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2022年9月24日

土曜日

秋カラーのインナーが続々！

美容ケアでもっとキレイに！
本館 1F

ゆめタウン光の森

コスメティックオオツカ

デコルテ・ジルスチュアート専門店

濃 密 なハ リ・ツ ヤ・弾 力 アップ
内 側 か ら 弾 む よ う な う る お い 肌へ
！！

5倍

★コスメデコルテ リポソーム
アドバンストリペアクリーム
本体価格10,000円
（税込11, 000円）

Beauty Fair

髪 の 内 側 か ら ダ メ ー ジ ケ ア。う る お い と ツ
ヤ が 持 続 す る リッチ な コ ク のヘア オ イ ル

9/25（日）
ゆめカード

★ジルスチュアート
ヘアオイル リペア＆グロウ
ホワイトフローラル

（60ml）

9/15
renewal

本体価格3,000円

（税込3, 300円）

OPEN

コスメティックオオツカ

本館 1F

アルビオン専門店

9/25（日）
ゆめカード

★アルビオン
フラルネ
ビビッドチューナー

（3種）

一人ひとり異なる肌性格にあわせて選べる美容液。 本体価格5,000円
最適なケアであなたの美しさを最大限に引き出します（税込5, 500円）

5倍

★夢みるブラ Deep V ガーデニングレース

南館 2F

（6色6柄）サイズ：B・C=65～75／D・E=65～80／F=65～80
本体価格3,627円～
（税込3, 990円～）

★ポール&ジョー
モイスチュアライジング
ファンデーション プライマー

植物の癒しを感じるボタジェ・ガーデン（菜園）からイ
ンスピレーションを得たコレクション。
ハーブ、花、果物を取りまぜてガーデニングを楽しむ
ように、あれこれ試したくなる6色のバリエーション。
遊び心あふれる大人の秋カラーを楽しんで

アモスタイル

本体価格3,500円

（税込3, 850円）
美容液成分約90％配合。美容
液でラッピングしているかのよ
うな濃密なうるおい感が続く！
ツヤと透明感のある肌に仕上
げる大人気化粧下地
エメフィール

南館 2F

南館 2F

9/21（水）～25（日）
ハビタグランバザール開催中！

本館 1F

ハウスオブローゼ

店内ほとんどの商品

★ボディスムーザー
和梨の香り

10～50％OFF

ハビタ

本体価格1,500円

（税込1, 650円）

原料メーカーが美容成分を贅沢
に配合。
しっとりぷるぷる肌へと
導く究極のジェル。上質なウマプ
ラセンタと馬油、ロイヤルゼリー
で保湿とハリを与えます

澄んだ甘さがふんわ
り広がる。古い角質を
やわらかくし、やさしく
取り除いて、つるつる
すべすべにします

不動の人気NO.1。
こだわり抜いた「痛く
ない」脇高補正ブラ。
自胸で谷間復活！
★カシュクールレース
脇高ブラ
本体価格2,500円

（税込2, 750円）

本館 1F
南館 1F

ロフトク開催！

ランジェ ノエル

ロフトアプリ会員様

★HBTプラセンタ
美容液ジェル

本体価格1000円以上お買い上げで
当店通常価格（税込）から

ロフト

ブラジャー

本体価格2,500円

5％OFF 9/25（日）まで

本体価格15,000円～

（税込2, 750円）

（税込16, 500円～）
ショーツ

★ビューティヴェール
メイクキープスプレー

本体価格6,000円

本館 1F

（金木犀）

（税込6, 600円）

★エイジングケア
薬用リンクルケアクリームマスク
本体価格1,810円
（税込1, 990円）

本体価格1,300円
（税込1, 430円）

どんなときも絶対に崩したくない人へ。
微細ミストをたっぷり噴射。長時間メイク
をキープし、マスクや衣類にも付着しにく
くします。甘く安らぐ金木犀の香り

MOVIE in AUTUMN

★サルート 72グループ

ひときわ存在感のある可憐で
大胆なカントゥータの花をアッ
プリケにした、
とても豪華なデ
ザイン。サルートファンならコ
レクションに加えたい一組です

有効成分ナイアシンアミド配合でシワに
アプローチ。乾燥が気になる肌を、もっ
ちりハリのある肌に仕上げてくれます！

TOHOシネマズ

沈黙のパレード

※公開日は変更になる可能性があります

“それ”がいる森 9/30(金)公開

9/16(金)公開

25日（日）
は

24日（土）
は

企画がWでおトク！
ゆめアプリ
会員様限定

ゆめカード

（C）2022 「沈黙のパレード」 製作委員会

鑑賞料金

1，
200円
※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

ゆめアプリ
会員様限定

9/25（日）

クレジットの日

ゆめカードクレジットでのご利用金額に
応じて、
さらに値引積立額をプレゼント！
※一部専門店・商品は対象外

※詳しくはサービスカウンターか売場係員まで

キッズワークショップ
9/24（土）

各ショップにて開催

9/24（土）
・25（日）

お菓子抽選会

三角くじ抽選会

時間／12:00～ ※なくなり次第終了
会場／本館2F「スタディオクリップ」横

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

当日館内で2000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

営業時間

光の森

田舎町で農家を営む淳一（相葉雅紀）は、元妻との
息子の一也（上原剣心）
と暮らすことに。その頃か
ら、近くの森で怪奇現象が続き、住民の不審死や失
踪事件が相次いでいた。そんな矢先、淳一と一也も
得体の知れない“それ”を目撃。一也の担任の絵里
（松本穂香）と共に怪奇現象に巻き込まれていく
が、それは恐怖の始まりにすぎなかった―

インスタグラム
フォロワー様限定

9/23（祝・金）
・24（土）

●各日先着700名

（C）2022「“それ”がいる森」製作委員会

天才物理学者・湯川の元に、捜査一課の刑事・内
海が訪れる。行方不明の女子学生が、数年後に遺
体で発見されたのだ。容疑者は、かつて少女殺害
事件で、完全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮
沼。彼は今回も完全黙秘し、証拠不十分で釈放さ
れた。
しかし、町の夏祭りパレード当日、事件が起
こる。蓮沼が何者かに殺されたのだった

毎週土曜

小学6年生
まで

●お子様一人1回限り

当日館内で500円
（税込）
以上のお買い上げレシートと
インスタグラム公式アカウントフォロー画面提示で参加

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

「つくるんです」

ネコとしずくのネ
ックレス
&キラキライヤリング

時間／11：00～16：00
参加料／税込550円～

時間／11：00～16：00
参加料／税込1000円

3Dウッドパズル

（商品代金のみ） パレットプラザ

※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

※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。

cocolo

●

時計をつくろう！

● シルバニアの

ハロウィンきせかえ

時間／11：00～16：00
参加料／税込1000円
クラフトハート トーカイ

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。

