周年

7

誕生祭

7.16
8.14

th ANNIVERSARY

ありがとう7 周年 。誕 生 祭 は 話 題 の 新 作 が 盛 りだくさん !
7.15（金）公開

7.15（金）公開
『キングダム2 遥かなる大地へ』

7.29（金）公開
『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』

これが天下の大将軍への第一歩だ̶̶̶
新たなる戦いの舞台は、決戦の地・蛇甘平原。
「 秦」国へと侵
攻を開始した隣国「魏」
を迎え撃つべく、国王嬴政の号令のも
と行軍。信は歩兵として戦地へと赴き初陣に臨む。初めて目
の前にする本物の戦場で、運命をともにする新たな仲間との
出会い。
そして、絶望の戦場でたちはだかる強大な敵。信は亡
き友・漂と交わした「天下の大将軍になる」
という宿願を果た
すため、
さらなる過酷な戦いへと身を投じていく̶̶̶。

ジュラシック・ワールドのあった島、
イスラ・ヌブラルが噴火で
壊滅し、救出された恐竜たちが世界中へ解き放たれて4年。
人類はいまだ恐竜との安全な共存の道を見いだせずにいる。
恐竜の保護活動を続けるオーウェンとクレアは、ジュラシッ
ク・パーク創設に協力したロックウッドの亡き娘から作られた
クローンの少女、
メイジーを守りながら、人里離れた山小屋で
暮らしていた。
そんなある日、
オーウェンは子どもをつれたブ
ルーと再会。
しかし、
その子どもが何者かによって誘拐されて
しまい、
オーウェンはクレアとともに救出に向かう。

『ミニオンズ フィーバー』

最強最悪のボスに仕えることが生きがいのミニオン。
彼らはなぜ、ひとりの少年グルーをボスに選んだのか？そし
て、
グルーはどのようにして月をも盗む大悪党になったのか？
すべては…１９７０年代の
「グルー誘拐事件」
から始まった！
超 個 性 的な新キャラクターを巻き込んでミニオンと怪 盗
グルー最大の謎が、
ついに明らかになる！

©2021 Universal Pictures and Illumination Entertainment. All Rights Reserved.

映画『ミニオンズ フィーバー』公開記念

ミニオンズと写真をとろう!

(C)原泰久／集英社

各回
先着50 組

7周年誕生祭

7.23（土）
2F キッズスペース
整理券配布場所 2F 南側入口
（外側）
時 間 ❶11：00 〜11：30（整理券配布 9：30〜）
❷13：00 〜13：30（整理券配布 12：00〜）
❸15：00 〜15：30（整理券配布 14：00〜）
日程

【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。
その他詳細はアースシネマズ姫路ホームページをご確認ください。

7周年記念!!2日間合計777セット限定販売 !!

お買物券販売
2,500 円で販売!
3 000
最大
1,500円お得!

お買物券
,

お1人様
3セットまで

円分を

・7.17
（日）
7.16（土）
場所
2F ミスタードーナツ前
整理券配布 9：30 〜10：00
1F マックスバリュ前
日程

お買物券について

人 気 イベ ント 開

催!

販売開始
ご購入
には

場所
時間

7.16（土）〜7.25（月）
1F エスカレーター付近
10：00 〜19：30
※最終日は17:00まで

テラッソ姫路 7周年記念

お買物スタンプラリー
テラッソ姫路で使えるお買物券や
ディナー券が当たる!

7.16（土）〜8.14（日）
応募 BOX 1F マックスバリュ前
設置場所 4F アースシネマズ 姫路入口前
日程

20,000円分 お買物券
1名
1等 10,000円分 お買物券
1名
2等 5,000円分 ディナー券
7名
3等 4,000円分 お買物券
7名
特賞

テラッソ姫路LINE公式アカウント

友だち登録 がなりますと
必要

※一部ご利用いただけない店舗がございますのでご注意ください。
※クレジットカードではご購入いただけません。

北海道物産展
日程

10：00 〜 ※売り切れ次第販売終了

有効期限 2022年9月30日（金）

大 好評

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

イベントの
詳しい情報は
こちら▼

場所

TM & © 2020 UNIVERSAL STUDIOS & AMBLINENTERTAINMENT, INC.

(C)2022映画「キングダム」製作委員会

饗 宴!
伝 統の美と和の

涼 やか

京都物産展
日程
場所
時間

8.3（水）〜8.14（日）
1F エスカレーター付近
10：00 〜20：00
※最終日は17:00まで

4等 3,000円分 ディナー券
7名
5等 2,000円分 お買物券
7名
6等 1,000円分 ディナー券
7名
7等 500円分 お買物券
77名

2日間計777名にテラッソ姫路
お買物券、ディナー券が当たる!

ANNIVERSARY

抽選会

期間中お買い上げレシート税込 3,000 円（合算可）
ごとに
一回抽選にご参加いただけます。
日程
時間

・8.14
（日） 場 所 2F ニトリデコホーム前
8.13（土）
10：00 〜17：00 ※景品なくなり次第終了

レシート有効期間

お1人様

5回まで

2022.7.16（土）〜8.14（日）

20,000円分

特賞 お買物券

10,000円分

1等 お買物券

5,000円分

2 等 ディナー券
3等

1,000円分
買物券

1,000円分

4等 ディナー券

テラッソ 姫 路 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回追加で回せます!
※参加者限定

500円分

5等 お買物券

その他、お菓子なども当たる！

映画『ジュラシック・ワールド/ 新たなる支配者』公開記念

ダンボールできょうりゅうをつくろう!

卵から生まれるきょうりゅうを組み立てて、
色を塗って自分だけのきょうりゅうを生み出そう！

日程
場所
時間

7.30（土）
先着
1F エスカレーター付近 100
組
10：30 〜17：00

参加条件：税込1,000円以上のレシートもしくはLINE公式アカウント友達登録画面のご提示

※きょうりゅうは4種類からランダムに2種類お渡しします。種類は選べません。

わくわくおうち縁日

ホワイトニング半額キャンペーン

22,000円

フットバス5分
＋
脚オイル30分
＋
足ツボ（足裏）20分

おうちでお祭り気分♪
金魚すくいやヨーヨー釣りを楽しもう!

7周年誕生祭中にホワイトニングを
ご契約いただいた方は通常の半額
の金額でホワイトニングをしていた
だけます。

5％OFF

テラッソ デンタルクリニック

［1F/歯科］TEL.079-287-3533

生きもの観察

身近な生き物をつかまえて、観察しよう!

アイケアサングラス

8,168円相当を▶

紫外線は肌の老化はもとより、老眼を促進させる原因。
眼の疾病にかかるリスクが高くなります。紫外線のダメージ
は生涯にわたって蓄積される為、少しでも早くから予防し
ましょう。

7,777円

本格的な夏の始まり・・・素足や見せ脚になる機会が多く
なるこの時期。
リンパやツボへのアプローチで、老廃物を
流し身体の調子を整えて楽しい夏を過ごしましょう。

セリア［1F/100円ショップ］

299円

ニトリ デコホーム

インドエステ

1,100円

1回
限定

こだわり抜いたハンドテクニックが自慢の
インドエステ。余分な脂肪にグイグイ働き
かけて、ボディシェイプを目指します。
まず
はお得に効果をお試し♪

deﬁ
（デフィー）

［2F/トータルエステティックサロン］
TEL.0120-87-0581

495円

ラ ロッシュ ポゼ
UVイデア XL
プロテクション
トーンアップ
キット 22J 各種
敏 感 肌にも使える
ラ ロッシュ ポゼの
トーンアップU V各
種に、真夏の日差し
を浴びた肌 のアフ
ターケアにもお使い
いただけるターマル
ウォー ター のミニ
サイズをお付けした
限定キットです。

周年

［2F/インテリア雑貨］
TEL.0120-014-210（お客様相談室）
TEL.0570-064-210（携帯電話から）

メッシュバッグ

7

保険ひろば

［1F/メガネ・コンタクト・補聴器］
［1F/来店型保険ショップ］TEL.079-287-6168
TEL.079-287-1011

［2F/リラクゼーション］TEL.079-263-7616

デコホームのハンドタオルは一律299円！
無地から柄ものまで豊富にご用意してい
ます。テラッソ姫路7周年誕生祭にちなん
で、人気商品7種をご用意！

誕生祭

7.16

th ANNIVERSARY

COOL BIZ 7バリエーション

2,189円〜

7周年を記念して、70個限定! 70%OFF価格
［2F/生活雑貨］TEL.079-280-1458

5,280円

コンバース永遠の定番モデル「オール
スター」。多くを語らずとも親しまれる、
スニーカーの中のスニーカー。

3,740円

8.14

エービーシー・マート

CoCoRo Plus

［2F/コスメ＆バラエティストア］
TEL.079-287-9231

［2F/シューズ・雑貨］
TEL.079-286-5577

サマークリアランス 6.24（金）〜7.31（土）

319円

不織布 3D Fit Mask
（7枚入）

メンズワイシャツ

Un truc（アン トリュック）

CONVERSE ALL STAR OX

機能も見た目も欲張り
たい人、必見!
夏 映えトップスや、暑
い夏を快適に過ごせる
アイテムを 多 数 ご 用
意!!ご来店をお待ちし
ております。

レディーストップス

4,290円〜

ＡＯＫＩ

参加
無料

小 瓶 にあれこれ 詰めて、かわいい
ハーバリウム風ボトルをつくろう!
詳しくは店舗までお問い合わせくだ
さい♪
8月31日まで 毎週日曜日/3組限定

メガネスーパー

癒し家まぁる＋plus

TEL.079-280-2135

ハンドタオル

夏休み企画★ハーバリウム風ボトル作り

2,000円〜

夏到来! 足元スッキリオイル＆足ツボ55分

人気のアウトドアブランドウェアが
最大

好日山荘

30%OFF

テラッソ姫路7周年誕生祭にちなんで、7枚入接触冷感
不織布マスクをご用意！立体4層構造により口のまわりに
空間ができるので、
メイクがくずれにくい！

しまむら

［3F/登山・アウトドアの専門店］
TEL.079-280-5520

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

［3F/デイリーファッション］
TEL.079-286-5551

CAFÉ & RESTAURANT

飲み放題＆食べ放題が
時間無制限で楽しめる

期間
限定

17:30〜21:30 ※雨天中止

男性/ 4,100円
女性/ 3,900円

中高生/ 2,600円
小学生/ 1,700円
キッズ/ 1,000円

ココナッツビアガーデン
［屋上］TEL.079-283-0555

ドーナツ 7 個以上お買い上げで、
税 別 160 円以下の
ドーナツ 1個プレゼント

あの
【BAKE】
【ZAKU ZAKU】
【RINGO】
とのコラボ商品も期間限定発売中！冷たい
ミスドのレモネードとご一緒にどうぞ☆

ナナパン

ノンアル
いちごのカクテル

ミスタードーナツ

［2F/ファストフード］TEL.079-283-7200

700円

8月31日までの期間限定ドリンク。甘酸っ
ぱいイチゴのノンアルコールカクテルです。

貸切可

シーアップス カフェ＆スポーツバー

［4F/カフェ・バー］TEL.079-263-7415

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表記となっております。※商品は数に限りがございます。万一品切れの際はご了承ください。
※実際の商品と色が異なる場合がございますのでご了承ください。※イベントは天候等の都合により変更・中止となる場合がございます。
※写真はイメージです。

テラッソ姫路

10：00〜20：00

1F マックスバリュ

9：00〜22：00

4F レストラン

11：00〜22：00（L.O21:30）

〜7種のフルーツのココナッツパンケーキ〜

1,078円

トロピカルフルーツを7種類も使った特別
なパンケーキ。
ココナッツクリームと一緒
にお召し上がりください。

貸切可

野菜の冷やし担々うどんと
枝豆もろこしご飯
定食

1,180円

1,030円

レモン肉味噌と濃厚スープで、
ひんやりコク旨。

LUANA Hawaiian Cafe

［4F/ブライダルサービス・カフェ］TEL.079-263-7585

お盆特別料金のお知らせ

単品

8.11（木・祝）〜8.16（火）は
土日祝料金 になります 。

大戸屋ごはん処

［4F/定食］ TEL.079-240-7311

アクセスの
詳細はこちら▶

4F アースシネマズ姫路 9：00〜24：00

2022.7.16

新型コロナウイルス 皆さまに安心してご来店いただけますよう、引き続き館内の環境整備と安全を最優先して、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止への （COVID-19）対策を強化継続してまいります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
当施設の取り組み
手指消毒液の設置
手すりやドアノブ等の消毒
スタッフのマスク着用
スタッフの手洗い・消毒徹底
スタッフの体温チェック

テラッソ姫路LINE
公 式 ア カ ウ ント

友だち募集中

友達限定イベントなど情報もりだくさん！

