イシバシプラザ専門店街

花柄ワンピース
¥44,000→¥30,800
ニットカーディガン
¥35,200→¥24,640

2021

1.1（金・祝）から1.17（日）

ワンピース ￥29,480→￥20,636
ネックレス ￥3,850→￥2,750 ラッキー
バッグ ￥6,490→￥5,390
プライス

〈マツオインターナショナル〉
ann,吉 ニットドレス
30 %
￥47,300→￥33,110 OFF

30 %
OFF

2F レディス ブリアン

1F レディス アプローズ
tel:055-926-8522

1F レディス アンソレイユ

tel:055-924-1391

①

ニットセーター
￥41,800→¥29,260
サテンスカーチョ
￥30,800→¥21,560

③

G-SHOCK・BABY-G 20％・30％OFF（一部除外品あり）
①G-SHOCK GA-110-1BJF ￥16,500→￥11,550
②BABY-G BA-110-7A1JF ￥16,500→￥11,550
③G-STEEL GST-W110D-1A9JF ￥49,500→￥34,650

ピアス・イヤリング表示価格より30％OFF

（一部除外品あり）

K18WGロードライトガーネットピアス
￥22,000→￥15,400
K18パール／タンザナイトイヤリング
￥27,500→￥19,250

2F 時計 ザ・クロックハウス
tel:055-924-1288

花井幸子 訪問着
（表地のみ）￥638,000→￥446,600
花井幸子 袋帯
（表地のみ）
￥418,000→￥292,600
草履・バッグセット
（一部除外品あり）￥52,800→￥26,400
2F オリジナルきもの やましろ
tel:055-926-1288

OFF

2F レディス アヴェニュー
tel:055-922-9988

tel:055-923-0788

②

30 %

2F アクセサリー・ファッション雑貨 シャマード
tel:055-923-1578

30・50%
OFF

オン・デ・オウン バーゲン
国内有名メーカー

大セール

②

洗えるSORONAコート
¥41,800→¥29,260
トリコロールニット
¥23,100→¥16,170
ウォームストレッチパンツ
¥20,900→¥14,630

30 %

①

OFF

③

2F レディス クールカレアン
tel:055-923-8123

￥5,000 10個

大人カジュアル〈GLACIER〉

￥5,000 10個

￥11,000 数量限定 ￥5,500 数量限定
1F レディス グリーンパークス トピック

2F レディス ブリアン

￥22,000

2個

￥1,100

10個

2F アクセサリー・ファッション雑貨

シャマード

秋

超お買得で
¥77,000相当の商品が入っています。
アプローズ

1F レディス アプローズ

￥11,000 15個

お得な選べる福袋 HAPPY BAG"。
ブランドウォッチ1本¥39,600〜
¥15,400の商品2本入り。

3F バッグ ラパックス

ファンシー文具お楽しみ袋。いっぱい入ってお買得です！

2F 時計 ザ・クロックハウス

※表示価格には消費税が含まれています。掲載商品が品切れの際はご容赦願います。比較対象は平常価格です。写真と実物では色・素材感などが異なる場合がございます。

￥1,100 20個

3F キャラクター雑貨 キデイランド

物

商

品

会場：1Fセントラルコート

2F オン・デ・オウン サイズサイト前）
（L・Sサイズは、

￥11,000 5個

1F 生活雑貨 ジョージズ

冬

30〜50%OFF

ジェイシーインターナショナル

￥11,000 10個

￥11,000 25個

ラッキー
プライス

1月9日
（土）
〜18日
（月）

￥11,000 10個

キッチン用品を中心に12点入ったお得な福袋。

1F レディス ハニーズ

￥22,000 3個
￥11,000 5個

1F レディスシューズ エテルナ

tel:055-926-2788

2種類の福袋をMサイズ・Lサイズ
ご用意しております。
ヤングカジュアル〈COLZA〉

トータルでコーディネートできます。

①cava cava 撥水ファーショートブーツ
￥16,280→￥13,024
②City Golf 本革3Eショートブーツ
￥16,280→￥9,889
③ETERNA 本革4Eカジュアルショートブーツ
￥12,980→￥10,384

※最終日は17時で終了いたします。

9号サイズ 11号サイズ

￥11,000 3個

2個

2F レディス アヴェニュー

￥11,000 10個

2F レディス クールカレアン
ハピンズオリジナル ふくふくにゃんこ の福袋。
ふくふくにゃんこ しろたまちゃん

￥3,000 28個
ふくふくにゃんこ 5匹

￥3,000 24個
B1F インテリア・生活雑貨 ハピンズ

取

富
豊

いサイズが
扱
り

〈女の子〉
ボアコート
¥6,600→¥3,300
チェック柄ジャンパースカート
¥4,400→¥2,200
プチハイネックリブニット
¥2,750→¥1,925
ポンポン付ケーブルベレー 30・50%
OFF
¥2,970→¥2,079
キルトロングコート
￥8,789→￥4,394
バックスリットハイネックニットプルオーバー
￥4,389→¥2,739
美人シルエットパンツ
￥4,389→¥3,072

ニットワンピース
￥3,480→¥1,480
ファーハンドル2WAYバッグ
￥2,980→¥1,980
レースアップブーツ
ラッキー
￥2,980→¥1,980 プライス

レース背裏ウール混コート
¥19,800→¥13,860
裏起毛フードプルオーバー 30・50%
OFF
¥6,050→¥4,235
柄アソートイージーパンツ
¥5,500→¥2,750
撥水モカシンシューズ
¥5,500→¥3,850

1F レディス グリーンパークス トピック

tel:055-923-5920

1F レディス ハニーズ

tel:055-926-6151

30・50%
OFF

1F レディス SM2 keittio
tel:055-925-3050

〈男の子〉
フーデットコート
¥7,700→¥3,850
ミ
トン付ニットプルオーバー
¥3,960→¥2,772
チェック柄テーパードパンツ
¥3,520→¥1,760
30・50%
ムートン風ブーツ
¥5,500→¥3,850 OFF

1F キッズ SM2 keittio
tel:055-925-3050

2021年カレンダー 30％OFF
葛飾北斎
¥2,200→¥1,540
ふわころぱんだ
（週めくり）
¥1,485→¥1,040
3F 画材 ハイクリエイト
tel:055-924-1380

秋冬物商品 20〜50％OFF（一部除外品あり）

【1月4日
（月）
まで】※一部除外品あり
2点以上お買上げでレジにて

1F レディス オン・デ・オウン

50％OFF！
！

tel:055-943-9921

【1月5日
（火）
〜】※一部除外品あり
冬物商品当初価格より30〜70％OFF！
！
1F レディスLL＆3Lサイズ スプル

tel:055-927-0585

秋冬物商品 20〜50％OFF（一部除外品あり）
2F レディス オン・デ・オウン サイズサイト
tel:055-926-0022

チェック柄ショルダーバッグ
¥14,300→¥8,580
メンズボディバッグ・ショルダーバッグ各種
¥6,490→¥3,245
3F バッグ ラパックス

服飾小物 20〜50％OFF
おうちグッズ（スリッパ・ルームウェア等）

20〜30％OFF

特製餃子
¥300

※メニューは全てテイクアウト価格
（税率8%）
となります。

B1F ラーメン 麺処 田ぶし

tel:055-925-8275

トッピングのミックス野菜が約30％
増量になりました！手軽にランチで
栄養もとりたい方におススメです。

牛肉と炒め玉ねぎの旨み豊かなオリジナル
レシピ。
押し麦のもっちりとした食感が楽し
めるライスとともに。
ドリンクセットがオススメ
！

30％OFF バーガーパック

オリジナルビーフストロガノフ ¥896
ドリンクセット ¥1,112
スペシャルティコーヒーショップ
B1F タリーズコーヒー
tel:055-929-6776

10：00〜19：00

絶品・エビパック
〈2人前〉 ¥1,004

絶品・エビ・てりやきパック
〈3人前〉 ¥1,468

B1F ファーストフード ロッテリア
※セットドリンクは本日のコーヒー・
tel:055-923-9808
アイスコーヒー・ティー
（オリジナル/
水出しアイスティー）
からお選びいただけます。 ※ロッテリア・タリーズコーヒーの写真はイメージです。

毎 年 大 好 評のロッテ
「ガーナチョコレート」
を使用した、甘くて濃
厚なドリンクです。

ホットガーナ
ミルクチョコレート
¥410

スペシャルイベント
実演
販売

あめ細工

張子細工

似顔絵

：00〜
元旦 14：00〜 2日 ①11
②14：00〜

大迫力！ 〈イトーヨーカドー沼津店主催〉
福を呼ぶ書道パフォーマンス

書道パフォーマンスの先駆者 書道家 志村雅芳

来館前の
体調チェックを
お願いいたします。

マスク着用と、
せきエチケットに
ご協力ください。

お並びいただく際は
間隔を空けて
いただくよう
お願いいたします。
ご入店・お会計時は
できるだけ
少人数でお願い
いたします。

かつ丼とうどんがセットになった、
杵屋で長年一番人気のボリュームの
あるメニューです。
テイクアウト特別価格で
お召し上がりいただけます。

かつ丼定食
（温・冷）¥840
B1F 自家製麺 杵屋

tel:055-925-0616

★杵屋のテイクアウトは、
うどんと出汁が
セパレートでうどん長持ち！
★事前に電話予約していただくとスムーズに
お渡しできます。

コラボエコバッグ
プレゼント

1月23日（土）〜

先着1,200個

イシバシプラザ専門店街対象店舗にて、
1会計2,500円以上お買上いただいた
お客様にエコバッグを1個プレゼント
します。お1人様1店舗1個と
させていただきます。
対象店舗はイシバシプラザ
ホームページをご覧ください。
※無くなり次第終了させていただきます。
※先着数はお店によって異なります。

イシバシプラザ公式

安心・安全にお買物いただくために

〜お客様へのお願い〜

今年のお正月は、おうちでお寿司！
まる石のお寿司は1人前〜 6人前
までの詰め合わせ。
また、
大人気の
玉子焼きもどうぞ。

B1F 回転寿司 まる石
tel:055-920-6120

予告

元旦〜3日

ピッツァサラダ プラス
タコスビーフ ¥518
ドリンクセット ¥788

3F キャラクター雑貨 キデイランド
tel:055-929-0611

特上握り
（3人前）¥4,212
自家製玉子焼き ¥1,296

待たずに受け取れる
「電話予約」
「モバイルオーダー」がおすすめ！
▶電話予約をすると10％OFF！
（クーポン対象外）
▶モバイルオーダーは
「LINEポケオ」
で検索！LINEポイントが貯まる！
大人気のバーガー、
ポテト、からあげっとが
人数分入ったお得なパック
！

¥110〜¥2,530→¥55〜¥1,265

tel:055-926-8555

テイクアウトメニュー 特集

ご家庭でも田ぶしの餃子を
おいしく召し上がれます。

50％OFFセール

【1月1日
（金・祝）
限定】
店内商品 全品10％OFF
1F 服飾・生活雑貨 ブルーブルーエ

tel:055-927-3688

【1月11日
（月・祝）
まで】
プチランド ヘアアクセサリー

1日〜3日：10:00〜19:00
4日より10:00〜20:00

（イレブンカット/1日は休業）

大駐車場完備
お買い上げ店舗で
割引処理致しますので
駐車券をご提示ください。

500円以上お買い上げ 2時間無料
3,000円以上お買い上げ 4時間無料

※表示価格には消費税が含まれています。掲載商品が品切れの際はご容赦願います。比較対象は平常価格です。写真と実物では色・素材感などが異なる場合がございます。

www.facebook.com/ipman1484

@ｉshibashi̲plaza

沼 津 に は イ シ バ シ プ ラ ザ が あ る！
発見の街／沼津駅北口 イトーヨーカドーとグッドセンスの専門店

沼津市高島本町1-5 TEL:055-921-1484

