テラッソ姫路

初売りバーゲン

1.10（月・祝）

新 春

2022年の初売りは 1.2

①

②

③

④

日

！
10 : 00スタート

LINE登録でオリジナル
グッズプレゼント！

お年玉企画！選べるお試しコース20分

1,980円

ぽかぽか寒さ対策グッズ

ボディ・フット・ヘッドアイからお好きなコース
が選べます。
バーゲン疲れに、帰省のひととき
に…あなたはどのコース？！まぁるでスッキリ
１年をスタートしましょう♪

①ショコラサンバ
②ショコラノワゼット
③ショコラキャラメル ④ショコラミルティーユ

各220円

販売は2022.1.6
（木）
〜開始です!

ローストビーフサラダプレート

1,389円

LINEで相談予約ができます！その他、保険やお金に
関する情報を配信中です。
是非ご登録ください。

110円

つけ心地の良いあったかグッズで快適に過ごそう。

1月2日よりLUANA Hawaiian Café
オープンしております。本年もシェフ
こだわりのお料理をご賞味ください。
お買い物や映画鑑賞へお越しの際は
是非当店へお越しくださいませ。

保険ひろば

セリア［1F/100円ショップ］

［1F/来店型保険ショップ］TEL.079-287-6168

TEL.079-280-2135

※他の割引サービス等の併用不可

LUANA Hawaiian Cafe

［4F/ブライダルサービス・カフェ］
TEL.079-263-7585

生活応援セール

癒し家まぁる＋plus

ベルギー王室御用達のWITTAMERとコラボした冬期
限定商品です！また全種類購入で数量限定オリジナル
ボックスで販売★

お値下げ＆ニトリアプリ
ポイント3倍

［2F/リラクゼーション］TEL.079-263-7616

快適なおうち時間を過ごすのに最適なアイテム
をお値下げいたします。
更にニトリアプリ会員様
は、110円（税込）
につき3ポイントと期間限定
でポイントをお得に貯めることができます。

ミスタードーナツ

［2F/ファストフード］TEL.079-283-7200

ニトリ デコホーム ［2F/インテリア雑貨］

①

TEL.0120-014-210（お客様相談室）
TEL.0570-064-210（携帯電話から）

②

お悩み乾燥肌フェイシャルエステ

インビザライン 880,000円

2,200円

825,000円

▶

間限定で55,000円引きの825,000円です！
大変お得なキャンペーンですので、
この機会

①CLIO LUCKY BAG

に是非ご来院ください。

4,950円

パレットを含むメイク3点、
プリーツポーチの4点セット

［1F/歯科］TEL.079-287-3533

②Aʼpieu サナちゃん pick ラッキーバッグ

2,200円

質感レイヤードで#きゅんEYE。人気のアイシャ

ドウ1点、ティント2点の3点セット

1日2,200円以上お買い求めで「VTシカスージングマスク1枚+
VTスキンケアミニボトル」プレゼント！※なくなり次第終了

CoCoRo Plus

メガネスーパー

［1F/メガネ・コンタクト・補聴器］TEL.079-287-1011

［2F/コスメ＆バラエティストア］TEL.079-287-9231

［4F/カフェ・バー］TEL.079-263-7415

エービーシー・マート

［2F/シューズ・雑貨］
TEL:079-286-5577

3,000円以上お買上げで

スーツ・ジャケット・

検査革命！
25倍の精度で
視力検査。
兵庫県ではメガネ
スーパーのみ。
是非ご体験ください。

半額！

50枚入りマスク1箱

コート等が

プレゼント！

レディース商品も

セール品を含め、3,000円以上お買
上げで、
お会計時に50枚入りマスク
1箱プレゼントいたします!!

20％オフ

でご用意!

ＡＯＫＩ

980円

シーアップス カフェ
＆スポーツバー

防 水・防 滑 機 能 搭 載モデル。
ジェルクッションを使用したイ
ンソールでクッション性抜群。

［2F/トータルエステティックサロン］
TEL.0120-87-0581

テラッソ デンタルクリニック

ローストビーフ丼（スープ付）

ソースで仕上げました。

8,789円

deﬁ
（デフィー）

大人気の捨て色なしのマルチカラーパレット。
プロアイ

43%OFF

※初来店の女性1回限定 ※営業は1.7（金）
より

データ待

自家製ローストビーフに温泉卵と特製

Hawkins HB80174

冬のお悩み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。

通常880,000円の矯正・インビザラインが期

43%OFF

1.2（日）

しまほっけの炭火焼き定食

980円

ふっくら焼き上げたしまほっけを、
すり

たての大根おろしで。

大戸屋ごはん処

Un truc
（アン トリュック）

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

［4F/定食］TEL.079-240-7311

［2F/生活雑貨］TEL.079-280-1458

2022年 福袋
数量
限定

福袋 10,000円〜

約50個
限定

人気アウトドア・ブランドの福袋を今年も販売いたします。
ブランド、個数は当日ご来店してご確認ください。

福袋 1,100円

ビジネスシーンで必須のワイシャツ・ネクタイ・ベルト・
靴下の福袋をご用意しております。
ＡＯＫＩ

好日山荘

［3F/登山・アウトドアの専門店］
TEL.079-280-5520

姫路銘菓
ふるまい

[日]

先着

ご来館されたお客様先着200名に、
姫路の「杵屋」の銘菓「レモンケーキ」
を
プレゼントいたします！ ※お一人様1個限り
場所

1F エスカレーター付近

時間

10:00〜

※なくなり次第終了

テラッソ姫路

年末年始営業時間
年末年始休業＆
営業時間変更店舗
詳細はホームページ、
または直接店舗にご確認ください

TAYA（タヤ）／2F
［美容室］

営業
休業

12.31（金）10:00〜19:00
1.3（月）10:00〜19:00
1.1（土・祝）・1.2（日）

ミスタードーナツ

[水]

マジカル
レディースDay

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
1,000円以上のご利用で
テラッソ姫路で使える

各店舗先着
対象
店舗

●ドーナツ引換カード30個分
（15個分 2枚）
●エコバッグ 1個 ●カレンダー 1冊
●マスキングテープ 1個 ●ポーチ 1個
●スケジュールン 1冊 ●ジッパーバッグ 1個

お買い物券

500円分を

30 名様にプレゼント！

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

テラッソデンタルクリニック／1F
［歯科］

1.14

1.19

[金]

[水]

九州物産展

九州本場の選び抜かれた
食 材 や グルメを集 めまし
た。人気のラ−メンを始め、
九州7県それぞれに特徴の
ある特産品を是非ご賞味く
ださい。

1.20
[木]

MaMaマルシェ
inテラッソ姫路

時間

12.30（木）〜1.3（月）

営業
休業

休業

12.29（水）・12.30（木）10:00〜20:00
12.31（金）10:00〜18:00
1.2（日）・1.3（月）10:00〜20:00

1.1（土・祝）

12.29（水）・12.30（木）
10:00〜18:30
12.31（金）・1.1（土・祝）

場所 1F エスカレーター付近
時間

10：00〜14：00

しまむら／3F
［デイリーファッション］
営業
休業

12.31（金）
10:00〜18:00
1.1（土・祝）

休業

みずらぼ／3F
［水廻りリフォーム専門店］
休業

12.29（水）〜1.5（水）

[水]

北海道物産展

北の大地北海道が誇る自然の
恵みがたくさんつまったグルメ
物産展。北の海で育まれた海の
幸の数々や北海道の生クリーム
を使ったスイ−ツなどを贅沢に
取り揃えています。

時間

保険ひろば／1F
［来店型保険ショップ］

12.29（水）・12.30（木）・12.31（金）
10:00〜19:00
1.1（土・祝）・1.2（日）

[水]

2.2

場所 1F エスカレーター付近

10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで

営業

1.26

地元ママが作ったハンドメイドマーケット♪

場所 1F エスカレーター付近

メガネスーパー／1F
［メガネ・コンタクト・補聴器］

グラビティリサーチ姫路／3F
［クライミングジム］
営業

●ドーナツ引換カード50個分
（25個分 2枚）
●エコバッグ 1個 ●カレンダー 1冊 ●マスキングテープ 1個
●ポーチ 1個 ●スケジュールン 1冊 ●ジッパーバッグ 1個
●ピカチュウ クッション 1個

なくなり次第終了 ※当日販売のみ

［2F/ファストフード］
TEL.079-283-7200

金 10:00〜19:00 1.1●元日は休館となります
土・祝
12.31●

休業

福袋 5,500円

おうち時間を楽しめる物産展や、お得な定番イベントを開催！
1.5

200名様

福袋 3,300円

●ドーナツ引換カード10個分
●エコバッグ1個
●カレンダー1冊

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

EVENT

1.2

福袋 1,100円

※アースシネマズ姫路、
マックスバリュを除く

癒し家まぁる+plus／2F
［リラクゼーション］
営業
休業

12.31（金）
10:00〜19:00
1.1（土・祝）〜1.3（月）

LUANA Hawaiian Cafe／4F
［ブライダルサービス・カフェ］

営業
休業

12.31（金）11:00〜15:00
1.2（日）・1.3（月）11:00〜15:00

1.1（土・祝）

10:00〜20:00 ※最終日は17:00まで

日 10 : 00 〜 20 : 00
1.2●

ナイスネイル／2F
［ネイルサロン］
休業

12.31（金）〜1.3（月）

シーアップス カフェ＆スポーツバー／4F
［カフェ・バー］
営業
休業

12.29（水）・12.30（木）
11:00〜22:30
12.31（金）〜1.2（日）

defi（デフィー）／2F

［トータルエステティックサロン］
休業

営業
休業

12.27（月）〜1.6（木）
大戸屋ごはん処／4F
［定食］

12.29（水）・12.30（木）11:00〜21:00
12.31（金）11:00〜15:00
1.2（日）11:00〜20:00
1.3（月）11:00〜21:00

1.1（土・祝）

