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ABCマートスポーツ

南館 2F

アビアント

本館 1F

光の森
※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

年会費無料！

キャンペーン

メンズクリア

お得・お楽しみInformation！

イチオシ商品
毎日配信中

ぜひフォローしてね

イズミ商品券
1,000円分プレゼント！

R3.9.25～9.30まで

9/25（土）・9/26（日）
キッズフェア

9/25（土）・9/26（日）
ワークショップ

【参加店舗一覧】
コグマ

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

各店舗、各日先着30名様

人気キャラクター柄メタリック
バルーンプレゼント
メタリック
バルーンプレゼント

で
おトク

便利でおトクな
機能がいっぱい！
便利でおトクな
機能がいっぱい！

ゆめアプリ会員募集中ゆめアプリ会員募集中

※他の値引積立プレゼント企画との併用はできません。
※一部専門店は対象です。※一部商品は対象外です。

機能機能機能機能機能

9/25（土）
～30（木）

MOVIE in AUTUMN TOHO シネマズ
0 0 7

ノー・タイム・トゥ・ダイ
10/1(金)公開 10/1(金)公開

ボンドは現役を退き、ジャマイカで穏や
かな日々を過ごしていた。ある日、旧友で
もあり、CIAエージェントのフェリックス・ラ
イターは、誘拐された科学者を救い出し
てほしいとボンドのもとを訪ねる。その想
像を超える過酷なミッションよって、ボン
ドは危険な最新技術を操る正体不明の敵
へと導かれていくのであった…。

（C）2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

ＭＩＮＡＭＡＴＡ
―ミナマタ―

9/23（祝・木）公開

アメリカを代表する写真家、ユージン・スミス
は、熊本県水俣市にあるチッソ工場が海に流
す有害物質によって苦しむ人々を撮影してほ
しいと頼まれる。激化する抗議運動、それを力
で押さえつける工場側。シャッターを切り続け
るユージンだったが、ある事がきっかけで自
身も反撃にあう。追い詰められたユージンは、
彼自身の人生と世界を変える写真を撮る――

舞台はヨーロッパの小国・カリオストロ王国。
「幻の偽札」と呼ばれるゴート札の発信源、カ
リオストロ公国に侵入したルパンは可憐な王
女クラリスと出会い、公国の実権を握る、カリ
オストロ伯爵の企みと静かな王国の裏の表情
を知ってゆく。宿敵カリオストロ伯爵を倒し、ク
ラリスを救えるのか！？
同時上映「ルパンは今も燃えているか？」

（C） 2020 MINAMATA FILM, LLC   
（C） Larry Horricks

原作：モンキーパンチ☆(C)TMS★
原作：モンキーパンチ☆(C)TMS・NTV

※公開日は変更になる可能性があります

通常税込25,200円のおひげ脱毛を

初回限り税込980円で体験！
電話予約時「リビングを見た」と連絡を

※9月23日（祝・木）～29日（水）まで

本館 2F

約40社もの保険商品を取り扱う代理店です。無料相談は
いつでもOK！　気軽にお立ち寄りください

もれなくクレジット優待券1，000円分プレゼント

ゆめカード
入会キャンペーン
ゆめカード

入会キャンペーン

ハロウィンLED置物パンプキン
本体100円（税込110円）

ハロウィンLED置物お化けネコ
本体200円（税込220円）

光るフェルトガーランド
本体300円

（税込330円）

本館 2F

人気のシカシリーズ。ニ
キビやニキビ跡が気に
なる方にオススメです

CICA
●リッチクリーム
●ローション
●カラーチェンジファンデーション
本体 各200円（税込220円）

200円とは思えない実力ア
イテム！　メイクのマスクよ
れ・崩れを防ぐ救世主です

Mask Proof　
密着ファンデーション
本体 各200円（税込220円）

9/26（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

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

5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

ゆめカード
値引積立額
ゆめカード
値引積立額

倍
ゆめタウン光の森

ダイソーは
9/23

拡大リニュ
ーアルオー

プン

最新の脱毛機を導入したメンズ専門
の脱毛サロン。お客様に寄り添ったプ
ランが多数、気になる疑問があれば
気軽に問い合わせください。ただ今
無料カウンセリング実施中

ほど良 い ボリューム
で、羽織としても様に
なる万能アイテム。こ
れからの季節はブー
ツコーデや、デニムパ
ンツをレイヤードして
も可愛い！

バックギャザー
ロングシャツワンピース
本体12,000円（税込13,200円）

南館 2F

ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森ゆめタウン光の森

9/239/239/239/239/23

秋のおすすめPickup！

色違いも
チェック！

バッ
クの

ギャ
ザー
が

かわ
いい

ワイヤレスでもしっかり盛りたい方にオススメです♥

南館 1F

ゆめカードクレジットご入会で

ゆめタウン光の森店限定リビング読者は

さらにお得！ 先着
30人

ゆめカードクレジット新規入会 or 切替で

最大2500円相当の入会特典！

会場／本館２階
赤ちゃんの部屋前
時間／11：00～16：00
参加料／税込550円～
　　（商品代金のみ）

ランジェノエル
BRAGENIC＋
ブラジャー　本体3,600円～（税込3,960円～）
ショーツ　　本体1,600円～（税込1,760円～）

本館 1F

ブラジェニ
ック史上

最盛！

親子で
つくろう！
パレットプラザ

お子様に人気の乗り物
などの3Dウッドパズル
を親子で作りませんか？
スタッフが作り方のアド
バイスを行います！

秋秋のの
新しいコト
ぞくぞく！

『ルパン三世』 アニメ化 50周年記念 特別上映
『ルパン三世☆カリオストロの城』  4k+7.1ch

高さのあるミッドソールとアウトソール
が、定番のシルエットに、自信に満ちたス
タイルをプラス！　アッパーはオリジナル
さながらのすっきりとしたシルエット

ナイキ ウィメンズ ブレーザー 
LOW プラットフォーム 
本体 10,000円（税込11,000円）

さらに各種登録・ご利用で最大1,500円分プレゼント

スウッシュと登録商標マークを配
したジャケット。ナイロン素材で
背面には大きめのスウッシュパ
ネル。アクセントで刺繍のマーク
も。ゆったりした着心地とメッシュ
裏地で重ね着に最適

ナイキ NSW スウッシュウーブン 
LND ジャケット
本体13,000円（税込14,300円）

遊び心のあるデザインのバランスが人目を
引く、アディカラークラシックオーバーサイ
ズスウェット。ふかふかのフレンチコットン
テリー素材を用い、見た目も着心地も快適

ウィメンズ OS スウェットクルー 
本体 7,990円（税込8,789円）

ハロウィン
グッズが充

実！

お家ハロ
ウィンを楽

しもう

色
違
い
も

お
す
す
め
！

3Dウッドパズル


