな春ニットに、
前に向かってカットされた
特徴あるスカートで
大人かわいいコーデ！

ベーシックな春ニットに、
前に向かってカットされた
特徴あるスカートで
大人かわいいコーデ！

ビームス ［レディス］ ２F

●MAISON VINCENT 
２wayフラップバッグ/15,984円

開 店 時 間 変 更 の お 知 ら せ

地下1階「食品・日用品のフロア」は
2018年3月1日(木)より 9:00 10:00変更前 変更後

※商品はカバーのみです。

★ムース フォーム ラテ（左）/Tall  
★アイス ムース フォーム ラテ（中）/Tall 各475円

★ホワイト ブリュー コーヒー & マカダミア フラペチーノ®（右）
/ Tall 637円

■販売期間：2018年3月15日（木）～4月11日（水）
※無くなり次第終了※アイス ムース フォーム ラテは定番商品

春を、おふたつ

日時：3月24日（土）10:00～15:00
場所：瓦町FLAG屋上 カワラパーク

※小雨決行　但し荒天中止。※詳しくはことでんホームページをご確認ください。

第1回 

2018.03.16
VoI.10

抽選で、素敵な
景品が当たる！

各日先着1,000回転 ※回転数に達し次第、終了となります。

3月16日（金）～参加当日までの瓦町FLAG内
お買上レシート3,000円（税込）毎に1回参加可。
（レシート合算可）お一人様最大10回まで。

開催日時 3月24日（土）・25日（日） 各日10：00～18：00
開催場所 瓦町FLAG 2Fコンコース

ガラポン抽選会ガラポン抽選会 ハズレ
なし

1.「話しやすさ」を追求したオリジナル空間を完備
2.機能的なタブレットを使用した先進の婚活パーティー
3.高品質な接客ときめ細やかなサービスをご提供
4.開催回数地域№1を目指し、多種多様なパーティーを開催

5.参加者の男女比率を徹底
6.安心して参加していただくために本人確認を徹底
7.充実のアフターフォローサービス
8.結婚相談所Bridal Membersで上質な出逢いをご提供

TEL:087-802-5537

E-mail：info@yell-party.jp
営業時間：12:00～22:00

スタイリッシュな個室完備！
恋活・婚活パーティーのYell Party（エールパーティー）と
結婚相談所Bridal Members（ブライダルメンバーズ）が
皆さまの出逢いと幸せを全力でサポートいたします。

上質な出逢いの場をご提供いたします。

WED

エールパーティー 香川 検索８つの特徴

BEER GARDENBEER GARDEN
【住所】高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG 屋上カワラパーク

四国最大級スケール!客席900席四国最大級スケール!客席900席
北海道ビアガーデン

[4月下旬OPEN予定！！]

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

& イタリアンビアガーデン

TEL:087-802-2322

【恋活・婚活イベント・結婚相談所/9F】



OSHARE KOUBOU

男の子用

女の子用

モーブスのオシャレな
ペンケース！

ユーキッズ
［室内遊園地］ 5F

めばえ教室
［子供知能教育教室］ 6Ｆ

子ども服スズヤパーク
［ベビー・キッズ］ 5F

Winスクール
［パソコン教室］ 9Ｆ

新生活やスキルアップに向けて
パソコン資格を取得しませんか？

一発合格率99.3％以上！受験料半額キャンペーン実施中！
●MOSスペシャリスト資格取得（Word or Excel)/ 90,720円

平成30年度介護福祉士国家試験に向け、
新年度開講の実務者研修を
ぜひご検討ください。
●介護福祉士実務者研/24,840円～
※お持ちの資格により異なります。

ビームス［メンズ］ 1F

デザイン、機能ともに
申し分のない定番

機能性抜群で生地裏は撥水性の高い
生地を使用しており、
オンオフともに使いやすいアイテムです。
●PORTER/Union Day Pack/16,740円

大人気のイニシャルキャップは綿100％なので、
これからのシーズンに活躍すること間違いなし！
チビキャップ型ポーチ付です。
●OR INITIAL CAP/4,968円

大人サイズ、キッズサイズありで
お揃いもOK！

オーバーライド［帽子］ 3F

リボンをほどいたギフトボックスの中には!？

菩提天珠×ムーンストーン×ローズクォーツ
×ローズジャスパー×ゴールド
●菩提天珠限定ブレスレット/19,440円 ※数量限定

ザ・グリーンターラ
［ジュエリー・アクセサリー］ 4F

ラッシュ［自然派コスメ］ ２F

香りは、サクラの葉と同じ芳香成分のマメ科のトンカビーンズという
種子から抽出した天然精油。植物色素で淡いピンクに色づけてソ
メイヨシノの葉から抽出した保湿エキスや菜種オイルも配合。

自然の香りと色にこだわった春を感じる限定ソープ

●ハンドメイドボタニカルソープ 数量限定「サクラ／菜種」100g/471円

バリエーションが豊富でイラストや
マンガ、絵画からホビー・クラフト
系まで利用されている汎用性の高
い優れたコピックペンを各種取り
揃えています。

「まるゲ瓦町店」のフェイスブックページに新規で
「いいね！」していただいた方にメダル100枚プレゼント！

マークスアンドウェブ［自然派コスメ・生活雑貨］ 2F

リュモンシュシュ ジュマモア
［生活雑貨］ 3F

オーガニックコットンを使用したふわふわタオル

タオル美術館［生活雑貨］ 4F

ココカラファイン［医薬品・化粧品・日用品］ B1F

使い勝手の良さが
好評のコピックシリーズ

●コピックセット/3,240円 
●コピック1本/270円～

アニメガ
［コミック・キャラクターグッズ］ 6F

まるゲ
［アミューズメント・キッズパーク］ 6F

フェイスブック「いいね！」でメダルプレゼント！

カールズネイル［ネイル］ 5Ｆ

ジェルってどういうものなのか
試してみたい…という
お客さまにピッタリの時短＆
プチプラメニューです。
※プラス料金でストーンもつけられます。（1粒86円）
※ハンドでもフットでもＯＫです。

●お試しワンカラージェル/3,240円

美しいツヤ感と発色が
魅力のジェルネイル

春に向けて、新生活に向けて、選べるメニューでリフレッシュ！
mod's hair デザインカットを選べる2種類のヘッドスパ付きでご体験。
●新生活メンズフレッシュカット＋ジオヘッドスパ/5,940円

春に向けて選べるメニューにmod's hairデザインカットと
オリジナル7stepトリートメントで理想の髪に。
●春艶カラーorイメチェンパーマ＋小顔cut＋7stepトリートメント/7,980円

モッズ・ヘア［美容室］ 5Ｆ

クリニーク ジェイ 形成外科 
［美容皮膚科・美容外科］ 9F

コロリー［美容脱毛サロン］ 5F

●全身美容脱毛/月々1,070円

全身34部位美容脱毛コース（ライト）がこのお値段で！1回の来店でまるっと一気にお手入れできます。
※月々1,070円とは全身美容脱毛コース（ライト）4DAYをご契約いただき、
提携の信販会社（金利手数料別）で 36回払いにした場合の月々の支払額です。
※本コースは平日OPEN～17:00INのお手入れ予約限定、通える頻度は月1回のコースとなります。

オープン1周年記念キャンペーン！　

リファーレ［シューズ・バッグ修理］ 2F

イタリアの高級ナイロン
「リモンタナイロン」を使用した
軽量かつ耐久性のあるブリーフケース。
MADE IN ITALY
●Bonfanti（ボンファンティ）
ナイロン×レザー ブリーフケース
/34,560円

軽量で頑丈なブリーフケース!!

新年度生募集キャンペーン受付中！春の2大特典！
●春の授業料 2ヶ月分/無料
3ヶ月以上ご利用の方が対象。
2ヶ月分とは個別教室120分授業×8回、
家庭教師60分授業×8回分です。
●入会金/0円 受付期間：2018年3月31日まで。

アミアミ［シューズ］ 3F

ジャック
［レディス・メンズ・キッズ］ 4F

●メンズ EDWIN 407 テーパードデニム/7,452円

細身のテーパードシルエット。
ストレッチ素材で履きやすさも抜群。

ウニコ［インテリア・生活雑貨］ 2F

どこか懐かしい雰囲気の小花柄を
エスニックなテイストで描いたシリーズ。
お部屋に合わせやすい、
落ち着きのあるやわらかな色合いが特長。
エスニック柄が好きな方にも、
これから取り入れようという方にも
おすすめのデザインです。
●VANISHA(ヴェニシャ)ベッドリネン シングル3点セット/10,800円
※2色展開でオレンジの他にブルーもご用意しています。
単品販売もしております。在庫状況はお問い合わせください。

どこか懐かしい雰囲気の小花柄を
エスニックなテイストで描いたシリーズ カバーを取り外してイス単品でも使用可。

カバーを取り付けると雰囲気が変わる、
一年中飽きの来ないアイテムです。
●グランベーシックチェアfor2/12,960円（左）
●グランベーシックチェアfor2専用カバー/8,964円（右）

新生活に向けてお部屋にお洒落な空間を！

ロゴスショップ
［アウトドア用品・ウエア］ 4F

スタジオ アリス
［写真スタジオ］ 5Ｆ

●はればれキャンペーン/参加料3,240円
特典いっぱい！進級・進学ほか新生活の記念にぜひ！

当日撮影した写真の中からお好きな1枚をデザインフォト（四切）or 
スクエアフレーム（四切）orキャビネ写真(ホワイトBOXフレーム付) 
orウォールデコレーションカード（写真2枚・メッセージカード1枚）に
してプレゼント！さらに10,000円以上ご購入でDisneyデザイン傘
orスケジュールシートor卓上カレンダープレゼント！

アカチャンホンポ ［ベビー用品］ 5F

●5回分の回数券/2,500円
※ご購入日よりご利用可能・3ヵ月の有効期限

お得な回数券をぜひご利用ください！

日本福祉アカデミー
［資格取得養成校］ 9Ｆ

こころウキウキ新学期！
通園・遠足・習い事等に
とっても便利です。

子どもが笑顔になる教室！
無料体験教室受付中！

オリジナルの通園通学グッズをつくりませんか？誕生日登録でクーポンプレゼント！

手芸センタードリーム
［手芸用品］ 6F

ネストン キッズ アフター スクール
［学童保育］ 10F

体験教室ご参加の方に、めばえ特製木製パズル
または絵合わせパズルをプレゼントいたします。

個別教室のトライ 
［瓦町FLAG校］ 9F

リュックサック
●ニットプランナーkpDECOボーイ（男の子用）/5,616円　
●ニットプランナーkpDECO（女の子用）/4,968円

メーカー小売希望価格より
40％OFF
●雪肌精（化粧水・乳液）/
　各5,400円→3,240円

なかよし動物
●タオルハンカチ/648円
●ループ付きウォッシュタオル/756円

店頭でお名前の刺繍ができるので
幼稚園などの通園タオルとしても
おすすめです。

●スマイリーポーチ
マチ付/2,140円
大/1,836円 小/1,404円
コンパクトミラー/1,620円
●目覚まし時計/3,024円
●リモコン＆ティッシュバスケット/2,140円

1日1回、夜の就寝前にまつ
毛の根元に塗るだけで長く、
太く、濃いしっかりとしたま
つ毛に近づけてくれます。

ドクターと共同開発したオーストラリア
産のホホバオイル。顔・体・髪にご利用
いただけます。

●まつ毛美容液 グラッシュビスタ
（1箱（約2､5カ月分）/27,000円→16,200円
※数に限りがございます。
※別途処方料が必要です。

●ゴールデンホホバオイル
(1本/125ml）5,400円→4,860円

自然のめぐみで明るい透明美肌
へ導く化粧水、ふっくら心地よい
感触で肌に広がり、弾力感の
あるやわらかな肌に整える美白
乳液。

手作業による温かみが伝わるワンピース
春から初夏にかけて開花する「大盞木（たいさんぼく）」。
大きな杯のような花という由来のように大輪で強い香りを放ち、
いきいきと上を向いて花を咲かせます。
手描きした柄をもとにプリントすることで
手作業による温かみが伝わるワンピースです。
●リネン大盞木柄ワンピース/31,320円

パラスパレス［レディス］ 3F

サービスカウンターでお子
さま、お孫さまのお誕生日
をご登録いただいたお客
さまに五月人形10％OFF
特別クーポンをプレゼント！
全国発送無料
※スペシャルクーポンとの
併用はできません。ネット
通販は対象外です。

限定「レモングラス」シリーズに化粧水が登場。潤いを補うラフィノース（オリゴ
糖）に加え、保湿成分モモ葉エキスを配合したアルコールフリー。このほかボ
ディソープ、バスソルト、ボディスクラブ、ハンドクリームもご用意しました。

レモングラスが爽やかに香るデイリーケア

●限定「レモングラス」センシティブハーバルウォーター 110ml/1,501円

1924年ドイツにてスポーツメーカーとして創業をスター
トした「モーブス」。特に若者より支持され、商品アイテムも
多数。その中で新学期、新生活のアイテムとして当店での
オススメのペンケースです。

ジュンク堂書店［書籍］ 7Ｆマルゼン［文具］ 7Ｆ

●モーブスボックスペンケース
（レッド、水色）/1,512円

ラベンダーの優しい香りに包まれて心ゆくまで楽しめるバスボム、
バブルバー、ボディローションの3種類のアイテムが入っています。
ラベンダーが描かれた包装紙は、カスタネットを作る際に出る
木屑を活用して作られた和紙です。
●リラックス/2,870円

本格靴デビューにもおすすめ！
ソール交換も可能でやわらかい履き心地。
オーダー靴と同じ｢ハンドソーン製法｣でありながら
コストパフォーマンスに優れた一足。
●42ND ROYAL HIGHLAND CH4302:
D・Brown/31,860円

低反発インソールが二層入りで驚きの履き心地を実現！
お仕事はもちろん、普段使いや冠婚葬祭にも幅広くご利用いただけます！
他にも様 な々タイプのリクルートオフィスパンプスを幅広いサイズ展開で
取り揃えています。
●リクルートオフィスパンプスSH003
/2,490円→2,190円

この本に載っている生地は
すべてドリームで揃えること
ができます！
写真つきの作り方と動画ＱＲ
コードがついていて初めての
方にもオススメ！

●はじめてでもわかりやすい
通園通学グッズ/1,080円

●春の特別トライアルキャンペーン/10,000円
オリジナルカリキュラムを4日間すべて体験できます。
●NESTONスプリングキャンプ開催
3月26日（月）～30日（金）まで日替りカリキュラムを実施
詳細はTEL087-806-113（平日10:00～19:00）
HP:http://nestonkids.com
E-mail:info@nestonkids.com

クローゼットに眠っているお洋服を
もう一度よみがえらせませんか？
●スプリングセール中ポイント2倍

おしゃれ工房［洋服・バッグのお直し］ 6F


