
リラックス
時間に！

おうち
ごはんを
楽しく！

心地良い
眠りへ！

ぐっすり
快眠！

83％
OFF

20％
OFF

上品を意識した組合わせで
シックに着映えする。

大人のスタイル提案。

やわらかい素材使いで
カジュアル感もお洒落にまとめる。

先
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秋
コ
ー
デ

9.24㊍▶9.27㊐9.24㊍▶9.27㊐

掲載商品の表示価格は消費税込みの価格です。　
食料品・飲食店舗・リブレ京成は一部税率が異なります。

家で過ごす時間を  より楽しく、  より快適に。

チラシ有効期間：9月24日㊍～9月27日㊐チラシ有効期間：9月24日㊍～9月27日㊐

秋 の 生 活 応 援

夏物最終処分

50％
OFF

秋物商品

20％OFF
コーナー

秋の生活応援
チュニック　8,690円
パンツ　16,280円

ブティック 銀座 Studio BB by バロネス
（5番街） ☎ 3601-1055ロングシャツワンピ　

22,880円→18,304円
カットソー　7,590円→6,072円

（5番街） ☎ 3603-1736
婦人服 VOICE

フリルネックブラウス　1,780円
セミフレアパンツ　2,480円

（6番街） ☎ 5680-6720
レディースファッション ハニーズ

ストレッチ素材 カーディガン　5,489円
ストレッチ素材 ボタンダウンシャツ　4,389円

（6番街） ☎ 3838-5927
紳士服 タカキュー

店内商品

20％OFF
※一部除外品あり

秋の生活応援

セーター　12,980円
ワイドパンツ　14,900円

（5番街） ☎ 3604-5668
婦人服 マルチナショナル

レイヤードアンサンブル（2WAY)　
61,600円→11,000円
シャトルプリーツパンツ　
31,900円→15,950円
※色違いもございます。

（5番街） ☎ 3602-3858
婦人服 スペッチオ

アンサンブル　
35,200円

（5番街） ☎ 3838-5905
Lファッション ミマツ

プルオーバー　19,800円
スカート　20,900円

（5番街） ☎ 3838-8928
BOUTIQUE WISDOM

タイ付 ブラウス　
15,180円
ロングスカート　
16,280円

（5番街） ☎ 3838-2211㈹
婦人服 グレース

蔵出し大放出！ 店内寝具

70～20％OFF
※一部除外品あり

秋の生活応援

①シュシュ（ベロア素材）　880円
②ヘアバンド（コーデュロイ素材）  1,100円

（5番街） ☎ 5680-3610
アクセサリー パナシュ

ナイトブラ　2,750円
ショーツ　1,100円（6番街） ☎ 6662-9831

ファッション雑貨／ランジェリー 
サンルージュ

①ボルスタークッション  1,738円
②フローレンス ラウンドクッション　
　1,958円
③3連シートクッション  2,728円

（7番街） ☎ 5629-3135
寝具とタオルの専門店 room&room ペティート

2合炊きアルミ炊飯鍋（ブラック）　4,400円
おこめやげ　各486円

（5番街） ☎ 6662-9885
和雑貨 ミミ

ディティールにこだわった主役級スタイリング。

①

①

②
③

②

秋物いち早くオトクに !

美味しいお米
一合分を
真空パック

とろける快眠まくら BOOK　2,398円
（6番街） ☎ 3838-5931
雑誌・書籍 文教堂書店

装いを変えて
気分を一新！



●掲載商品の表示価格は消費税（8%）込みの価格です。（リブレ京成を除く）  
●比較対照価格は各店通常価格またはメーカー希望価格です。 ●万一品切れの際はご容赦下さい。　※市外局番は03です。

500円以上税込 ご持参
の方

当日レシート 合算可

（状況により変更になる場合がございます）
専門店営業時間　A.M.10:00～P.M.8:00

●レシート確認は専用トレーで授受いたします。
●配布品は手渡しせずお客様にお取りいただきます。

●配布スタッフは、検温・マスク着用・手指消毒
など万全の態勢を取ってお客様をお待ちいたし
ております。

※写真はイメージです

ティータイムにおすすめ 風味豊かな「栗」セレクション

期間中、ユアエルム青戸の
お買い物でさらにお得！！

9/24（木）～9/27（日）
配布時間 10:00～18:30
（無くなり次第終了）

各日 1,000名様 各日 1,000名様

※期間中ユアエルム青戸（専門店・リブレ京成）の当日お買い上げ
レシート500円（税込）以上（合算可）ご持参の方に限ります。　
※お一人様1日1点限り。  

場所/6番街イベント広場

9/25
（金）

9/24
（木）

9/27
（日）

9/26
（土）

※写真はイメージです

お持ち帰り
メニューご案内
お持ち帰り
メニューご案内

TAKE
OUT

（5番街2F） 
☎ 3838-5948

イタリアンワイン＆
カフェレストラン 
サイゼリヤ

※テイクアウトは不可

※写真はイメージです
※色はお選びできません

生活雑貨から季節アイテムまで、秋を楽しむニュースがいっぱい！

秋への移ろいを感じさせる季節の
お花が、穏やかなひとときをお届けします。

（5番街） ☎ 3838-5938
生花 ハナソー

秋柄グリーティングカード　418円・550円
（6番街） ☎ 3690-4384
文具・事務用品 ぶんぐ屋 ハロウィン

ガーランド各種　各110円
テーブルウェア各種　各110円

（7番街） ☎ 5629-2515
バラエティ雑貨 ザ・ダイソー

当商品お買い上げの方

ココカラ
ポイント10倍
さらに 

120㎖→410ポイント
60㎖→240ポイント
プレゼント！

日本で唯一の「うるおい改善美容液」
ONE BY KOSE セラム ヴェール〈薬用美容液〉 
①（120㎖）9,350円・②（60㎖）5,500円

（5番街） ☎ 3838-5917
ドラッグストア ココカラファイン

味めぐり スタンプラリー 開催中！ 9/30（水）まで9/30（水）まで

パン食べ放題セット
大人800円
（小学生 500円・3～6歳 300円）

（5番街2F） ☎ 3601-3761
ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス

らーめん+抹茶白玉　935円→830円
（5番街2F） ☎ 5680-7511

らーめん 
飛騨の高山らーめん店内パン食べ放題

（食パン等一部除く）
＋ドリンク飲み放題の
お得なセットです！

ぷりっとした歯ごたえの海老天ぷらと、つるつ
るうどん。いなり寿司付きでボリューム満点。
天ざる弁当　500円

ゆず七味食べ比べ4ピースパック　1,180円

いろいろなカツを豊かにご用意しました！
バラエティパック　540円　

絶品チーズバーガー＋エビバーガー＋ポテト〈S〉
2個＋からあげっと2個のお得なパックです！
絶品エビパック　1,004円

サーモン、いくら軍艦、海老、煮穴子など、
人気にぎりをたっぷりと!
誉（ほまれ）〈にぎり鮨 10貫〉　972円

秋の味覚 焼サーモンと松茸が入った商品です！
秋 潮風〈にぎり鮨 10貫〉　962円

サブウェイ史上初！たっぷりチーズの1人前ピザ登場‼
ピザ・ベーコンイタリアーナ 486円

青戸店限定でその他のワインもテイクアウトできます！
マグナム（赤・白）ワイン　各1,100円

ジューシーな牛タンをまるごと一枚使った贅沢な一品！ 
まるごと牛タン一枚焼弁当　1,000円

（3番街） ☎ 3838-3788
居酒屋 千年の宴

（5番街2F） ☎ 5650-6473
すし 三崎丸

（5番街2F） ☎ 5680-4838
銀めし さちのや食堂

（5番街2F） ☎ 3604-8818
ファストフード ロッテリア

（5番街） ☎ 3838-5900
茶きん鮨 上方・江戸前鮨 京樽

（5番街） ☎ 6662-6246
サンドイッチ サブウェイ

（5番街） ☎ 6240-7187
讃岐うどん はなまるうどん

（5番街2F） ☎ 5680-7227
ファストフード ケンタッキーフライドチキン

※写真は一例です

オリジナルチキンと
季節限定チキンの
入ったお得な
パックです。

イタリア産の厳選栗をオリジナルレシピのシロップに
じっくり漬け込んで仕上げました。 
マロングラッセ〈6個入〉　1,620円

栗ペーストを入れて香り豊かに焼きあげた
秋限定のカステラです。 
栗カステラ〈0.5A号〉　675円

（5番街） ☎ 3838-8240東京 凮月堂（5番街） ☎ 3838-8239 銀座 文明堂

サイズ
約φ5.9×17.2cm

サイズ：約30×30cm
※柄はお選びできません

吸水性と汚れ落ちに優れ、乾きが早く衛生的！
ソフトな使い心地。

軽くて持ち運びに
便利なストラップ付。
容量360mlの
飲み切りサイズ。

和柄ふきん（1枚） シリコンストラップ付 
ボトル（1個）

※詳しくは
　飲食・食料品店で

①

②

サイゼリヤ

スケッチャーズ Go Walk　各6,490円
（7番街） ☎ 5650-3253
靴専門店 a.r.u.c（アルク）

特  典

（500円単位でショッピングチケット発行）

2,000ポイントプレゼント！
その他ご利用に応じて
さらに最大9,111ポイントの
プレゼントチャンス！

当店ご優待期間10%OFF❶
ポイント還元率最大1.5%❷

たまったポイントはユアエルムでの
お買物に使える

❸

❹

ユアエルムでのお買物200円につき3ポイント

特設カウンター入会特典 選べる雑貨プレゼント

当店にてご入会で
京成グループポイント（オリコ）

京成カード（オリコ）ご入会キャンペーン
・５番街京樽前
・６番街イベント広場場所・期間

9/27㊐まで

9/27㊐まで


