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光の森

MOVIE in SUMMER TOHO シネマズ

5

6/27（日）

※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
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夏サンダルフェア

※公開日は変更になる可能性があります
6/26（土）・27（日）
キッズフェア

各店舗、各日先着30名様

【参加店舗一覧】
コグマ

キッズフェア

各店舗、各日先着30名様

【参加店舗一覧】

メタリック
バルーン
プレゼント

メタリック
バルーン
プレゼント

店内商品
税込3000円以上の
お買い上げで
時間／10:00～
無くなり次第終了

人気
キャラクター柄

ゆめタウン光の森

※広告内で特記がない場合は税込価格です ※写真はイメージです  ※割引表記がある店舗
は一部商品が対象外の場合があります

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、アルコール製剤の設置や店
内消毒、従業員のマスク着用等徹底しております。来館の際は手指の消
毒、マスク着用等、ご協力をよろしくお願いいたします。

専門店 10：00～21：00（一部専門店は異なります）
☎096-233-2211菊池郡菊陽町光の森７丁目33-1
※営業時間が変更になる場合がござい
ます。詳しくはHPをご確認ください。

営
業
時
間

ゴジラVSコング
7/2(金)公開

ゴジラが深海の暗闇からその姿を現
し、世界を再び危機へと陥れていく。
人類は対抗措置として、コングを髑
髏島＜スカルアイランド＞から連れ
出す。人類の生き残りをかけた争い
は、ゴジラ対コングという最強対決を
引き起こすこととなる

（C）2021 WARNER BROTHERS ENTERTAINMENT INC.
　& LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC.

夏への扉
6/25（金）公開

多くのハリウッド映画に影響を与
えた伝説の小説が全世界で初映
画化。数々の映画で日本中を感動
に包み込んできた名匠と今最も
熱い俳優陣が挑む、30年の時を
超え未来を変える冒険が今、幕を
開ける

（C）2021 映画「夏への扉」製作委員会

グラデーションフラワー
ウェッジサンダル

ボリューム感あるウェッジヒールでス
ラっと美脚見え。繊細なスタッズと立体
感あるフラワーの装飾が上品

Ladies'

通常当店価格9,130円→6,391円

KEEN
UNEEK

夏の定番サンダル。2本のコードで編まれた、
すべての人の足にフィットする一足です

Ladies'

通常当店価格13,200円→11,880円

本館 2F

クリアヒール
ストラップサンダル

待望の再入荷！　涼し気
なクリアヒールにシンプ
ルなストラップでエレガ
ントなシルエットに

Ladies'

通常当店価格
7,590円→6,831円

全4色とカラーも豊富、
どんなコーデにも合う！

KEEN
NEW PORT

KEENのフラグシップモデ
ル。水陸両用で、街履きか
らレジャー、本格的なアウ
トドアまで大活躍！

Ladies'
Men's

通常当店価格
14,300円→12,870円

リゲッタカヌー
CJLW5503

メイドインジャパン。大阪発、日本人のためのサン
ダルです。足が寛ぐ履き心地で、リピーター続出

Ladies'

TEVA
HURRICANE XLT2

機能性とデザイン性を
兼ね備えた人気の定番
スタイル。アウトドアか
ら普段使いまで幅広く
活躍できます

Ladies'
Men's

8,580円

Men's
TEVA
HURRICANE XLT2

一日中履いても疲れに
くく、アウトドアからタウ
ンユースまで幅広く活
躍すること間違いなし！

8,580円 Men's

NIKE
CAN YOU SANDAL

柔らかくて心地よい感触のソールを採
用。ビーチはもちろん、それ以外 の
シーンにも重宝しますよ

8,250円

KEEN
ZERRAPORT Ⅱ
つま先を守りつつ、調整可能
なストラップがしっかり足に
フィット。KEEN独自のトゥプロ
テクション搭載

Ladies'

9,900円

南館 2F

Slyde
ロゴシャワーサンダル

シンプルながらボードスポーツの世
界観を感じさせるブランド「Slyde」
よりシャワーサンダル登場

Men's

3,850円

南館 2F

ランジェノエル

ワイヤレスなのにしっかり盛れる！　気合
を入れたい時や、ファッションにメリハリ
をつけたい時にオススメです★

本館 1F

BRAGENIC+      ブラジャー　3,960円～
 　　　　　　 ショーツ　　1,760円～

NEW OPEN

アビアント

SALE！
６月25日（金）～

SUMMR SALE
開催します！

ストラップが足首まで
巻かれたデザイン。女
性らしさを演出します。
詳しくは同店インスタ
をチェック！

SHAKA　9,130円

本館 1F NEW OPEN

新しい コミュニ ティス
ペ ースが 誕 生！　 保 険
の相談はもちろん、ライ
フプランニングや家計
の見直しもおまかせ！

6月10日NEW OPEN南館 1F

Present！
ご相談いただいた方に、

親子で遊んで学べる
すごろくプレゼント

シンプルな組合せで

ソックスとの相性も◎

脱ぎ履きも

ラクラク！

kids'
NIKE
LITTLE RIFT
素足のような快適性を
実 現し、好 み に合った
フィット感に。親子コー
デにも使える一足です

5,500円

ランダ

ゼビオ

SALE！

カジュアルなスポーツファッションに特
化した「ABC-MART SPORTS」が登場！

ABC-MARTアプリポイント3倍
シューズ・ウエア計2点以上

10,000円以上購入…1,000円OFF
20,000円以上購入…2,000円OFF

6月19日NEW OPEN南館 2F

６月28日（月）まで

NEW OPEN 6月10日NEW OPEN

新店舗オープン情報&オススメ商品

※高校生以下は1,000円(税込)
※ T O H O シ ネ マ ズ デ イ、レ
ディースデイ、夫婦50割引は7
月13日（火）で終了いたします。
※一部対象外の作品がござい
ます

30％ＯＦＦ6/25~

10％ＯＦＦ6/25~27 10％ＯＦＦ6/25~27

10％ＯＦＦ
6/25~

10％ＯＦＦ
6/25~27

通常当店価格6,578円→5,920円

6/25（金）~27（日）

youmeバーゲン開催
MAX50％ＯＦＦ（一部店舗を除く）


