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生活雑貨
家でリラックス

ゆめタウンはません
Summer Selection

Sweets

カルディコーヒーファーム
本館 1F 美味しいがぎゅっと集まる

スリムパンツやリラックス系のカッ
トパンツと相性◎のチュニック

CABANA in Bou Jeloud
本館 1F

カバナインブージュルード

AラインスキッパーシャツTUN
本体価格6,273円（税込6,900円）

ジユウキマワシブラウス

モデルのkazumiさん
コラボ。色んな着こな
しが楽しめるブラウス

studio CLIP
本館 1F

スタディオクリップ

本体価格5,000円
（税込5,500円）

タッサー起毛
ガーデニングポケットコート

ゆったりシルエットでこれからの時
期、重ね着もしやすい！

Pate＊bloom garden
本館 1F

ペイトブルームガーデン

本体価格6,900円
（税込7,590円）

ピンタックレース 前開きブラウス

1枚でカワイイピンタックブラウス。
秋まで使えるカラーがイチオシ

SM2 keittio
本館 1F

サマンサモスモス ケイッティオ

本体価格3,900円（税込4,290円）

甘さ控えめで食べるとホッとす
る、口福堂で定番の人気おはぎ！

口福堂本館 1F

おはぎ 本体価格 1個 120円
（税込129円）

ほどよい弾力でなめらかな食感。冷蔵庫
で冷やすと更に美味しくオススメ！

わらび餅 本体価格 大500円  小250円
（税込 大540円  小270円）

別館 1F

チキンガーリックレモン
バターカレー

バターでコクをだし、
仕上げはレモンで爽やかに！ 

アバシ

税込 880円

明石だことパプリカの
旨辛アラビアータ

やわらかな明石だことパプリカを
合わせた、クセになる旨辛パスタ

ピエトロ本館 1F

税込 1,298円

名様

先
着20

名様

場所  1階サービスカウンター

※お一人様１枚限り、無くなり次第終了

このクーポンと、当日の
専門店のお買い上げレシート

税込5000円以上
（合算OK）を持って来て頂くと、

先着で映画観賞券を進呈！

クーポン★クーポン★

映画無料
チケットが
もらえる！

8/21（土）

しっとりフワフワの生地
に、純生クリームと今が
旬の白桃をサンド！
苺のショートケーキ
本体価格324円

（税込350円）

季節の果物と風味豊かな杏
仁粉を使用。くちどけなめら
か杏仁がたまらない！

果物杏仁 本体価格333円
（税込360円）

スイス 洋菓子店
本館 1F

今なら通常158円（税込）が
よりどり2点で298円！

好きな具材と煮込むだけで本格的
グリーンカレーが家で楽しめる！
ロイタイ　グリーンカレー
本体価格147円（税込158円）

ブラジル産のコーヒー豆100％使
用。手軽にカフェオレが楽しめる！

KALDI
カフェオレベース（濃縮コーヒー）
本体価格368円（税込398円）

皮ごと搾った沖縄産シー
クワーサー。爽やかな酸
味とほろ苦さが◎
もへじ
沖縄産シークワーサー
果汁100％ 本体価格895円

（税込966円）

人 気 イタリアンロースト
100%使用。地下水から低温
抽出で味がしっかり！
KALDI カフェカルディ
低温抽出アイスコーヒー

8月27（金）～さらにお買得になります

本体価格210円
（税込226円）

美容成分がたっぷり！　肌の状態
に合わせて選べるマスクパック

ハビタ
本館 1F

Healthy Clense Juice 
Mask Sheet
本体価格200円（税込220円）

手作りのアイスクリー
ムやシャーベットでお
家時間も楽しく♪アイスクリームメーカー

本体価格3,000円
→本体価格2,100円（税込2,310円）

しっとりうる肌ギフトセット

肌も唇も…。顔の気になるところを
全部ケアできる最強のギフト！

ヴィレッジヴァンガード
本館 2F

本体価格1,200円（税込1,320円）

本館 3F

one’s terrace
ワンズテラス

おうち
じかん

応援します
おうちじかんを楽しもう！ みんな大好き！

白桃
をサ
ンド

旨辛Food
夏に食べたい！

プレ
ゼン
トで
も

うれ
しい
♪

食べ
てほ
っこ
り

癒さ
れて
！

ピリッとした辛さが

たまらない！

ボタニーククールワンピース

UVカット・抗菌防臭で、家でも外で
も使えるクール素材のワンピース

ロフト本館 3F

本体価格3,300円（税込3,630円）

夏
野
菜

た
っ
ぷ
り

カ
レ
ー

Green Parks Topic
グリーンパークス トピック

袖のフリルが可愛いブラ
ウスと色んなコーデに着
回し可能な鮮やか色のボ
トムスで合わせました♪

本館 1F

ストライプ
フリルブラウス
本体価格3,628円

（税込3,990円）
さらっと
楊柳パンツ
本体価格3,628円

（税込3,990円）

30％
OFF

＊コーデ例

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、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。せき、発熱などの症状がある方は、イベントにご参加いただけません。状況の変化に伴い、イベン
トの中止・内容を変更させていただく場合がございます。会場の状況により、入場制限を実施する場合がございます。予めご了承ください。

はません
☎096-334-1625 南区田井島1丁目2-1

8/28（土）・29(日)限定

専門店 10：00～20：00
※現状20:00までの営業ですが、
　場合により21:00までの営業になります

フードコート 10：30～20：00
※時短要請で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。

ゆめアプリ会員様＆
インスタグラムフォロワー様限定

時間／10:00～なくなり次第終了
会場／本館3F催事場

営
業
時
間

8/20（金）～22（日）

時間／11:00～
              なくなり次第終了
会場／本館3F催事場
熊本市最大の宅配専用サイト“おうちごはん”の
人気店がゆめタウンはませんに大集合！

おうちごはんマルシェ
inゆめタウンはません 人気キャラクター柄

メタリックバルーン

当日の館内での1,000円（税込）以上のお買い上げレシー
トとゆめアプリのお気に入り店舗にゆめタウンはませんを
登録した画面、またはゆめタウンはませんのインスタグラ
ム公式アカウントをフォローした画面をご提示ください。

8/28（土）・29(日)限定

夏休み特別企画！
時間／10:00～18:00
会場／本館3F催事場

ゆめアプリのお気に入り店舗にゆめタウンはませんを登録さ
れた画面を会場でご提示いただくと1回無料券をプレゼント！

お楽しみ縁日
スーパーボールすくい、水風船すくい、
射的、輪投げ、千本つりなど

各コーナー参加料
1回100円（税込）

先着プレゼント！

●各日先着 350 名●小学 6 年生までのお子様
●お一人様1個限り

当日に登録OK!

新型コロナウイルス
感染症対策

抽出で味がしっかり！

夏
休
み
の
お
出
か
け
＆

旨
辛
ご
は
ん
で
元
気
を
チ
ャ
ー
ジ
！

冷やしちゃんぽん麻婆茄子

自家製麻婆ソースと山椒オイ
ルの爽やかな辛さがやみつ
きに！ テイクアウト可

リンガーハット
別館 1F

税込 890円
テイクアウト 税込 900円

（容器代込）


