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光の森 専門店 10：00～21：00

フードコート・レストラン
 　　　　11:00～21:00
　　　　　（20：30ラストオーダー）

営業時間

（一部専門店は異なります）

菊池郡菊陽町光の森７丁目33-1 
☎096-233-2211

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。

【イベントに関するお願い】

ホリック　ｘｘｘＨＯＬｉＣ
2022年　4月29日(祝・金)公開

人の心の闇に寄り憑く“アヤカシ”が視えてしまう
孤独な高校生・四月一日（ワタヌキ）。その能力
を消し去りたいと願う四月一日は、ある日、一羽
の蝶に導かれ、不思議な【ミセ】にたどり着く。

劇場版ラジエーションハウス
2022年　4月29日(祝・金)公開

72時間―。それは、人の生死を分ける時間。
甘春総合病院の放射線技師・五十嵐唯織（窪田正
孝）は、大好きな甘春杏（本田翼）が、ワシントン医大
へ留学することが決まり、落ち込んでいた。
そんな中、杏の父親・正一が危篤との連絡が入る。

MOVIE   in  GW   TOHO シネマズ

（C）2022映画「ホリック」製作委員会
（C）CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社

ドクター・ストレンジ
マルチバース・オブ・マッドネス
2022年　5月4日(祝・水)公開
元天才外科医にして、上から目線の最強の魔術師
ドクター・ストレンジ。時間と空間を操る彼の魔術
の中でも、最も危険とされる禁断の呪文によって
“マルチバース”と呼ばれる狂気の扉が開かれた。

（C）Marvel Studios 2022. All rights reserved.

※公開日は変更になる可能性があります

※写真はイメージです 　※価格はすべて税込　
※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

特集
コラボ企画

光の森×
楽しさいっぱい お得いっぱい  youmeタウン！

※一部専門店・一部商品は対象外※詳しくはサービスカウンターまたは、売場係員まで

お得なクーポンお得なクーポン ★★

【ゆめタウンはません パスカランド】

リビング熊本

本館 3F

有効期限2022.4/27～5/2まで

メダル20枚サービスメダル20枚サービス
※おひとり様 1 日 1 回まで・他クーポン併用不可

【ゆめタウンはません パスカランド】

リビング熊本

本館 3F

有効期限2022.5/3～5/8まで

メダル20枚サービスメダル20枚サービス
※おひとり様 1 日 1 回まで・他クーポン併用不可

 

【ゆめタウンはません パスカランド】

リビング熊本

1回無料！

本館 3F

※おひとり様
　1 日 1 回まで
他クーポン併用不可

有効期限2022.4/27～5/2まで

UFOキャッチャー
【ゆめタウンはません パスカランド】

リビング熊本

1回無料！

本館 3F

※おひとり様
　1 日 1 回まで
他クーポン併用不可

有効期限2022.5/3～5/8まで

UFOキャッチャー 

はません
フードコート

いちごを贅沢に使った期間限定商品！ ルバーブ
コンポートの爽やかな酸味と練乳ソースの甘み
がモンブランクリームと相性抜群

※一部作品を除く　※割引
の併用不可 ※特殊上映・特
別席は追加料金が必要

鑑賞料金

1，200円

※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。

（C）2022横幕智裕・モリタイシ／
集英社・映画「ラジエーションハウス」製作委員会

いちごのモンブランパンケーキ

税込1480円2P 税込1580円3P

限りなく“母乳”に近いミルク！

暑くなるこれからの季節に、冷やして
もおいしいゼリーがオススメ

光の森
本館2F 本館3F

物語のある絵画を366点収録。
1日1話ずつお話を楽しみなが
ら、西洋文化を知る上で欠かせ
ない教養も身につきます

地図とたくさんのイラス
トで世界各国を紹介する
ベストセラー絵本が愛蔵
版になって登場

「366日 物語のある絵画」
本体価格2,600円（税込2,860円）

「MAPS 愛蔵版」
本体価格4,500円

（税込4,950円）

AIR MAXシリーズ
大人気モデル！！

男女 問わず不 動の
No.1シリーズ！！

長きにわたって履かれ続けている
スニーカー。まさに“永久定番”！！

「OLD SKOOL」
本体価格6,500円（税込7,150円）

「ALL STAR」
本体価格6,500円

（税込7,150円）

ふわっとトロけるようにやわ
らかい、しっとりスフレタイプ
のチーズケーキです

風味豊かなマロンクリー
ムに、渋皮マロンが1個ま
るごと入っています

「ユーロモンブラン」
本体価格463円（税込500円）

はませんイベント

当日の館内での500円（税込）以上のお買い上げレシート
＆ゆめアプリのお気に入り店舗に「ゆめタウンはません」
を登録された画面または、公式インスタグラムのフォロー
画面を会場でご提示ください。

10時～17時 
3F イベントスペース

ゆめアプリ会員＆インスタグラムフォロワー様限定

科学体験ひろば

5/3（祝・火）・4（祝・水）

5/5（祝・木） レッツひらめき！
生活の“なんで？”が
科学の力で

“わかった”に！

ネジネジこどもDIY
ネジってまわして
工具も使って
気分はもう
大工さん！

11時半～ 

1F 正面入口

※各日先着300名様
　お一人様1株

花の苗プレゼント

4/29（祝・金）・30（土）

※無くなり次第終了
×くまもと

花とみどりの博覧会
ゆめタウン
はません

熊本市南区田井島1丁目2-1
☎096-334-1625

専門店 10：00～21：00
フードコート・レストラン
 　　　　10:00～21:00
　　（オーダーストップ閉店３０分前）

営業時間

※一部専門店は異なります

※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。

中華の天津飯と和食のおむらいすの
絶妙なハーモニーをお楽しみください

天津おむらいす 税込649円

7種の野菜と和柑橘の爽やかなタル
タルソースにぷりぷりえびを合わせ
た、春らしい色合いのサンドイッチ

タルタルシュリンプ 税込530円

光の森
本館1F 本館1F

創 業 以来 の ベストセラー。洋
酒をしっとりと生 地 に浸 み 込
ませた人気の商品です

「リキュールマロン」
本体価格306円（税込330円）

「ふわとろフロマージュ」6個入り
本体価格1,204円（税込1,300円）

「ボンボンゼリー」
本体価格45円（税込48円）

光の森
南館2F 本館3F

大人気知育菓子！
作って食べて
楽しもう♪

「なるなるグミの実」
本体価格180円

（税込194円）

定
番
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
や

連
休
の
お
菓
子
の
ま
と

め
買
い
に
ピ
ッ
タ
リ
！

「だがし詰め合わせ」税込500円

ペッパーランチ

ワイルドステーキ  300g

税込1500円ペッパーランチ

クレープ
フレッシュいちごバナナ

税込540円

レインボーハット

別館 1F

ソースたこやき（8個）

税込570円

たこばやし

コッコファームの玉子を使用した
タルタルは絶品です！
ぜひお召し上がりください

チキン南蛮セット 税込940円

トリモット
TORI MOTTO

リンガーハットリンガーハット

7種類の国産野菜をたっ
ぷり4 8 0 g 使 用 。キャベ
ツ、もやし、玉 ね ぎ が 長
崎ちゃんぽんの2倍！

税込890円

野菜たっぷりちゃんぽん

ふっくらとろとろ
大玉たこやき

肉を
ガッツリ食べよう！！

光の森
南館1F 本館3F

「AIR MAX EXCEE」
本体価格9,000円（税込9,900円）

「イニシャルキャラクター
 ミニタオル」
本体価格700円（税込770円）

光の森
南館2F 本館3F

アクトワン

ピタッ♥

「ニコぬいキーホルダー」
本体価格900円（税込990円）

ほっぺに入った磁
石でピタッとくっつ
く、手のひらサイズ
の“ニコイチ”キー
ホルダーです！

「すこやかM1
2缶パック」
 本体価格4,260円

（税込4,600円）
800g×2缶セット
0カ月～

「パンパース」 
本体価格2,362円

（税込2,598円）
テープ：新生児・S・M・Lサイズ
パンツ：M・L・BIGサイズ

「ムーニーマン」
本体価格2,382円

（税込2,620円）
テープ：新生児・S・M・Lサイズ
パンツ：S・M・L・BIGサイズ



【ゆめタウン光の森クーポン券】 【ゆめタウン光の森クーポン券】

リビング熊本 リビング熊本



1回無料！ 1回無料！タイトー

ナムコ

対象のクレーンゲーム
全ての
クレーンゲーム

【ゆめタウン光の森クーポン券】

お得なクーポンお得なクーポン
【ゆめタウン光の森クーポン券】【ゆめタウン光の森クーポン券】

★★
南館3F

有効期限2022.4/29～5/5まで
※おひとり様 1 日 1 回まで
　他クーポン併用不可

本館2F

有効期限2022.4/29～5/5まで
※おひとり様 1 日 1 回まで
　他クーポン併用不可

COOL MAX使用の5WAYの
バンダナ。オシャレにUV対策♪

洗濯が可能で折りたたみ
できるUVカットの帽子です

「グログラン 
 カットブリムハット」
 本体価格1,900円

（税込2,090円）

「UVバンダナロール」
 本体価格1,280円（税込1,408円）

お手持ちの万年筆や
ガラスペンがあれば、
カラフル な 色 を 愉し
めます

色を愉しむ万年筆
インク 6色セット付き

「万年筆のある毎日」
本体価格1,800円

（税込1,980円）

食欲をそそるコチュジャンソース！
高タンパク質な牛肉と、ビタミン・ミ
ネラル豊富な野菜で栄養チャージ！ 

お野菜たっぷり
ビビンペッパーライス

税込880円Mサイズ
税込990円Lサイズ

たまごのせ 
+100円

※写真はたまごのせ

いちごとバナナの具だく
さんクレープ。バナナと
いちご感たっぷりの季節

限定クレープです

一度履いたら病みつ
き！！ ラクな履き心地
で、そうは 見えな い
デザインパンツ

A「MORIyumi
ジョッパーズパンツ」
本体価格8,900円

（税込9,790円）

B「MORIyumi  
ヨーヨーパンツ」
本体価格9,800円

（税込10,780円）

「デニム」
本体価格5,900円

（税込6,490円）

「MORIyumi 小物
アームカバー」
本体価格2,800円～

（税込3,080円～）

気分を明るくする
個性的な小物。贈
り物にも最適です

切替が個性的なデ
ニ ムパ ンツ。ウエ
ストは後ろゴムで、
腰回りもスッキリと
決まります

店内商品2buy20％OFF
※一部商品を除きます

GW特別セール
光の森
本館2F 本館1F

5/4（祝・水）・5/5（祝・木）

4/29（祝・金）ゆめタウン光の森公式インスタフォロー画面提示

ゆめアプリ内のクーポン提示

メタリックバルーン くじメタリックバルーン くじ

場所／本館2F　「Cepo..STATICE」 前　参加料（通常）／税込300円
時間／10:00～無くなり次第終了　対象／小学6年生までのお子様（1人1回）

光の森
南館1F 本館2F

5/3（祝・火）

当日館内で1000円（税込）以上のお買い上げレシートと
ゆめアプリ内のイベントクーポン提示で参加できます

時間／10:00～　※なくなり次第終了

会場／本館2F 「Cepo..STATICE」前
●各日先着500名　●お一人様1回限り

ロアッソ熊本応援抽選会

4/29（祝・金）・30（土）・5/1（日）

当日館内で1000円（税込）以上のお買い上げレシートと
ゆめアプリ内のイベントクーポン提示で参加できます

時間／10:00～　※なくなり次第終了

会場／本館2F 「スタディオクリップ」横
●各日先着500名　●お一人様1回限り

三角くじ抽選会

1等：オーセンティック
　　ユニフォーム

ロアッソ熊本の
観戦チケットやグッズが当たる！

ゆめアプリ
会員様限定

ゆめアプリ
会員様限定

光の森イベント

光の森
南館2F 本館2F

光の森
南館2F 本館3F

光の森
フードコート

坦々まぜ釜玉 税込670円

やみつきの辛さ
に温泉たまごが
とろり。ひとくち
ごはん付き

「WOMEN エアリズム
ブラタンクトップ」
税込1,990円

1枚でラクに、
きれいに！
快適なつけ心地、適
度 な サ ポ ートと伸
縮性！

「MEN エアリズム
VネックT（半袖）」
税込990円

な め ら か な 風 合 い
で春に最適！ドライ・
ストレッチ・抗 菌 防
臭・接触冷感機能！

「WOMEN エアリズム
UVカットクルーネックT（長袖）」
税込1,500円

エアリズム機能にUVカット90％
以上！　これからの季節に大活躍

人気
キャラクター

柄

南館 2F

A
B

ライス付き

サラッと快適
夏といえば「エアリズム」

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

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

倍
ゆめカード
値引積立額ゆめアプリ

会員限定

※ゆめカードの番号を登録いただいた方
前日までにご入会の方が特典の対象

ゆめカード
クレジットの日
値引積立額プレゼント

ご利用金額に応じて

4/30 曜日は土 5/1 曜日は日

ゆめカードご利用で おトクにお買物！

UVカット率（約）

90％

UVカット率

95％
OVER

1回
100円に！
通常300円を

⇒


