
9 16 月金2022 ~19

※表示価格はすべて税込です。 ※いずれもOFF表記は、各店舗通常価格からです。 ※一部対象外商品がある店舗が
ございます。 ※ラッピング代・送料など、その他サービスにかかる料金は対象外となる店舗がございます。 ※クーポン・割
引券の併用不可の店舗がございます。 ※ノベルティはなくなり次第終了です。 ※現金や商品券、JQカード以外のクレジッ
トカードなどJQカード以外の方法でお買物された場合は、AMU10%OFF PREMIUM DAYSの対象外です。 
※館内ポスター・ホームページに記載されている情報の有効期間は9月16日（金）～19日（月）です。

JQカードご提示で

バニラアイス1つプレゼント
JQカードご利用またはご提示で

全商品50円OFF
※他割引との併用不可

辛子めんたい
税込880円

キンコーズ

トモエヤ

JQカードご利用のうえ、
税込5,500円以上
お買上げで

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

JQカード
新規入会で

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

税込5,500円以上お取り置きで
トモエヤオリジナル
せっけんプレゼント

先着数量限定

ヤノメガネ

メガネ一式、レンズ、フレーム、サングラスをお買上げで

オリジナルメガネ拭き
プレゼント

寿司まどか

プレミアムバケット

ご注文時にJQカードご提示で

お土産パンプレゼント
※他割引との併用不可

ご注文時にJQカードご提示で

とろろ（玉子別添え）サービス
※お食事をされた方のみ

メンバーズ会員の方（当日入会可）
JQカードご利用または新規入会のうえ、

衣料品2点以上お買上げで

一部商品10%OFF

南阿蘇ティーハウス 阿部甘商店

アプリポイント5倍フェア

ニコアンド

ユナイテッドアローズ 
グリーンレーベル リラクシング

JQカードご利用で

全商品5％OFF
※他割引との併用不可

ヒョンチャンプルコギ

税込3,000円以上お買上げで

ノベルティプレゼント

3本以上お買上げで

一部商品5%OFF
※他割引との併用不可

枡屋酒店

ブルプル
ティースタンド

かば田

紀伊國屋ポイント2倍

一部商品スペシャルプライス

メンバーズ会員の方（当日入会可）

メンバーズアプリポイント5倍

JQカードご利用またはご提示のうえ、
税込1,000円以上お買上げで

スタンプカードポイント2倍

エテメンバーズ会員の方（当日入会可）

ポイント2倍

一部商品スペシャルプライス

全商品10%OFF 

JQカードご利用のうえ、
ハウスカードご提示で

一部商品10%OFF

JQカードご利用で

全商品10%OFF

ランダ

紀伊國屋書店

うまやの粋（すい）

JQカードご提示で

全商品10％OFF
※他割引との併用不可、お食事をされた方のみ

一部商品50%OFF

エメフィール

ラディエイト

パラスパレス

バンヤードストーム

JQカードご利用または新規入会で

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

マディ

サマンサタバサ
プチチョイス

一部ピアス、
ブライダル商品10%OFF

※他割引との併用不可

フェスタリア
ボヤージュ

JQカードご利用で

ノベルティプレゼント

先着100名様

ダイアナ

シップス

エテ

フランフラン

JQカードご利用またはご提示で

税込1,099円以上の商品10%OFF
※他割引との併用不可

DHC直営店

税込7,000円以上お買上げで

ノベルティプレゼント

先着数量限定

アプリ会員の方（当日入会可）
税込3,500円以上お買上げで

シュシュミニボトルプレゼント

各日先着30名様

JQカードご利用で

肌のお悩みに合わせた
スキンケアサンプルプレゼント

※お一人様２つまで

アネモネ

JQカードご利用または新規入会で

一部商品10%OFF
※他割引との併用不可

エー・アール アザレアローズ

一部商品30%OFF
※他割引との併用不可

先着120名様
税込11,000円以上お買上げで

ディフェンセラマスカット風味
7日分プレゼント

先着数量限定
化粧品を税込13,200円以上お買上げで

MARY QUANT デイジーポーチ
&ミニベルトプレゼント

オンデーズ

エースシューズ

JQカードご利用で

一部商品5%OFF
※他割引との併用不可

ヘザー

JQカードご利用・ご提示または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

全商品10%OFF

マリークヮント

東急ハンズ

JQカードとハンズクラブアプリを両方ご提示のうえ、
税込3,000円以上のお買上げで

全商品5%OFF

キデイランド

プチランド社ヘアアクセサリー
50%OFF

ポポンデッタ

JQカードご提示で

レンタルレイアウトの
レンタル車両100円OFF

※他割引との併用不可

チャオパニック
ティピー

JQカードご利用で

一部商品10%OFF
※他割引との併用不可

マイまくら

JQカードご利用または新規入会で

首に優しい調整枕
通常税込5,489円→税込3,990円

ウィゴー メンズビギ

アルジー

ブランシェス

プールムッシュ

2点以上お買上げで

一部商品10%OFF
※他割引との併用不可

ザ・キッス

ゾフ・マルシェ

完成品アクセサリー
20%OFF
※他割引との併用不可

パーツクラブ

JQカードご利用のうえ、
限定カラー商品お買上げで

名入れ刻印無料サービス

ビジネスレザーファクトリー

牛たん炭焼 利久

ご注文時にJQカードご提示で

単品SSサイズのオムライスを
Sサイズに無料サイズアップ

※他割引との併用不可、オムパスタコンビを含むセット注文時は利用不可、お食事をされた方のみ

ポムの樹

税込20,000円以上お買上げで

オリジナルエコバッグ
プレゼント

先着数量限定

税込33,000円以上お買上げで

オリジナル小皿プレゼント

先着数量限定

メガネ・サングラス・パッケージ商品
2点以上お買上げで

2本目以降10%OFF

レザーアウターお買上げで

ラパナー（レザーケアクリーム）プレゼント

先着10名様

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

インデックス

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

全商品10%OFF

ローリーズファーム

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

全商品10%OFF

ページボーイ

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

ジーナシス

アース ミュージック＆
エコロジー プレミアムストア

ナチュラルビューティー
ベーシック

ルクールブラン

アプリ会員の方

メンバーズポイント3倍

税込110,000円以上お買上げで

送料最大10,000円OFF
※他割引との併用不可

ウニコ

アプリメンバーズカード会員の方（当日入会可）
お買上げ点数に応じて

アプリメンバーズカード
ポイントプレゼント

エウルキューブ

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

一部商品10%OFF

ムルーア

税込10,000円お買上げごとに

ギフトチケット（1,000円分）
プレゼント

サリア

オリエンタル
トラフィック

フェルナンダ

JQカードご利用または新規入会で

一部商品10%OFF

アズ ノゥ
アズ ピンキー

会員の方（当日入会可）

メンバーズポイント10倍

グレディブリリアン

JQカードご利用または新規入会のうえ、
1足売り商品を2点以上お買上げで

一部商品10%OFF
※他割引との併用不可

靴下屋

JQカードご利用のうえ、2,200円以上お買上げで

メンバーズカード
1,000ポイントプレゼント

ハートダンス

JQカードご利用で

一部商品10%OFF

ユアン

リード イー 
セレクト スリー

JQカードご利用で

全商品10％OFF

ザボディショップ

メンバーズ会員の方（当日入会可）
税込12,000円以上お買上げで

ヘア＆ボディウォッシュ レモン（400ml）プレゼント

先着数量限定

JQカードご利用または新規入会のうえ、
税込3,000円以上お買上げで

モイスチャーマスク（LA/CH）1枚プレゼント

先着30名様

マークスアンドウェブ

オルビス

JQカードご利用または新規入会のうえ、
2点以上お買上げで

一部商品10%OFF

オズモーシス

JQカードご利用または新規入会のうえ、
２点以上お買上げで

全商品10%OFF

アンデミュウ

スキンフード

JQカードご利用で

一部商品10%OFF
JQカードご利用または新規入会のうえ、

2点以上お買上げで

一部商品10%OFF

ＳＭ２

イッカ

JQカードご利用のうえ、
税込1,100円以上の商品2点以上お買上げで

一部商品10%OFF
※他割引との併用不可

先着数量限定
新作含む税込5,500円以上お買上げで

エコバッグプレゼント

ご結婚指輪ご成約で

誕生石2石無料サービス

事前のお取り置きで

ポイント2倍
※他割引との併用不可

ジュピター

コーヒー豆一部商品
20%OFF

豊後茶屋

JQカードご利用で

ソフトドリンク1杯サービス

JQカードご提示で

一部商品10%OFF

JQカードご利用で

全商品5%OFF
※他割引との併用不可

ナナズ グリーン ティー

JQカードご利用またはご提示で

100円OFF
※コラボコースは対象外

スイーツパラダイス

3コインズ

先着数量限定
JQカード新規入会で

オリジナルバンダナプレゼント

コンタクトのアイシティ

コンタクト洗浄・保存液
10%OFF
※他割引との併用不可

JQカードご利用で

全商品5%OFF

博多ぐるぐるとりかわ 
焼鳥 竹乃屋

JQカードご利用またはご提示で

全商品10%OFF
※他割引との併用不可

広東炒麺 南国酒家

税込2,900円以上
お買上げで

ノベルティハーブ
1包プレゼント

税込5,000円以上
お買上げで

ノベルティハーブ
2包プレゼント

税込10,000円以上
お買上げで

ノベルティハーブ
3包プレゼント

先着400名様

WOMENS
0 by ones
POP-UP FAIR

SHIPSメンバーズ
BONUS POINT
キャンペーン

肌質や瞳の色から似合う色をアドバイ
スするパーソナルカラー診断と、顔の
輪郭やパーツのサイズから似合う服の
テイストを診断する顔タイプ診断®。
「似合う」を味方につけて、服えらびの
参考に！ 

当日予約制
各日先着

20名様

※電話、メールでのご予約は受付けており
ません。当日の10時から会場入口の受付
シートにてご予約できます。※受付シートに
ご記入の際にパーソナルカラー診断か顔タ
イプ診断®、どちらかをお選びください。

大分店限定で【L.L.Bean/エルエ
ルビーン】の別注アイテムの販売
や、人気ブランド【STATE OF 
ESCAPE/ステイト オブ エス
ケープ】のPOP UPを開催。

大分初

ベーシックでスタンダードなアイ
テムと旬のブランドをミックスし
た独自のセレクトを展開する
JOURNAL STANDARDが大
分県に初出店いたします。

ジャーナル スタンダード
〈レディス・メンズ〉

場所／1F

9/16［金］OPEN

パーソナルカラー・顔タイプ診断®

場所／2Ｆ 第2会議室
　　  （ウニコ横）
時間／12：00～20：00
料金／3,000円
所要時間／約20分
　　　　  （4タイプ診断・
　　　　　アドバイスシート付）

9/15［木］~19［月・祝］
パーソナル

スタイリングサロン
「colien」の診断士が
しっかりアドバイス！


