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光の森

詳しい応募方法は店頭ポスターまたはホームページをご覧ください

キャンペーン期間

1/1
食品・直営売場 専門店 1Fレストラン・フード（一部専門店は除く）

（祝・金）

1/2（土）
1/3（日）

10:00～19:00

10:00～20:00

9：30～21：30

11:00～19:00

11:00～20:00

11:00～20:00

営業時間

熊本市南区田井島1丁目2-1 ☎096-334-1625
※オーダーストップは、
閉店の30分前になります

1/1 10:00～20:00

9:30～21:00

9:30～21:30

食品・直営売場 専門店 1Fレストラン街（一部専門店は除く）

（祝・金）

1/2（土）
1/3（日）
1/4（月）～

10:00～19:00

10:00～20:00

10:00～21:00

11:00～19:00

11:00～20:00

11:00～21:00

営業時間

菊池郡菊陽町光の森７丁目33-1 ☎096-233-2211 ※オーダーストップは、
閉店の30分前になります

1/4（月）～ 10:00～21:00

光の森× 1月1日 3日▶金 日

ファスナーも開けやすい、
ミニショルダー

光の森光の森光の森光の森× 1月 3

新春初売り

A撥水性・防汚水性に優れ、アッ
パーには耐久性の高いプレミア
ムフルグレインレザーを使用！

「いろどり御朱印帳 十
二支・丑」 2,200円

専用アプリをダウン
ロードしたスマホ・
タブレットをかざす
と、いろんな地域の

「今」が見られます！

「ほぼ日のアースボール」 3,960円

光の森
南館1F 本館3F

光の森
南館2F 本館3F

光の森
南館1F 本館2F

コラボ企画

「はぁ」というフレーズだ
けで“お題”を演じる、今
人気のコミュニケーショ
ンゲーム

「はぁって言うゲ ーム2 」 
1,760円

新しい年の始まり…御朱印帳
をもってお寺や神社へ、御朱
印集めに行ってみませんか？

※画像商品以外にも
多数取り揃え

光の森
本館2F 本館3F

ヒートテック素材のあったか毛布。キ
メが細かくとてもしなやかで心地よ
く包んでくれます　

「ヒートテックモウフ（シングル）」5,489円

通常のヒートテックの2.25倍温かい“超
極暖”！　裏起毛で心地よさも抜群です。

「ヒートテックウルトラウォームインナー」
（MEN/WOMEN）   2,189円

「ヒートテックインナー」
（MEN/WOMEN）  1,089円

すっきり薄手で着ぶくれせずに体を
温める。1枚重ねれば寒い日も快適！

光の森
本館1F 本館1F

アコヤ真珠のジュエリーセット。真珠の気品をカジュアルに取り
入れて、一歩先のおしゃれを楽しんで

Aスコープで覗くと8つのハートと8つの矢が現れるハート＆
キューピッド。貴女をより美しく演出してくれるでしょう

B「K10YGパールネックレス」 16,500円　C「K10YGパールピアス」22,000円

「PtダイヤモンドネックレスH＆C（スコープ付）」44,000円

光の森
本館1F 本館1F

光の森
南館2F 本館2F

A

B
C防弾チョッキに使用され
るほど丈夫なバリスターナ
イロンをメイン素材にし、耐
久性抜群の人気シリーズ

「ポーター（ヒート）」 25,850円

Bソフトレザーで柔らかい手触り。小銭入れも
大きく、たっぷりと収納可能です
 「Dakota（ラルゴ）がま口長財布」16,500円

A丸みのあるフォルムが可愛らしいイタリア製ハンドメ
イドショルダーバッグ。使うほどに風合いが増すのも魅力。
 「イルビゾンテ　ショルダーバッグ」46,200円

「Timberland YOUTH BASIC OX」
通常当店価格12,650円→9,900円

Bアッパーにシューレース
を付けたアクセントのある
1足。カップインソールを採
用し、クッション性が抜群！

C軽量で屈曲に優れたライトソールを使用。
サイドに大きく入ったロゴがインパクト大！

「VANS V198CF SUEDE」
通常当店価格8,800円→4,389円

 「キッズVANS V2009KL LOGO」
通常当店価格4,950円→2,189円

A

B

C

C

光の森
本館 1F

TIME TIME
（タイムタイム）

太陽光で充電し、時刻も
ピッタリ合わせてくれる
優れモノです！

「CASIO ソーラー
 電波時計」　16,280円

SALE 20～50％ＯＦＦ
店内
商品

（一部商品を除く）

光の森
南館 2F

LIEGE
（リエジュ）

当社オリジナル102
面カットの特別なダ
イヤ使用。幅広い年
代の方に愛されるバ
ラモチーフ
K18PGダイヤ●プチネックレス160,600円
●リング123,200円 ●ピアス180,400円

SALE 30％ＯＦＦ店内商品 （一部商品を除く）

marmelo viagem
（マルメロヴィアジェン）

日本の革職人厳選の
エルクレザーを使用。
野生のキズを生かした
ワイルドな仕上がり

光の森
本館 1F

SALE 30～50％ＯＦＦ
店内
商品

（一部商品を除く）

「PARLEY L字ファスナー財布」各18,700円

家族みんなの
足元をおしゃれに！

光の森
本館 2F

INGNI
（イング）

軽くて暖かく、ボリューム
のあるハイネックとフー
ドで、小顔効果も期待大！

軽くて暖かく、ボリューム
のあるハイネックとフー
ドで、小顔効果も期待大！

「BIGエコショート
ダウン」  4,345円

SALE Max70％ＯＦＦ
（一部商品を除く）店内

商品

65 歳以上なら
サンキューカットポイント

サイズ22.0㎝～25.5㎝ま
で取りそろえており、トレ
ンド や 定 番アイテム な
ど、幅広いラインナップ
でご用意しております！

光の森
本館 2F

RANDA
（ランダ）

SALE Max70％ＯＦＦ
（一部商品を除く）店内

商品

はません
本館 1F

「フレグランス
ラッキーパック」
各3,300円

毎年好評のフレ
グランスラッキー
パック。数量限定

habita
（ハビタ）

メンズ レディース

SALE 20～50％ＯＦＦ
冬物
商品

（一部商品を除く）

ママイクコはません
本館 1F

お正月を華やかに
演出する和柄が特
徴。仕切り付きです

「宇野千代  オードブル
  重箱梅型」3,850円

SALE 30～50％ＯＦＦ
1/1～1/3
冬物商品

（一部商品を除く）

SUIT SELECT
（スーツセレクト）

はません
本館 2F

「シャツ・ネクタイ 
選べる福袋」  11,000円

店内在庫の商品で、
3,800円までのシャツ
3枚とネクタイ2本の
合計5点の福袋

SALE 6，000円引
スーツ2着購入で

会計より

はません
本館 2F

マスクもファッションの
一部で楽しむ時代！和
装にも合いますよ

「ファッションマスク」
1,408円～

SALADA BOWL
（サラダボウル）

お得！ 550円!アクセサリー福袋 1袋

光の森
南館 2F

自分らしいベーシック
アイテムと、新しい自
分のトレンドアイテム
が見つかる場所

SALE Max70％ＯＦＦ
（一部商品を除く）店内

商品

RETRO GIRL
（レトロガール）

絵馬の形をした箱にペットのだ～い好きな
おやつが！裏には願い事を書いてね★

「わん絵馬／にゃん絵馬」 858円

伝説の家政婦シマさんの
気楽な自分らしい暮らし

「ちょっとフレンチな
　おうち仕事」　
     1,540円

毎回異なる順次で
読みあげます

「よみ人いらず
  小倉百人一首」 
  3,850円

「このミステリーが
すごい2021」
国内編第１位！

「たかが
  殺人じゃないか」
  2,420円

ペリカンはません
本館 2F

人
生
い
ろ
い
ろ
、

組
み
合
わ
せ
も

い
ろ
い
ろ
！？

お得！ 「人生ゲーム」3，828円通常4,378円→

はません
本館 1F

原宿ピクニック

お得！

定価およそ1万円分のスクイ
ーズ・スライム系・雑貨1点が入った、
と～ってもお得な商品です！

スーパー
お楽しみ袋 1，980円!1袋

せき、発熱などの症状がある方は参加できません。※マスクの着用や手指の消
毒、検温、お客様同士の距離などスタッフの指示にご協力ください。
※会場の状況により入場をお待ちいただいたりお断りする場合がございます。

当日の 館 内で の 1 0 0 0 円（ 税
込）以上のお買い上げレシー
トを会場でご提示ください。

1/1（祝・金）

1/1（祝・金）～3（日）

おみくじを引いて当てよう！

お家で楽しめる おもちゃ福袋
時間／10:00～18:00

※景品が無くなり次第終了

会場／3Fイベントスペース

先着300名のお客様、おひとり様
1回ご参加いただけます

リアル謎解きゲーム
魔法使いと2匹の魔法猫

©NAZO×NAZO劇団

時間／10:00～18:00
会場／3Fエスカレーター前
　　　レストスペース

当日の館内での500
円（税込）以上のお
買い上げレシートを
会場でご提示くださ
い。おひとり様1回ご
参加いただけます

大福袋 2本大吉

小福袋（500円相当
  のおもちゃ）20本小吉

お菓子福袋 もれなく末吉

（5000円相当のおもちゃ）

中福袋10本中吉
（2000円相当のおもちゃ）

正解者にプレゼント！
パスカランドはません店で遊べるメダル20枚

または
乗り物やクレーンゲーム1回無料のサービス券

さらに各日先着200名の正解者の方には
お菓子もさしあげます！

謎を解いて、逃げ
出したいたずら猫を

追いかけよう！

はませんイベント光の森イベント

1/1（祝・金）・2（土）・3（日）
新年の運試し！

時間／10:00～無くなり次第終了
会場／本館2F「e.r.g」前

小学6年生までの
お子さん・1人1回

参加費／1回500円
ゆめタウン商品券500円分

プレゼント！ （各日100名）
ゆめタウンアプリで
お気に入りに「光の森」を
登録すると1回300円に

当日登録
ＯＫ

※ゆめタウンアプリご提示での割引は1端末1回限り

1/4（月）～31（日）
ゆめと光の

抽選で商品券プレゼント！

クイズ会場は館内10カ所
全問（10問）正解… 5本

8問正解…5000円分10本
5問正解…3000円分20本
3問正解…1000円分50本

10,000円分
クイズ会場は館内10カ所クイズ会場は館内10カ所

クイズラリー応募抽選会
ゆめタウン商品券

※金額に関わらず500円以上のお買い上げレシートで一口の応募となります
※当選発表は当選はがきの発送をもって替えさせていただきます

期間中、館内の500円（税
込 ）以 上のお 買い上げレ
シートを応募台紙に貼付し、

各所の○×クイズ
の答えと必要事
項をご記入の上、
応募箱へ！

新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！新年の運試し！

時間／10:00～無くなり次第終了
メタリックバルーン抽選会

キャラクターバルーンに
ついているおみくじで
「大吉」が出たら

おみくじ

【イベントに関するお願い】

A B

C

はません
本館 2F

STEP
（ステップ）

SALE Max50％ＯＦＦ
（一部商品を除く）冬物

商品

人気のオーシャン&グラウ
ンドのトレーナー。かわい
い刺繍がポイント♪

「スキーヤー刺繍トレーナー」
通常3,300円→2,310円

～1/11（祝・月）イエローバザー開催
この期間のみのおトクな商品盛り沢山 50％ＯＦＦ

店内一部商品
最
大 50％ＯＦＦ

店内一部商品
最
大

光の森
本館 2F

“私に、まっすぐ”をコン
セプトに、「いま着たい」
トレンド感と「ずっと着
たい」スタンダードなア
イテムで、すべての大人
の女性を応援します

LOWRYS FARM
（ローリーズファーム）

SALE Max60％ＯＦＦ
（一部商品を除く）店内

商品

MOVIE in  WINTER   TOHO シネマズ
劇場版ポケットモンスター　ココ

（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

（C）Pokemon （C）2020 ピカチュウプロジェクト

2020年12月25日(金)公開
人 里 か ら 遠 く離 れ た
ジャングルの奥地。厳し
い掟で守られたポケモ
ンたちの 楽 園 、オコヤ
の森があった。そこで仲
間 たちと暮らしてい た
頑 固 者 のザ ル ードは、
ある日、川 辺で 人 間 の
赤ん坊を見つける。

映画えんとつ町のプペル

（C）西野亮廣／｢映画えんとつ町のプペル｣製作委員会

2020年12月25日(金)公開
厚 い 煙 に 覆 わ れ た “え
んとつ町”。ひとりぼっち
のルビッチの前に、ゴミ
から生まれたゴミ人間・
プ ペ ル が 現 れ 、のけも
の 同 士、二 人 は友 達と
なる。

ジョゼと虎と魚たち

（C）2020 Seiko Tanabe/ KADOKAWA/ Josee Project

2020年12月25日(金)公開
趣味の絵と本と想像の
中で生きるジョゼと、夢
を追いかけながらバイ
トに明け暮れる恒夫。そ
れぞ れ の 心 の 内と、縮
まっていくふたりの心の
距 離。その触れ合いの
中で、ジョゼは意を決し
て夢見ていた外の世界
へ恒夫と共に飛び出す
ことを決めるが……。

光の森
本館 1F

WISH UPON A STAR
夢を叶える2つの星
のダイヤモンドを
お守りジュエリーに

K18ダイヤモンド●リング132,000円
●ネックレス132,000円

bijou SOPHIA
（ビジュソフィア）

SALE 30％ＯＦＦ店内一部商品

（割引対象外）

シュープラザはません
本館 1F

ア
ウ
ト
ド
ア
で
も
人
気
の
防

水
ブ
ー
ツ
。透
湿
性
の
高
い

「
メ
ン
ブ
レ
ン
」生
地
が
、防
水

性
と
蒸
れ
に
く
さ
を
両
立
！

「パラディウム」15,180円

※100円（税抜）につき5.5円分の値引積立額が貯まります（クレジット景品
交換コースの会員様は除きます）　※電子マネーゆめか払い・クレジット
払い特典（0.5円分）は5倍の対象外となります　※他の値引積立プレゼ
ント企画との併用はできません　※詳しくは売場係員にご連絡ください

キャッシュレス
ゆめタウンデー

※一部商品・一部専門店は除きます

1/3（日）

倍または

払い
ゆめカードゆめカード
クレジットクレジット

電子マネー

払い
ど
ち
ら
で
も5

ゆめカード
値引積立額
ゆめカード
値引積立額

新年を祝し、ゆめタウン2
店合同コラボセールが
開催！ お得情報や、楽し
いイベント、限定アイテム
が盛りだくさん
※特記がない場合は税込価格です

楽しさいっぱい 
お得いっぱい
youmeタウン！

着合わせしやすいビッグシル
エットのプリントトレーナー

キッズ イラストプリントパーカー2,750円

光の森
南館2F 本館2F

レディース PHOTOスウェット3,300円
肌触りの良いポンチ素材と裏地は起
毛素材を採用したCAMP7パーカー
メンズ 裏起毛ポンチパーカー5,500円

ストレッチの効いたスウェット生地で
着心地抜群アイテム 50％ＯＦＦ

店内一部商品
最
大

※色、柄など異なる場合があります

「雪印すこやかM1　
　2缶パック」 4,276円

光の森
南館1F 本館2F

ご購入日より5年間ポイント補償
ひな人形

プレミアム補償

アカチャンホンポ　ポイントカード会員様限定

花菱に雪輪梅桜　ひな人形132,000円

2015年に始まった全国母
乳調査による研究を経てう
まれた、母乳に限りなく近
い 粉ミルク。赤ちゃんとお
母さんの強いミカタです

スマート収納


