が

トク
お
は
夏
！
いっぱい

＆
MUJI com

2 F・ 3 F

SALE価格多数

20〜50%OFF

夏物対象商品

※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

ロフト

イエローバザー開催！
イエローバザー

キッチン・アパレルなどの
対象商品

ハリオ フリーポット
レトロマスカット

※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

オプティック パリミキ

2F ／インテリア・生活雑貨
03-6413-1211

¥ 9,020→

¥7,216

（20％OFF）

髪質診断を通してすべてのお客様にベストフィッ
トシャンプー、
トリートメントを提供しています。
ネッ
トの口コミも上々!!
悩まない髪質を手に入れてください。 ※なくなり次第終了

※その他サービス・割引との併用はできません。
【期間】〜 7/31（日）

【期間】〜 8/28（日）※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

COTA クチュールシャンプーセット

10%OFF

50%OFF

プレゼント

Re.Ra.Ku

KA.RA.DA factory

2F ／リラクゼーションスタジオ
03-3428-6613

2F ／総合整体サロン
03-6413-5856

¥6,600 →

¥5,480

当店 1 番人気の「ボディケア」のコースがお得に。肩甲骨を
中心に【全身】ほぐしていきます。首肩がお疲れの方に特に
おすすめです！※そのほかの割引併用不可 【期間】〜 7/1（金）

メンテナンスクーポン プレゼント
ネイルクイック経堂店を初めてご利用の方へ、2 回目・3 回目の
ご利用時に使える「10％OFFクーポン」をプレゼント。この機会
にぜひご利用ください。※対象は施術のみとなります。他の割引・
クーポンとの併用はできません。
【クーポン使用期限】初回ご来店時より３ヶ月間有効

★初回限定の特別価格となります。
★メンバーズアプリが誕生しました！

夏のおすすめ

2F

¥1,650（130g）¥1,020（65g）

ひんやりとした使い心地が特長の身体用保湿ジェル。
蒸し暑さもリセットしてくれるような冷感を感じるボディケ
アアイテム。7/1（金）には、限定グレープフルーツ /
ユーカリの香りも登場します！ ※なくなり次第終了

夏の

各回先着
30名様

イベント

お子様

3

お子様

【夏休みワークショップ】

◆ 時間：受付 13：20
◆ 場所：4F 屋上庭園

¥2,970

鮮やかなミントグリーンのにごり湯と、
さわやかなハッカの香りに包まれる
入浴はリフレッシュにぴったり。

80名の
お子様

8

2F ／書籍
03-5477-6781

学研の科学

¥1,760

1日

人気商品復刊決定！夏休みの
研究におすすめの体験キット。
ただいまご予約受付中です！
※ 7/7（木）
ごろ発売予定

3 水 10 水 17 水

東京農業大学の学生による授業「夏のお花に関するクイズ」で
楽しく学んだあとに、農大生と一緒に、経堂コルティの花壇に
お花を植えて「キョウドウガーデン」を作ります。

ラジオ体操第 1、第 2とバランス力やリズム感を養いながら
体を動かす教室（1日2つのメニュー）
を実施します。

8

◆ 時間：受付 9：50（定員になり次第受付終了）
開始 10：00 ラジオ体操、10：15 ～ 11：15 バランス・リズムトレーニング
◆ 場所：4F 屋上庭園
※画像はイメージです。

10

1日

水

【夏休みワークショップ】

けん玉にお絵描きをしよう！ 夏のハーバリウムを
+練習会（けん玉の基礎をお教えします） 作ろう
木製けん玉に色塗りをして完成したお子様に
けん玉のアドバイスをします。

セル・デ・メンタ

（北見ハッカ通商）

×

※雨天の場合は7/3（日）に順延します。
1日

夏のおすすめ

三省堂書店

夏休みこどもラジオ体操＆
バランス・リズムトレーニング

50名の

水

2

¥3,300

（薬用美白ふきとり化粧水）
Wの有効成分で美白ケア。
ビタミン C 誘導体、ナイアシンアミド。

土

期間中にご来店いただき、ご相談を承ったお客様にはもれなく
「トートバッグ」をプレゼントいたします。※来店カードのご記入を
お願いいたします。一世帯につき1 個とさせていただきます。
※なくなり次第終了

夏のおすすめ

◆ 時間：① 10：30 〜 ② 13：00 〜 ③ 15：00 〜（整理券の配布あり）
※授業 10 分 実習 50 分 1 時間程度
◆ 場所：4F 屋上庭園

※各イベントの詳細＆注意事項は、館内ポスター
もしくは公式ホームページでご確認ください。

8

7

ザ・レチノタイムホワイト
クリアローション

トートバッグ プレゼント

まちなかゼミナール
inキョウドウ

情報

1日

（90粒・約30日分）
飲む HAKU 誕生!! 内側から輝くあなたに。

ペパーミント / 薄荷

夏のご相談キャンペーン

2F ／生活雑貨
03-6413-1296

HAKU美容サプリメント ¥5,400

限定モイスチャーライジング
アフターサンジェル

3F ／来店型保険ショップ
0120-561-595

神保町いちのいち

2F ／ドラッグストア
03-5426-3945

限定

03-6413-6504

Seasonal
Information

50名の

夏のおすすめ

ココカラファイン

マークスアンドウェブ 数量
2F ／自然派化粧品・生活雑貨

プレゼント

ほけん百花

初回
限定

2F ／ネイルサロン
03-6413-1767

骨盤調整×リンパコース 60 分
平日・祝日 ¥3,500
土日 ¥3,980

ボディケア 60 分
通常価格

ネイルクイック

初回
限定

本格的な夏らしい涼し気なカラーを使った、
夏のハーバリウムづくり。

50名の
お子様

8

17

限定

20セット

3F ／美容室
0120-261-660

コンタクトレンズ・ケア用品
対象商品を店内価格より

メガネ一組最大

¥770（30％OFF）

イマジン

2F ／コンタクトレンズ
03-5426-7211

ビッグサマーセール

20%OFF〜

通常
¥1,100→

アイシティ

2F ／メガネ
03-3425-7731

アパレル・インテリア雑貨など
シーズン対象商品

2F ／食器・キッチン雑貨
03-3428-3611

20〜50%OFF

ヘアケア・オーラル・文具パック・タオルなど、
お買い得品を多数ご用意しております。
【期間】〜 7/18（月・祝）※なくなり次第終了

キャトル・セゾン

吉祥寺 菊屋

2F ／インテリア雑貨
03-5450-0196

夏の

牛乳で割ってカフェオレになるリキッドコーヒーです。
お好みの濃さでホットでもアイスでも！ 【期間】〜 6/30（木）

20〜50%OFF

GEORGE'S

2F ／生活雑貨
03-3429-6210

2F ／コーヒー豆・輸入食品
03-5426-2181

¥358（10％OFF）

2F ／リラクゼーション雑貨
03-5799-4790

夏物対象商品

カルディコーヒーファーム

通常

2F ／ファッション雑貨
03-5450-8228

夏物衣料品

カルディオリジナルカフェオレ
ベース（濃縮コーヒー・500ml）

アロマブルーム ウェルビーイング

Bleu Bleuet

3F ／衣料品・生活雑貨・食品
03-5426-2801

S ale

¥398 →

r

2022 Summe

〈参加条件〉5 歳～小学校 6 年生までのお子様／ご家族お一人が経堂コルティ公式 LINE 友だち登録画面
をご提示ください。
定員

水

【夏休みワークショップ】

お絵描き海の生物

300名の
お子様

8

27 土

縁日ラリー

海の生き物の陶器に色を塗って、グラスサンド
館内 4ケ所に縁日やゲームを設置します。
やビーズが入ったケースに入れておうちに飾ろう。 参加カードを持って各ポイントを回りゴールを目指してください。

開始 13：30 ～ 15：30（定員になり次第受付終了）

〈参加条件〉
ご自分で作品作りができる年齢～小学校 6 年生までのお子様／
お子様お一人につき経堂コルティで当日お買い上げいただいた1,000 円以上（税込・合算可）
レシートと経堂コルティ公式 LINE 友だち登録画面をご提示ください。

◆ 時間：受付 10：15 開始 10：30 ～ 15：30
◆ 場所：4F 屋上庭園、経堂テラスガーデン
〈参加条件〉ご自分で作品作りができる年齢～小学校 6 年生までのお子様／お子様お一人につき経堂コルティで当日
お買い上げいただいた1,000 円以上
（税込・合算可）
レシートと経堂コルティ公式 LINE 友だち登録画面をご提示ください。

Restaurant & Cafe
焼肉 叙々苑

大戸屋ごはん処

4F ／焼肉
03-5451-0089

4F ／定食
03-5799-4929

ビビン麺（辛口）

豚しゃぶと彩り野菜の
サラダ仕立てとしそひじきご飯
定食：¥ 980

¥ 1,450

単品：¥ 830

そば粉使用麺、小麦粉使用麺（卵入）から
お選びいただけます。
夏に人気の当店自慢のメニュー。
ピリ辛がクセになる味わいです。

お好みのドレッシングで食べる、
野菜たっぷりな豚しゃぶ。暑い季節に
さっぱりとお召し上がりいただける定食です。

イタリアンダイニング DONA

リータンタンカフェ

4F ／洋食
03-5426-3003

4F ／チャイニーズカフェレストラン
03-3429-1920

北海道モッツァレラチーズ
なすのピリ辛ミートソース

よだれ鶏

¥ 980

¥ 1,280

よだれ鶏の冷やし麺

自社製生麺とオリジナルのミートソース、
北海道産のモッツァレラチーズを使用した、
こだわりの1 品です。ぜひお試しください。

夏を先どる、思わず汗が出るビールにも合う
逸品です。お買い物やお仕事帰り、休日に
美味しいひと時を楽しみませんか。

¥ 1,250

とんかつ和幸

タリーズコーヒー

4F ／とんかつ
03-5450-9330

2F ／カフェ
03-5426-3445

ごろっとマンゴーヨーグルト
スワークル ®

あさがお

¥ 1,380

¥ 680（tall）
¥ 668（テイクアウト）

チチヤス無添加ハニーヨーグルトを使用した
フローズン。マンゴーの芳醇な味わいと、
ヨーグルトのまろやかさがマッチしています。

和幸の夏の定番になった長崎県松浦港産
アジフライの入った盛合せ御飯。
アジフライとわさびおろしの相性も抜群です。

【期間】
〜7月下旬ごろ

1 F S al e & I nf or mation
SALE

SALE

ハニーズ

はまけい

1F ／レディスカジュアル
03-5799-6022

3日間

1F ／鶏惣菜
03-6413-0116

20〜50%OFF

※なくなり次第終了

【期間】6/24（金）〜 6/26（日） ハマケイの日

SALE
1F ／洋菓子
03-5426-3443

1F ／洋総菜
03-5799-4571

フルーツカスタードシフォンケーキ

（ホール約 12cm）

¥1,415（5%OFF）

【期間】
〜6/30
（木）※各日なくなり次第終了

本体価格より
¥20引き

海鮮ばらちらし（１折）

¥498→ ¥

398（20%OFF）

【期間】〜 6/30（木）

【期間】6/24（金）〜 6/26（日）

夏のおすすめ

SALE

羽毛布団・毛布クリーニング

20%OFF

夏のおすすめ
1F ／ベーカリー
03-6413-0577

1F ／和菓子
03-5477-2022

涼菓あわせ（10 個入）

サンレモお試しセット

素材の味を生かした水羊羹と国産果実の
フルーツゼリーやプリンの詰め合わせです。

イタリアの伝統発酵菓子の
お試しサイズセットです。
※なくなり次第終了

50セット
限定

¥604

¥2,160

Cli ni c &
Ser vi c e I nf o r m at i o n
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

03-5450-2571（代）
東京都世田谷区経堂2-1-33
〈小田急線「経堂駅」北口すぐ〉
[公式Webサイト]
www.odakyu-sc.com/kyodo-corty

長袖のシャツを半袖にするお直し

夏のおすすめ

1F ／ドーナツ
03-6413-6961

Information

Odakyu OX

1F ／チョコレートショップ
03-6413-0375

エンゼルフルーツ（1 個）

1F ／スーパーマーケット
03-3439-8181

ムースショコラ エ
カカオフルーツジュレ

毎月5日・15日・25日は
小田急ポイントカード

カカオをフルーツとして楽しめる冷たいデザートが登場。カ
カオフルーツジュレ３種とムースショコラ３種のアソートです。

を開催！

¥3,240（８個入）

栄光ゼミナール／栄光サイエンスラボ

西クリニック

3F ／学習塾 03-3425-8261
科学実験教室 03-5426-0248

3F ／内科・循環器科・消化器科・糖尿病・
肛門科・各種検査
03-3425-0024

見代歯科医院

経堂こうづき眼科
2F ／眼科
03-5799-7276

3

ポイント 倍デー

松村医院

3F ／皮膚科・泌尿器科
03-3425-1212

経堂みどり薬局
3F ／調剤薬局
03-5426-2150

安心してお買い物いただくために

経堂コルティ公式アカウント

からどうぞ。

【期間】7/1（金）〜 31（日）

ゴディバ

フルーツフィリングを使用したドーナツです。

ID@kyodo-corty

創業 55 周年感謝祭 応援価格
熟成三元麦豚上ロースかつ×2 枚

¥1,000

【期間】〜 8/15（月）

¥194（テイクアウト） 福岡県産
¥198（イートイン） あまおういちご

経堂コルティのお得な情報を
配信しております。
友だち登録は、

SALE
1F ／とんかつ
03-6413-5401

通常 ¥2,750 →

ミスタードーナツ

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）

10%OFF

とんかつ新宿さぼてん

1F ／靴・バッグ修理・
洋服のお直し・合鍵作成
03-3706-0911

夏のおすすめ

フラワーベース 全品
通常価格より

SALE

¥2,475（10%OFF）

【期間】〜 7/11（月）

1F ／フラワー
03-5799-6387

【期間】〜 7/3（日）

愛着工房

1F ／クリーニング
03-5799-6448

ドンクエディテ・ミニワン

文明堂

¥730（¥50引き）

【期間】6/24（金）限定

つくばクリーニング

SALE

Hibiya-Kadan Style

6/24
（金）
限定

1F ／寿司
03-5426-0344

通常
¥780→

限定

¥875

1日5食
限定

海老餃子（１パック6 個入り）

3日間

牛肉のグリル 霜降りひらたけの
ロースト添え（100g あたり）

SALE

京樽

通常

SALE

グリーン・グルメ

フロ プレステージュ

通常
¥1,490→

昇龍園

1F ／中華惣菜
03-3428-6868

限定

人気の焼鳥、自慢のシウマイがお買い得
モモ串・レバー串
￥108 → ¥86（１本）
鶏シウマイ
¥240 → ¥195（5 個入）
¥384 → ¥312（8 個入）

夏物対象商品
店内通常価格より

SALE
横浜

全館で、小田急ポイントカードが
お使いいただけます。
※一部ご利用いただけない店舗がございます。

スタッフのマスク着用、
毎日の検温、手指の消毒の励行

清掃、消毒、
換気の強化

お客様との適切な距離の確保

混雑時の入店
制限のお願い

※レジでのトレイ使用、飛沫防止シートの設置

※表示価格は税込価格となります。 ※写真はすべてイメージです。 ※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。品切れの場合はご了承ください。

