
HOKUO
［1F／パン・サンドイッチ・喫茶　03-5799-3131］

BAKERY& CAFE手づくりパン専門店 

ミスタードーナツ
［1F／ドーナツ　03-6413-6961］

Odakyu OX 衣料品
［1F／衣料　03-3439-8181］

とんかつ新宿さぼてん
［1F／とんかつ　03-6413-5401］

タリーズコーヒー
［2F／カフェ　03-5426-3445］

Bleu Bleuet
［2F／ファッション雑貨　03-5450-8228］

アロマブルーム ウェルビーイング
［2F／リラクゼーション雑貨　03-5799-4790］

マークスアンドウェブ
［2F／自然派化粧品・生活雑貨　03-6413-6504］

イマジン
［3F／美容室 0120-261-660］

ロフト
［2F／生活雑貨　03-3429-6210］

¥8,640  限定6個
¥5,400  限定6個
¥3,240  限定30個
¥3,240  限定20個

¥5,000  限定10個

¥3,000  限定10個

セール
対象商品 対象商品

セール
対象商品

限定4個
（男女各2個）

新春ケア用品福袋

2018年 ハッピーバッグ

●レディース靴下セット  限定15個
●レディース靴下・タイツセット  限定5個
●メンズ カジュアル靴下セット  限定5個
●メンズ ビジネス靴下セット  限定5個

２日間限定「福値引き」

店内全商品 ¥10,800
¥5,400
¥3,240

¥10,000
¥5,000
¥3,000

期間 なくなり次第終了 期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了 期間 なくなり次第終了期間 なくなり次第終了  ※対象は1個 ¥172以下のドーナツ。

期間 1/31（水）まで

期間 1/5（金）まで

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 1/31（水）まで  ※他の割引券との併用不可。期間 1/31（水）まで  ※毎月10日はポイント2倍デー期間 1/5（金）まで期間 1/2（火）・３（水）

期間 1/14（日）まで

期間 1/3（水）まで  ＊各日なくなり次第終了 期間 1/3（水）まで 期間 1/3（水）まで 期間 1/3（水）まで  ＊各日なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 1/28（日）まで  ※日程変更の可能性がございます。

期間 1/14（日）まで

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

期間 なくなり次第終了

「ワンコイン パンセット」￥500「肉団子」
（5個入り）

「明太子高菜おこわ」
（一人前）　

「たっぷり海の幸の
スペシャルサラダ」

ミスド福袋2018。今期
は、人気イラストレーター
（カナヘイ）の「ピスケ＆
うさぎ」と「ポン・デ・ライ
オン」がコラボ！！

10個分のドーナツ引換カード付き一例：ＧＵＧＵ裏ボワジャケット・パーカー・
ボーダーＴシャツ・長袖Ｔシャツ

20個分のドーナツ引換カード付き

¥1,080
¥5,400 ¥2,160
「婦人服おたのしみ福袋」（4点セット） 「焼き菓子福袋」

さぼてんの人気商品を詰め
合わせたお得な福袋です。

「本格育毛ヘッドスパ
体験コース」
￥5,400（通常¥8,640）

¥1,500  各日限定５個
¥1,000  各日限定10個

¥400（通常価格¥500） ¥486（通常価格¥540）
100g¥584
（通常価格100g¥594）

¥1,080限定
30個 「さぼてん福袋」

全身すっきりで新年をスタート！

「ボディ60分+
ゆずハンドケア15分」
￥８，０００（通常価格¥8,288）

年末年始の不規則生活で疲れたカラダもスッキリ！

「快眠整体コース60分」 
当店ご利用が初めての方に限り

￥4,520（通常価格¥8,964）

コーヒー豆やドリンクチケットなどが入ったお得な
バッグ。バッグはカラーや大きさが異なる2018年だけ
の限定です。

癒しはもちろん、マイクロスコープで頭皮診断を行
い、抜け毛の本数から今の状態を分析。あなたに
必要なケアをお教えいたします。

ケユカポイントカード ポイント５倍

全身のもみほぐし60分に、期間限定の柚子クリーム
を使った、ひじ下から指先までのハンドケア15分。

カラダの不調や、寝付きが悪い、熟睡感がないなど
の睡眠に関する不調やお悩みも改善していきます。

各種いろいろなブランドを取り揃えて販売しております。

当店自慢の甘酢を使った、おもてなしにもおすすめの一品
です。期間中20％OFFで提供いたします。

人気のおこわを期間限定で、通常税込価格の¥54引き
¥486で販売いたします。

期間限定でスペシャルをお届け！ 人気のサラダの決め手
はプチプチとはじけるトビコソースです。

HOKUOの人気のパン商品の詰め合わせを、期間限定
の特別価格で販売いたします。

フロ プレステージュの人気焼き菓子（フィナンシェやタルト
レットなど）を、たっぷり詰め合わせたお買い得な数量限定
福袋です。

生活雑貨¥10,000以上の詰め合わせ。

当店商品ご購入の先着100名様へ。

コンタクトレンズケア用品が、とてもお得に
なる正月セールです。ぜひお見逃しなく！

ニューイヤーサンクスバッグ

¥5,000  限定80個
デイリーケアとライフスタイル雑貨のお得な詰め合わせ
¥10,000～¥11,000相当。

ブランケット、アクセセット、ストール、グローブ、バッグ、
帽子またはTシャツなどの¥20,000相当の詰め合わせ。
外袋バッグがオリジナルデザイン。

エッセンシャルオイルなど香りの詰め合わせ。

ボディケア商品の詰め合わせ。

ブランケット、グローブ、アクセ、ステーショナリーセットなど
¥10,000相当の詰め合わせ。外袋バッグがオリジナルデザイン。

当店内商品（福袋を除く）を¥3,000以上購入の先着100名様へ。
「モイスチャーハーバルマスク１枚」プレゼント！

グリーン・グルメ
［1F／洋総菜　03-5799-4571］

たごさく
［1F／おこわ・弁当　03-5450-3071］

横浜 昇龍園
［1F／中華惣菜　03-3428-6868］

20%OFF～

10%OFF

オーラルケアお得セット
¥772～

福袋

¥3,000  限定5個

雑貨福袋 

¥5,400  限定6個

¥10,800  限定1個

福袋 各セット ¥1,080

キッズ福袋 

¥3,240

フェイスケアお得セット
¥1,296～
イエローバザー各種処分セール開催

先着100名様

「干支ようじ入れ」プレゼント

セール

冬物雑貨
クリアランスセール

Re.Ra.Ku
［2F／リラクゼーションスタジオ　
03-3428-6613］

KA.RA.DA factory
［2F／総合整体サロン　03-6413-5856］

アイシティ
［2F／コンタクトレンズ　
03-5426-7211］

off &on（オフノオン）
［2F／生活雑貨
03-5799-6446］

吉祥寺 菊屋
［2F／食器・キッチン雑貨　03-3428-3611］

GEORGE'S
［2F／インテリア雑貨　03-5450-0196］

KEYUCA
［2F／インテリア・生活雑貨　03-5799-6451］

20%～50%OFF

最大50%OFF

1/4（木）から営業

フロ プレステージュ
［1F／洋菓子　03-5426-3443］

1F（1/1（月・祝）10:00から営業）

2F・3F（1/2（火）10:00から営業）
福袋& Sale News

20%～50%OFF

◆1/1（月・祝）1Fのみ営業 10:00開店、20：00閉店（2F～4Fは休業）◆1/2（火）通常開店、全館21：00閉店 ◆1/3（水）より通常営業　※一部店舗・クリニックは除く

ドキドキ♡

楽し
～い！

経堂コルティ
冬の経

堂コル
ティは

おトクがいっ
ぱい



プレゼント日 1/3（水）まで

3F・2F  Clinic & Service Information（各クリニック・店舗により診療・営業開始日が異なります）

1F  Information（1/1（月・祝）10:00から営業）
京樽崎陽軒文明堂
［1F／寿司　03-5426 -0344］［1F／シウマイ・弁当　03-3428-6577］［1F／和菓子　03-5477-2022］

生花1本¥162～

おかの眼科
［2F／眼科 03-6413-5533］

経堂みどり薬局
［3F／調剤薬局 03-5426-2150］

ほけん百花
［3F／来店型保険ショップ 0120-561-595］

西クリニック
［3F／内科・消化器科・呼吸器科・肛門科・人間ドック 
03-3425-0024］

松村医院
［3F／皮膚科・泌尿器科 03-3425-1212］

経堂耳鼻咽喉科
［3F／耳鼻咽喉科・アレルギー科・ 気管食道科 
03-3425-3387］

見代歯科医院
［3F／一般歯科・小児歯科・矯正歯科 
 03-3425-0418（ミヨにゴー、オー良い歯）］

  ［3F／学習塾 03-3425-8261／科学実験教室 03-5426-0248］
栄光ゼミナール／　
栄光サイエンスラボ

Odakyu OX
［1F／スーパーマーケット 
03-3439-8181］

つくばクリーニング
［1F／クリーニング 03-5799-6448］

ODAKYU FLORIST
［1F／生花　03-5799-6387］

宝くじ
［1F／宝くじ］

毎月５のつく日は
ポイント

３倍デーを開催！

「20％OFF券」プレゼント 「オリジナルボールペン」プレゼント 春のお花入荷最盛期です！
クリーニング料金¥2,000以上のお客様に、次回ご利
用いただける20％OFF券をプレゼントいたします。

期間中に、当店をご利用の先着200名様に、愛着
工房オリジナルボールペンをプレゼントいたします。

チューリップやスイトピー、最近、若い女性に人気のラナンキュラス
など、種類や色が豊富で花もちのいい時期です。華やかなお花を
飾って暖かな春を待ちませんか。

ご利用可能期間 1/31（水）まで

愛着工房
［1F／靴・バッグ修理・洋服のお直し・合鍵作成　03-3706-0911］

期間 1/15（月）まで

毎月25日は「水産 マグロ解体販売」
（16時～）実施。

平目、中とろ、生えびのにぎりや、あん肝・
ウニ・イクラ３種類の軍艦巻きなど、12貫を
詰め合わせた食べ応えのあるにぎりです。

年始は 1/4（木）～

年始は 1/4（木）～

年始は 1/5（金）～

年始は 1/5（金）～

年始は 1/4（木）～

年始は
1/5（金）～

年始は
1/2（火）～

「カステラ１Ａ号」 「おいしさ長もち 特製シウマイ」 「冬の上にぎり」

（10切入） ¥1,350 （12個入）¥1,370 （12貫）¥1,502

年始は
1/4（木）から
営業
（10：00～19：00）

つややかで色鮮やかな焼き色、しっとりまろ
やかで程よい甘味、ザラメ糖の歯ざわり。
熟練した職人の技に育まれた一品です。

冷蔵保存でおいしさ長もち、濃厚かつジュー
シーでふっくらとした食感のシウマイです。年始
の食卓やおもてなしに喜ばれる一品です。

4F・2F  Restaurant & Cafe Information（1/2（火）11:00から営業 ※タリーズコーヒーは9：00から営業）

2F・3F  Recommendation（1/2（火）10:00から営業）

経堂コルティ 2018 Winter Service & オススメ商品
ネイルクイック
［2F／ネイルサロン
03-6413-1767］

2018年
開運ネイル　
Ｄｒ.コパ先生の監修で
指先に運気を！！

指先は幸せの入り口です。
新年のネイルは「最初の一歩」
といわれ、開運の化粧を施
すことが一年のスムーズな
スタートを約束してくれます。
期間 2/28（水）まで

焼肉 叙々苑
［4F／焼肉　03-5451-0089］

大戸屋
［4F／定食 03-5799-4929］

イタリアンダイニング
DONA
［4F/ 洋食 03-5426-3003］

リータンタンカフェ
［4F／チャイニーズカフェレストラン 
03-3429-1920］

TSUTAYA
［3F／レンタルＣＤ・ＤＶＤ 
03-3425-2298］

三省堂書店
［2F／書籍 
03-5477-6781］

神保町
いちのいち
［2F／生活雑貨
03-6413-1296］

オプティック 
パリミキ
［2F／メガネ
 03-3425-7731］

ココカラファイン
［2F／ドラッグストア  
03-5426-3945］

タリーズコーヒー
［2F／カフェ  03-5426-3445］

レンタル
・DVD＆ブルーレイ

５枚¥1,080
・CDアルバム

５枚¥1,080

クラブ三省堂にご入会い
ただくと、ポイント対象
商品 税抜¥100につき
1ポイントが貯まります。
貯まったポイントは100
ポイントごとに、三省堂書
店専用の商品券と交換で
き、ご利用いただけます。

世界一の書店街といわれ
る、東京都神田神保町に
て誕生した雑貨店です。
本の街で生まれたことから
「物語をもったもの」を集
めております。大切な方
への贈り物に、ご自身へ
のご褒美に。
お正月向けの商品もご
用意しております。

「選べるレンズ付き 
メガネ」

「土鍋豆乳担担麺」「たっぷり野菜と
和出汁の酒粕鍋定食」

「キャラメリスタ」「すだれ肩ロース
炙り焼」

「ブラックアンガス牛
カイノミステーキ」

２本¥864

１組
¥13,800～¥9,504

¥898 Tall      ¥590
Short  ¥540

¥3,672 200g
の場合 ¥1,728

¥1,180

６本¥2,160

かぜ薬と一緒に飲める
栄養ドリンク
「ハイアップ内服液」
風邪のシーズンはまだまだ続きます。
５種類の生薬抽出エキスに加え、発熱
時に失われがちなビタミン群を加えた
ミニドリンクタイプの栄養補給剤です。
風邪等で弱った体に体力をつけます。

お正月休みに新しいメガネ
をあつらえてみませんか。
超うす型、快適設計遠近
両用レンズも選べます。

ピリリと辛い唐辛子の汁に豆乳
を加えた、こくのあるまろや
かな風味の担担麺です。
土鍋で煮込んだ熱々の仕立て
が、冷えた体を温めます。

秋田県・齋彌酒造店の酒粕に、
お店でひいた和出汁を合わせて、
味わいまろやかに仕上げました。
からだが温まる、この季節にぴっ
たりなお鍋をどうぞ。

濃厚なキャラメルドリンクに、カリ
カリ食感のキャラメルチップを
トッピングしました。カラメルの
ような香ばしさとまろやかなコク
のある味わいをお楽しみください。

叙々苑が厳選した、肩ロースの
大判肉をすだれカットいたしま
した。炙り焼で豪快にお楽しみ
ください。さっぱりジューシーな
逸品です。

希少部位のカイノミを量り売り
でご提供いたします。ソムリエお
すすめの赤ワインとご一緒にお
召し上がりください。

※150 ～ 300g より、お客様にお選びいただけます。

経堂店にてTカードにご入会い
ただくと、お得な特典が盛りだ
くさん。もちろん他店のTカード
も当店でご利用可能です。地域
に密着した品ぞろえでご来店を
お待ちしております。

年始は 
1/4（木）～
4日のみ
10:00～19:00

1/2（火）

【通常営業時間】
■ショップ &サービス 10:00 ～ 21:00（一部店舗を除く）
■4F レストラン 11:00 ～ 23:00
■ ｢Odakyu OX｣ 10:00 ～ 23:30

※表示価格は税込です。 ※一部の店舗で交通系ICカードがご利用いただけます（PiTaPaを除きます）。※商品によっては数に限りがございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

※ ポイントの付与（率・数）、ポイント利用など、ポイントサービスの内容は、
店舗により異なります。※ 一部ポイント対象除外店舗がございます。

経堂コルティのWEBサイト
では、各店舗の最新情報
を発信中です。アクセスは、
右のURLや QRコードから
どうぞ。

寿・餅つきショー終了後、
祝い餅を各回先着150名様にプレゼント♪

経堂コルティのお得な
情報を配信しております。
お友達登録は、ID@kyodo-
corty か、QRコードから
どうぞ。

東京都世田谷区経堂2-1-33 
小田急線「経堂駅」北口すぐ

www.odakyu-sc.com/kyodo-corty
（スマートフォン専用サイトもこちらから）

03-5450-2571（代）

経堂コルティでは「小田急ポイントカード」がご利用いただけます。経堂コルティWEBサイト 経堂コルティ公式アカウント

www.odakyu-card.jp

※年始は店舗により営業時間が異なります。


