
❶資生堂 ベネフィーク
　20,000円（税別）
❶資生堂 ベネフィーク
　20,000円（税別）
❶資生堂 ベネフィーク
　20,000円（税別）

トレンドの
カゴバックなど
新商品も
続々入荷中！

6/24㊏・25㊐、
7/1㊏・2㊐の各日
先着30名様に

人形型キーチェーン
プレゼント!

6/24㊏・ 25㊐・7/1㊏・ 2㊐

抽選会抽選会ピンク
レシート
ピンク
レシート

期間中、武生楽市専門店のお買上げレシート3,000円毎（期間中の合算可）に1回、ご参加いただけます。
◆ピンクレシート発行期間：平成29年6/24日㊏～7/2日㊐【9日間】 

1等1等 3,000円分のお買物券
2等2等 500円分のお買物券

3等3等
まさかの10回連続ハズレで
3,000円分の専門店お買物券プレゼント！

100円分のお買物券
特別賞特別賞

SUMMER SALE スタート！
ビビットカラーに注目!

サマークリアランス
セール開催中！

1F
Tel.0778-21-0812

この夏にぴったりの
かわいいアイテムがいっぱい！

この夏おススメのアイテムが
お得に手に入るSALE 開催中 !

❶資生堂 ベネフィーク
　スカルプエッセンス（スパークリングフレグランス）
　2,000円（税別）
❷コスメデコルテ ドゥ ラ ヴィ スパークリング ボディジェル N
　3,200円（税別）
❸カネボウ トワニー 
　UVサンプロテクター t
　3,500円（税別）
❹アルビオン エクサージュホワイト
　ホワイトニングVCチャージャー
　2,800円（税別） 10倍

セキセイカード
ポイント

6/24㊏～26㊊

6/24㊏ 25㊐10:00~16:00 7/1㊏11:00~16:00 
らくいちキッズイベント

「らくまると
さいころジャンケン」

らくいちキッズイベント

「らくまると
さいころジャンケン」
楽市全館当日お買上げ300円以上の
レシート提示で1回ご参加いただけます。
◉小学生以下のお子様対象
◉会場：2F 木のひろば前　◉先着50名様

楽市全館当日お買上げ300円以上の
レシート提示で1回ご参加いただけます。
◉小学生以下のお子様対象
◉会場：2F 木のひろば前　◉先着50名様

夏の疲れを癒そう♪
ヘッド（頭）リフレ、ハンド（手）リフレ、
フット（足）リフレの中からいずれか1つ
お試し頂けます。 ◉会場：1F センターコート

夏の疲れを癒そう♪
ヘッド（頭）リフレ、ハンド（手）リフレ、
フット（足）リフレの中からいずれか1つ
お試し頂けます。 ◉会場：1F センターコート

らくマルシェらくマルシェ
素敵なアクセサリーや布雑
貨の手作り市です。ワーク
ショップも開催します。
◉会場：
1F センターコート

素敵なアクセサリーや布雑
貨の手作り市です。ワーク
ショップも開催します。
◉会場：
1F センターコート

❶K18WGダイヤネックレス45cm （0.33ct） 180,000円（税別）
❷K18ダイヤネックレス45cm （0.15ct） 58,000円（税別）　
❸PTダイヤネックレス45cm
　（0.31ct FカラーVS、グッドカット）
　260,000円（税別）
❹ウィッカ ソーラー電波時計
　30,000円（税別）
❺ルキア ソーラー電波時計
　71,000円（税別）

シミ・そばかす対策、眼病予防には
紫外線ほぼ100%カットの
『美肌レンズ』がおススメ。
●美肌レンズ
度なし ・・・・・・・・・・プラス5,000円
度あり・・・・・・・・プラス8,000円～

2回に1回
当たる!!
2回に1回
当たる!!

❶

❶

❷ ❸

❹ ❺

❸
❷

❹

MADE IN JAPAN
通常価格 20,000円

セルフレーム
通常価格 8,000円

メタルフレーム
通常価格 10,000円

軽量樹脂
通常価格 6,400円

セルフレーム
通常価格 6,400円

1F
Tel.0778-21-0842

1F
Tel.0778-21-0850

お得なセール開催中！
素敵なアイテムがきっと見つかる！

春・夏物全品春・夏物全品

50%~

10%
OFF!

※一部除外品あり※一部除外品あり

アクセサリー全品アクセサリー全品

50%
OFF!

※一部除外品あり※一部除外品あり

※表示価格はすべて税別です。※表示価格はすべて税別です。

真夏に
ピッタリの商品が
多数ラインナップ!

1F
Tel.0778-21-1200

今年の夏もやっぱり
“ゆれるダイヤモンド”

Tel.0778-21-0831

1F

新商品も
続々入荷中！

50%~

20%
OFF!

※一部除外品あり※一部除外品あり

Tel.0778-21-0811

1F

【抽選時間】10：00~20：00 【抽選会場】1F 特設会場 

6,000円以上
お買い上げのお客様
CREAMちゃん

オリジナルクリアボトル
プレゼント♡
（なくなり次第終了）1F

Tel.0778-21-0820（メンズ）
Tel.0778-21-0821（レディス）

レディースライン SALEスタート！
メンズラインもお得なイベント中。

レディースラインレディースライン

50%~

10%
OFF!

※一部除外品あり※一部除外品あり

期間中
5,000円以上の商品
ご購入の方に

素敵な小鉢
プレゼント!

6/24㊏～7/2㊐

抽選日

ashimomin
リフレ体験会
ashimomin
リフレ体験会

6/24㊏15:00~

無料

6/24㊏～7/2㊐

誕生祭 第2弾
開催中! 
詳しくは店頭にて

※一部対象外

SUMMER武 生 楽 市
専 門 店

SALE
6/24㊏～7/2㊐6/24㊏～7/2㊐

1F
Tel.0778-21-0814

夏をもっと輝かせる。
スペシャルケアとボディ＆ヘアケア



SUMMER SALE

税込108円で1ポイント、500ポイント貯まると
各レジで500円分のお買物券を自動発券。
（楽市カードは、ポイントを500ポイント以上貯めることができません。）
お買物券をご利用いただいた分もポイントが貯まります。

越前市横市町28-14-1 
TEL.0778-21-0800㈹

http://takefurakuichi.jp

新規会員様大募集！
いずれも
受付は1F

インフォメーション
にて

らくいちキッズカード

らくいちキッズイベントでスタンプを集めてプレゼントをゲットしよう

安心で便利な楽市カード
楽市カード100ポイント進呈！会員募集！ 会員募集！おたんじょう月にも

プレゼントがあるよ

（店舗により異なる場合があります）
※飲食店等は、各店にお問合せください。

武 生 楽 市 営 業 時 間

●専門店
●グルメ館
●ファッションプラザ

10：00～20：00
9：30～24：00
10：00～22：00

●TSUTAYA
●ATM

10：00～24：00
 8：00～21：00

●管理会社：
中部土地開発株式会社 TEL.0778-22-5501

2F
Tel.080-6367-1133

暑い夏を元気に過ごす！
夏バテ解消全身リフレ

店主オススメの
ドーナツ 6 個セット！！

1F
Tel.0778-42-7002

この夏イチオシ！
7 月限定「フィレステーキ」

●フィレステーキ 2,160円（300g・税込）

お持ち帰りメニュー

●50代からのヨガ
　火曜日13：00～14：00
　月会費 4,160円

●チキンと夏野菜カレー802円（税込）

2F
Tel.0778-43-5877

ご自宅でも美味しい
まつりずしの味を！

● 1人前・・・・・・・・580円
● 2人前・・・・・1,110円
● 3人前・・・・・1,660円

● 4人前・・・・・2,200円
● 5人前・・・・・2,760円

1F
Tel.0778-21-0397

毎年好評のチキンと
夏野菜カレー期間限定販売中！

朝 7 時～夜 11 時まで
好評営業中！

1F
駐車場内/Tel.0778-24-3321

1F
Tel.0778-21-5558

日常を彩る、
10 0 円雑貨のお店、セリア

2F
Tel.0778-21-1226

期間中ご来店で
メダル 10 枚プレゼント！

7/26（水）発売
「君の名は。」予約受付中！

50 代からはじめるヨガで
心も身体も美しく健やかに

2F Tel.0776-27-6053
受付窓口（二の宮店）

梅雨時期の汚れは
黒川クリーニング社におまかせ！

1F
Tel.0778-21-0827

保険のことならお任せください！
保険の無料相談お待ちしております

1F
Tel.0778-24-3281

旅まっさかり♪ 夏休みの旅行の
お申込みお待ちしております

1F
Tel.0778-25-7025

カギのことなら
なんでもお任せ下さい！

1F
Tel.0778-21-0869

この夏オススメ！
防水スマホフェア開催中！

武 生 楽 市 専
門 店

1F
Tel.0778-21-2007

7/21㊎～9/30㊏
頭部・首～肩～背中、
膝～足裏オイル刺激

通常60分7000円のところ▶

60分6000円に

7/20㊍まで
テイクアウト弁当
ポイントシール

キャンペーン開催中

●6個セットで 820円（税込）　税抜760円 

武生楽市ショップ

本チラシをご持参
いただいたお客様に
ゲームメダルを

10枚プレゼント
（お1人様1回まで）

保険料の
見直しができた

相談して
よかった

自分にぴったりの
保険になった

教育費も
これで安心

保険のことなら何度でも
無料でご相談いただける
来店型保険ショップです。

保険のことなら何度でも
無料でご相談いただける
来店型保険ショップです。

20%
OFF!20%
OFF!

ただし特殊品（ワイシャツ、修理品、
皮革、和服、カーペット）は除きます。

全 品

2F
Tel.070-3100-7489

Tel.
0778-21-2688

夏特有の冷え、低下した
胃腸の働きを全身リフレで
改善しよう。

スマホ代を安くしたい！ はじめてスマホ
を使ってみたい！ という方はお気軽に
お立ち寄りください。

とびきりのスマイルでお待ちしています。

アスパラ、カットオクラ、ナス、カットト
マト、ミニトマトの野菜に加えて蒸
し鶏でボリューム満点。さらに輪
切り唐辛子で辛さをプラスしたこ
の夏オススメのカレーです。

2F

スタンダード・エディションか
ら、コレクターズ・エディション
まで4種類＋ツタヤオリジナ
ル4種類の全8種類が発売
予定。詳しくは店頭で。

早期申込み割引のある商品もございますので、お早
目のお申込みお待ちしております。

夏もおしゃれでかわいいモノに出会える100円雑貨
のお店『セリア』には小さな幸せがいっぱい。

1,980円でおなじみの
ワイモバイルから
新機種が登場!

武生楽市店

 ドーナツカレー 3個

人気定番ドーナツ 3個

本チラシご持参の方
入会金・初回年会費

大ヒット映画
「君の名は。」が、
この夏DVD化。

100％OFF 3倍！
Tポイント

Tポイント5倍！
DVD予約で、

6/24㊏～7/2㊐6/24㊏～7/2㊐

他店でできなかったものでもOK！
●合カギ・一般キー 648円(税込)～
●特殊キー2,160円(税込)～

10％OFF

※表示価格はすべて税別です。※表示価格はすべて税別です。
通常1,382円（100g・税込）が
3倍のビックサイズ
2,160円（300g・税込）で

提供！

6/24㊏～7/2㊐ 6/28㊌～7/2㊐

6/24㊏～7/2㊐

7/31㊊まで

6/24㊏～7/2㊐

1F
Tel.0778-21-0487

驚異のリピート率！
切り花長持ち液『美咲』

20
通常380円の品が

％
OFF

6/24㊏～7/2㊐

初夏のクレープ
新メニュー登場

●みかんクレープ 480円（税別）

1F
Tel.0778-21-0828

濃厚な生クリームに、みかんの果肉と爽やかなみかんソースを包ん
だ贅沢なクレープが出来ました。

Tel.0778-21-0809

1F

●葛まんじゅう 
1個 125
低カロリーでヘルシー。
“つるん”とした食感と、
あっさりした甘さが
人気の商品です。

●葛まんじゅう 
1個 125円（税込）
低カロリーでヘルシー。
“つるん”とした食感と、
あっさりした甘さが
人気の商品です。

●水出し 宗善の雫 
1袋 1,080
水出しで冷やした深い味わいの
煎茶は冷菓と相性抜群。

●水出し 宗善の雫 
1袋 1,080円（税込）
水出しで冷やした深い味わいの
煎茶は冷菓と相性抜群。

夏のオススメ！
ひんやり夏スイーツ
「葛まんじゅう」。
水出しの、いちおし
日本茶とご一緒に
季節の和菓子と贈答用菓子。
菓子を引き立てるこだわりのお茶。
多数取り揃えております。

6/24㊏～7/2㊐ 
（11：00～15：00限定）
揚げパンをGETした方はプラス100
円で隣のジェラートトリノさんにてソフ
トクリームを中までたっぷりトッピングし
てもらえる特別企画を実施中。

Tel.0778-21-0806

サマーバーゲン
期間限定！
揚げパンをもらって
ジェラートトリノに
行こう～♪

1F 武生楽市店

600円以上
お買い上げの方に
揚げパン
または

進
呈50円割引券

保険の無料相談
7月9日㊐までに

相談予約していただき
ご来店された方に

日用品プレゼント！

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

セットの内容は一例です。 詳しくはショップへお問い合わせ下さい。

 合鍵が通常価格より


