
リファーレ ［シューズ・バッグ修理］ 2F
Boot Black
●左：江戸屋ブラシ馬毛/7,560円 
●中：江戸屋ブラシ豚毛/6,480円
●右：シューケアセット/6,480円 

パーリーゲイツが提案する
冬の新しい表現が生まれました。
夏のモチーフだったボーダーをあえて
冬のオールアイテムで展開します。

靴で「自分らしさ」を演出する
あの人に贈りたいケア用品
各種取り揃えています。

ピンク色の星型ボックスに入った
6種類のバス＆ボディケアアイテム
があなたのお肌を輝かせます。

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
●FINER THINGS MERRY/43,200円
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ラッシュ ［自然派コスメ］ ２F
●ギフトセット 
スターダスト/6,250円

パーリーゲイツ ［メンズ・レディス］ ２F

ナノ・ユニバース ［メンズ・レディス］ 2F
●左上：レディス 西川/フードショートダウン/ 39,960円
●左下：ソフトラム畦Ｖネックニットワンピ（インナー）/10,692円
●右：メンズ 西川 ダウンG2ジャケット/ 39,744円 

Nano・universe冬の定番、
東京西川とのコラボレーションアイテム。
超軽量素材を使用しているため着心地抜群です。

2017Ｘmas限定商品。
ちょっぴり贅沢な
フェイクムートンの
バックパック。

オーバーライド ［帽子］ 3F
●OR PLUTO Earflap WATCH
 （ナチュラル、ブラウン、チャコール）/6,372円

リバーシ
ブル仕

様

上質なウール素材を使用した
暖かみのあるチェスターコート。
フロント部分がすっきりとした印象で
ロング丈のボトムスとの
相性が抜群です。

昨年大好評だった
インディゴ染めのボアベストが
リバーシブル仕様になって再登場！
デニムと同じように経年変化が
楽しめるため、
長年ご着用いただけます。

ビームス ［レディス］ 2F
●モッサ チェスターコート/ 
30,240円

●左上：ニットキャップ/9,504円
●左下：ベスト/36,720円
●右上：ブルゾン/52,920円
●右下：メンズボーダーパンツ/
33,480円

ビームス ［メンズ］ 1F
●レミレリーフ別注
フリース リバーシブル ベスト/ 
34,560円

シェットランドウールを
2種の編み方で編んだニットワッチ。
イヤーフラップを下げてかぶると
長い耳が可愛らしく、
秋冬の寒さ対策にも活躍します。
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［ 営 業 時 間 ］ ［お問合せ先］
食品・日用品のフロア　9:00～21:00 　※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。

飴掛けしたピスタチオとラズベリー風味のクッキーの歯触りも楽しめる日本
限定のピスタチオのフラペチーノ®です。

スターバックス コーヒー ［カフェ］ 1F ☎087-812-7121

キャラメルで濃厚に仕上げた“紅玉りんご”とマジパン入りの
アーモンドクリームをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げた
ちょっと贅沢なアップルパイ。

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

セブン-イレブン
［コンビニ］ 1F
☎087-863-2116

クリスマスツリーに見立てたパンケー
キ。抹茶味でホイップクリームとの
相性抜群です。幅広い年代のお客
さまにオススメの一品です。

エムジェイ ブック カフェ
［カフェ］ 7F
☎087-813-2105

ニンニクとローズマリーを詰めて、ゆっくり
回しながら焼いた皮パリパリ中ジューシーの
イタリア風の丸焼き鶏。

グランサックス ［バッグ・財布］ 3F
Vivienne Westwoodの財布・アクセサリー
●プチオーブペンダント/17,820円
●ラウンド財布/32,508円

グリーンパークス トピック ［レディス］ 3F
●チェック大判マフラー/4,309円

マークスアンドウェブ ［自然派コスメ・生活雑貨］ 2F

限定モミ/アオモジ
●ハンドメイドボタニカルソープ100ｇ/471円
●ハーバルバスソルト240ｇ/1,587円
●ハーバルリップ＆ネイルバーム15ｇ/1,296円 
モミ精油＆アオモジ精油（クスノキ科の木の実の精油）の爽やかな香り

瓦町フラッグのおいしいクリスマス！ とっておきのクリスマス！

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

●紅玉のアップルパイ/313円　
●ワンプレートミニオムライス
 （サラダ・デザート付）/650円
 +200円でドリンク付

12/17（日）まで→お渡し日12/20（水）～23（土）
12/19（火）まで→お渡し日12/24（日）～25（月）
※なくなり次第終了　

●Xmasパンケーキ/680円

●丸焼き鶏
1羽 2,160円 半身1,296円

温かみのある起毛素材で
防寒効果バツグン。
ぐるっと巻けば小顔効果も！

マルゼン ［文具］ 7Ｆ

VANS定番、オールドスクールの子ども用シューズ。
親子お揃いコーデも楽しめる人気アイテム！

子ども服スズヤパーク ［ベビー・キッズ］ 5F
ダウンコート 
●女の子用/15,120円
●男の子用/14,580円

ジュンク堂書店 ［書籍］ 7Ｆ
●だいすきなサンタさんへ/1,728円
●てぶくろ/1,512円
●かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう/972円

イタリア語で“白金”“貴重なるもの”という意味を持
つ｢オロビアンコ｣。光沢のあるラッカー仕上げのボ
ディにはイタリアの国旗を思わせる３色旗を配置。
クリップにもブランドロゴであるカシミヤヤギを施
し、エレガントな仕上げとなっています。

●オロビアンコ ルニークボールペン
 （ゴールド）/5,400円

多くの方に好まれる、すっきりと飽きの
こない北海道産生クリーム入りの
ホイップクリーム。

Xmas
限定品

パーフェクト スーツ ファクトリー 
［メンズ・レディス］ 4F
●メンズ：日本製ウールマフラー各種/5,292円 
●メンズ：スマートフォン対応手袋各種/4,212円
（写真は一例です）

※コースターは参考商品です

ファブリックス ［インテリア・生活雑貨］ 3F
●FABRIC’Sオリジナルブランケット/982円～2,808円
  ※サイズ・色とも豊富に揃えています。
●ノルディック柄のペアマグカップ/464円

エービーシーマート ［シューズ］ 4F
●VANS ヴァンズ OLD SKOOL 
 オールドスクール V36CJ
  （サイズ 14～22ｃｍ）/3,780円

クリスマスに贈りたい絵本、
各種ご用意しております。

リバーシブルで使える
毎年人気の
ダウンコートです！

お渡し日 12/22・23・24日

要予約
限定
100個

女性やお子さまにぴったりサイズのふわとろ
オムライスプレート。ソースはケチャップまたは
デミグラスソースからお選びいただけます。

ギフト各種 20％オフにて取扱中！！
新鮮市場きむら［食料品］ B1F
☎087-862-2200

クリスマスプレゼントにぴったりな
ヴィヴィアンがアウトレットで特別価格！ 
喜ばれること間違いなしです。
自分へのご褒美にも
いかがですか？

ご予約

●ガトー・フレーズ５号/3,750円

●キャンディー ピスタチオ（Hot/Ice）
Short/464円、Tall/507円、Grande/550円、Venti®/594円

●キャンディー ピスタチオ フラペチーノ®
Tall/615円

期間：12月25日（月）まで
※なくなり次第終了

ミルクに溶かし込んだピスタチオソースから香り立つナッ
ティーな風味と、ホイップにかかったピスタチオとラズベリー
風味のクッキーの歯触りも楽しめるドリンクです。

※IruCa窓口・・・・瓦町駅等の有人
駅、瓦町バス案内所他

※ポイントは1ヵ月分を合計し、翌月
5日に加算されます。

※一部店舗では取り扱いできませ
ん。

本日より新鮮市場きむら、ウィリーウ
ィンキー（B1F）で

IruCaがご使用いただけるようにな
りました。

IruCaでお支払いすると通常100円
につき

1ポイント貯まるところ、期間中は
なんと

5ポイント貯まります。貯まったポイ
ントは、

ことでんのIruCa窓口でチャージ（還
元）す

ることで、お買い物や電車・バス利
用にご

使用いただけます。

期間：12/1（金）～12/31（日）

ポイント５倍キャンペーンIruCaを
使って

お得！ 貯
まる！

［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）

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

瓦 町 F L A G にて 3 , 0 0 0 円 以 上 お 買い 上げの 方で

120分無料　


