
11.26（FRI） 
START!

テラッソ姫路LINE公式アカウント
友だち募集中!
右記の二次元コードを読み取るか

ID検索をしてください。

or LINE ID
@terasso

EVENT SCHEDULE

大抽選会
総額10万円分のテラッソ姫路お買物券が当たる！

期間中お買い上げレシート税込3,000円以上で
抽選に一回ご参加いただけます。

テラッソ姫路でお得にクリスマスを楽しもう！テラッソ姫路でお得にクリスマスを楽しもう！

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、館内の積極的な換気や清掃の
強化、また施設内への除菌液設置等を実施するとともに、お客様にもマスクの
着用等をお願いし、安心してご来館頂ける施設運営に努めております。 スタッフの

手洗い・消毒徹底
スタッフの
マスク着用

手指消毒液
の設置

スタッフの
体温チェック

手すりや
ドアノブ等の消毒

新型コロナウイルスの感染拡大防止への取り組み

11.27（土）・11.28（日）日 程

1F エスカレーター付近場 所

その他、選べる日用品やお菓子なども当たる！2021.10.30（土）～11.28（日）レシート有効期間

テラッソ姫路公式LINE公式アカウント友だちのお客様
登録画面ご提示でさらにもう1回無料で回せます!! ※参加者限定

10：00～17：00時 間 ※景品なくなり次第終了

お1人様
5回まで

MaMaマルシェinテラッソ姫路
地元ママが作ったハンドメイドマーケット♪

テラッソ姫路お買物券
10,000円分

テラッソ姫路お買物券
5,000円分

テラッソ姫路お買物券
1,000円分
テラッソ姫路お買物券
500円分

1等

2等

3等

4等

12.16（木）日 程 1F エスカレーター付近場 所

10：00～14：00時 間

この冬の話題作はアースシネマズ姫路で観よう！

アースシネマズ姫路の映画鑑賞チケットをご提示で
対象店舗にて様々なサービスが受けられます。

【アースシネマズ姫路よりお客様へご来場に際してお願い】
すべてのお客様にマスクの着用をお願いいたします。マスクを着用されてい
ない場合は入場をお断りいたします。イベント期間や内容は予告なく変更・
中止となる場合がございます。

テラッソ クリスマス
お買物スタンプラリー
テラッソ姫路で使えるお買物券が100名様に当たる!

テラッソ姫路お買物券
1,000円分
テラッソ姫路お買物券
500円分

テラッソ姫路お買物券
10,000円分特賞

2等

テラッソ姫路お買物券
5,000円分1等

3等

11.29（月）～12.25（土）日 程

1F マックスバリュ前
4F アースシネマズ姫路入口前

場 所 12.1（水）日 程

マジカルレディースDAY

2F:ミスタードーナツ  4F:LUANA Hawaiian Cafe
4F:シーアップカフェ＆スポーツバー 4F:大戸屋 ごはん処

女性限定

毎月第1
水曜日の
定番

ご注文時に当日の映画鑑賞券をご提示いただくと

お買物券500円分を各店舗先着30名様にプレゼント!
1,000円以上のご利用でテラッソ姫路で使える

対象
店舗

嵐を知り尽くしたスタッフが集結！最高の環境で体感する嵐“初”のライブ・フィルムが堂々完成！2021年6月11日から開幕
（同月20日に閉幕）した第24回上海国際映画祭のGala部門とDolby Vision部門に同時出品された。両部門同時出品は史上初
の快挙、全5回計2,000枚のプレミアムチケットはわずか数秒で完売となった。6月12日にはワールドプレミアとしてDolby 
Cinemaでの上映が行われ、現地のファン約200人が熱狂。そして、いよいよ“嵐”が日本に上陸する。みんなと夢のつづきを見る
ために。 ©2021 J Storm Inc.

公開中

『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』
公開中

ディズニーが贈る、待望のミュージカル・
ファンタジー。家族全員が家から与えられ
た”魔法のギフト（才能）”を持つ中で、少
女ミラベルだけは何の魔法も使えなかっ
た。しかし、世界から魔法の力が失われた
とき、ミラベルは唯一の希望となる。なぜ、
彼女だけ魔法が使えないのか？ そして、
魔法だらけの家に隠された秘密とは…？

ある日ベイビー株式会社に、悪の天才博
士が世界征服を企んでいるという情報が
入り、再びボス・ベイビーとティムの力が
必要となる。その任務を伝えるため2人の
前に現れたのは、新たに「ボス・レディ」に
任命されたティムの娘ティナだった。ボス・
ベイビーとティムは世界中の赤ちゃんを洗
脳しようとする博士の計画を阻止するべ
く、スーパーミルクで赤ちゃん返りして潜
入捜査に乗り出すが……。

© 2021 Disney. All Rights Reserved.

© 2021 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

『ミラベルと魔法だらけの家』

12.17公開

『ボス・ベイビー ファミリー・ミッション』



クリスマスケーキご予約承り中
ご予約期間12.15（水）18：00まで。
※商品によって承り期間が異なります。詳しくは店頭の
パンフレットをご覧ください。

マックスバリュ
［1F/スーパーマーケット］TEL.079-288-2278

今年もポケモンドーナツが登場！
クリスマスまでの期間限定商品と
なっております。

ミスタードーナツ
［2F/ファーストフード］TEL.079-283-7200

N.B CM996　15,180円
定番のN.B996のカラーバリエーションが昨年
より豊富になりました。クリスマスプレゼントに
もオススメです。

エービーシー・マート
［2F/シューズ・雑貨］ TEL:079-286-5577

マフラー
（ガーターウェイブW /バンブーホールドピン付）

8,250円→3,300円
今なら60%OFFのセール中

Un truc （アン トリュック）
［2F/生活雑貨］ TEL.079-280-1458

①おいせさん お浄めスプレー　1,100円
香りと浄化を楽しめるフレグランススプレー。神宮の祈りを受けて
感謝の気持ちを大切にするきれいで聡明な女性に♪

上品でクリーミーなバニラの香りのハンドクリーム・フレグランス
ボディミスト。

②ボディミスト（ホワイトバニラの香り）　1,540円
③フェルナンダフレグランスハンドクリーム　836円

CoCoRo Plus
［2F/コスメ＆バラエティストア］ TEL.079-287-9231

冬物衣料クリアランス
12.3（金）～最大30%OFF

好日山荘
［3F/登山・アウトドアの専門店］
TEL.079-280-5520

冬のフェイシャルエステ体験
2,200円
お悩みの乾燥肌をしっかりケアして
お肌の内側から潤いと活力を与え、
みずみずしさを保つ潤い美肌へ導き
ます。※初来店の女性1回限定

defi（デフィー）
［2F/トータルエステティックサロン］
TEL.0120-87-0581

足ツボ（フットケア）20分体験コース
1,980円
寒さが本格的になってくるこの時季、足元の冷えから
くる疲れ・むくみを『足ツボ』へのアプローチで解消！
お手軽足ツボケアで、今年の冬はすっきりポカポカ♪
※他の割引サービス等の併用不可

癒し家まぁる＋plus
［2F/リラクゼーション］TEL.079-263-7616

2021.11.26

※本誌掲載の価格は消費税込みの総額表示です。 ※掲載商品につきましては、予告なく変更する場合がございます。 ※写真はイメージです。

11.26（FRI） START!

広島産かきフライ定食　990円広島産かきフライ定食　990円自動車保険の証券ご持参で
BOXティッシュ1箱プレゼント

保険ひろば
［1F/来店型保険ショップ］ TEL.079-287-6168

大戸屋ごはん処
［4F/定食］TEL.079-240-7311

併せて生命保険の証券ご持参もお待ちして
おります♪

広島産の牡蠣を、歯ざわりのいい衣でサクッと
ジューシーに揚げました。“海のミルク”といわ
れる牡蠣の旨味が、口いっぱいに広がります。

ホワイトニングキャンペーン半額22,000円

［1F/歯科］ TEL.079-287-3533

通常44,000円のホワイトニングが12.25
（土）までの期間限定で、半額の22,000円
になるキャンペーンを行います！

テラッソ デンタルクリニックメガネスーパー
［1F/メガネ・コンタクト・補聴器］ TEL.079-287-1011

従来より25倍の精度で視力検査。検査に自
信あり！眼の健康寿命延伸に繋がる最先
端のアイケアサービスをご体験ください。

円形クッション　1,990円
ダリアの花をモチーフにしたクッションはデコホームの人気
商品です。一つ置くだけでお部屋を華やかに彩ります。
※デコホーム店舗の取扱いです。※品切れの場合はご容赦ください。

ニトリ デコホーム
TEL.0120-014-210 （お客様相談室）
TEL.0570-064-210 （携帯電話から） 

［2F/インテリア雑貨］

ベリーベリーパンケーキ
968円

LUANA Hawaiian Cafe
［4F/ブライダルサービス・カフェ］
TEL.079-263-7585

クリスマスに大切な方と大切な
時間をオシャレな空間で美味し
い食事を楽しみながらごゆっくり
お過ごしください

1日 2,100円以上お求めで「N organic スキンケアサンプルセット」進呈！

チラシご持参で、「パジャマスーツ®」20%OFF
10,989円
コロナ禍で変化したお客様の生活や行動様式に適応
すべく、「パジャマのリラックス感とスーツのきちんと感」
を併せ持った「パジャマスーツ®」

［2F/メンズ・レディースファッション専門店］
TEL.079-286-9888

ＡＯＫＩ

②

③

①

年末年始
営業時間のお知らせ

●12月31日（金）
　10：00～19：00

※店舗により異なます。詳しくは後日HPへアップされる
   「年末年始の営業のお知らせ」をご覧ください。

2022年の元日は休館と
させていただきます。

●1月1日（土・祝） 休館 
　　※アースシネマズ姫路、マックスバリュ除く

●1月2日（日）
 　10：00～20：00


