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SALE
&SERVICE

2 Floor

1 Floor

※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。※店舗によりセールやフェア、サービスの開催期間が異なります。

フロ プレステージュ
［1F／洋菓子 03-5426-3443］

1回のお会計で￥1,000 以上お買い上げの

夏の期間限定商品

どちらも¥2,678

3日間限定 

「タルトセット」

各日・先着50名様に

「エビかつ」1個￥365 ¥691（2個パック）

「蒸し鶏とパクチーの
やみつきサラダ」（100ｇあたり） 

「涼麺（胡麻ダレ）」（1パック） 

通常¥562→¥551

通常￥1,943→¥1,600

通常¥690→20%OFF¥552

靴・バック・レザージャケットの
クリーニング、カラーリング

20%OFF

各種20%〜30%OFF
各種20%OFF

「布団３点宅配パック」
通常 ¥15,120→¥12,150

「茶きん鮨」1個入  通常￥216→¥195
「茶きん鮨」2個入  通常￥432→¥389

「シュガーラスク（小）」プレゼント

通常￥1,188 →¥1,080 ご来店してお申し込みいただいた後、ご自身でご自宅から宅配便にてお布団を発送
していただきます。掛け・敷き、羽毛、綿など、組み合わせはご自由です（シングル
サイズ限定）。仕上がりはご自宅にお届けします。※詳細はお問い合わせください。

対象アイテム

20%〜50%OFF 50%OFF

フレーム・サングラス
夏物対象商品

20%OFF〜

その他のコンタクトレンズやケア商品が店頭本体価格より10%OFF

「J＆J／ワンデーアキュビュー トゥルーアイ」「アキュビューオアシス」
お買い得価格!!

1回のお会計で ¥1,000以上
お買い上げのお客様 切花用フラワーフード「クリザール」

10%OFF

10%OFF

口いっぱいにぷりっぷりのエビの食感がうれしいエビのかつ。お得な
2 個パックがおすすめです。★7 月5日（水）は

ポイント3倍デーです。

期間 6月30日（金）〜7月2日（日）

期間 7月2日（日）〜9日（日）

期間 7月6日（木）〜8月下旬まで ※なくなり次第終了

期間 6月30日（金）〜7月5日（水）

期間 6月30日（金）〜7月2日（日）

期間 6月30日（金）〜7月15日（土）期間 8月31日（木）まで

期間 なくなり次第終了

期間 6月30日（金）〜7月4日（火）

期間 6月30日（金）〜8月31日（木）

期間 6月30日（金）〜7月22日（土）

★ご来店時に「当チラシ」を見たとスタッフにお伝えください。
※その他の割引・サービスとの併用はできません。 ※各セール品は日程に関わらず、なくなり次 第終了

※一部対象外商品がございます。

ミニサイズのシャンプー、コンディショナー、ボディソープに木製
ヘアブラシを加えて、コットンポーチにまとめました。

★セール限定アイテムもご用意しております！

期間 7月30日（日）まで

★夏にうれしい商品をお買い得価格でご用意して
います。

夏のイエローバザー開催

期間 6月30日（金）〜7月17日（月・祝）

20セット限定 
お得な「夏のトラベル＆トライアルセット」

期間 7月1日（土）〜なくなり次第終了

夏物対象商品

20%〜50%OFF
★Ｔシャツやサンダルなど、お求めやすくなっています。

期間 7月1日（土）〜なくなり次第終了 期間 6月30日（金）〜なくなり次第終了

グリーン・グルメ
［1F／洋総菜  03-5799-4571］

横浜 昇龍園
［1F／中華惣菜 03-3428-6868］

2 点以上お持ち
いただくとお会計から

3日間限定夏物クリアランス セール順次開催

夏物アウター

服飾小物

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

GEORGE’S
［2F／インテリア雑貨 03-5450-0196］

アイシティ
［2F／コンタクトレンズ 03-5426-7211］

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 

愛着工房
［1F／靴・バック修理 03-3706-0911］

つくばクリーニング
［1F／クリーニング 03-5799-6448］

たごさく
［1F／おこわ・弁当 03-5450-3071］

とんかつ新宿さぼてん
［1F／とんかつ 03-6413-5401］

ODAKYU FLORIST
［1F／生花 03-5799-6387］

京樽
［1F／寿司 03-5426-0344］

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

ロフト
［2F／生活雑貨 03-3429-6210］

オプティック パリミキ
［2F／メガネ 03-3425-7731］

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］

暑い夏、切花に必須アイテム

期間 6月30日（金）〜なくなり次第終了 期間 6月30日（金）〜7月7日（金）※各日なくなり次第終了

お水に適量溶かしてご利用いただくと、切花を長く・美しく咲か
せてくれる栄養剤です。

濃厚な胡麻を使用した特製ダレが、たっぷりの具材と麺に合う
夏におすすめの一品です。

Odakyu OX 衣料品
［1F／衣料 03-3439-8181］

3日間
限定

3日間
限定

20セット
限定

夏物クリアランス
セール順次開催



【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

※ 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。

各店舗の最新情報を発信中
です。
アクセスは、右の QR コード
や URL からどうぞ。

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 LINE＠
アカウント

www.odakyu-card.jp
※悪天候などにより、中止もしくは会場を変更することがあります。

【時間】16：00～20：00　【場所】4階 屋上庭園
詳細は、8月中旬頃に掲出される館内ポスター及び

ホームページをご覧ください。

17
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大好評イベ
ントを今年

も開催！！

Health & Beauty Service

Summer Recommendation

Restaurant & Cafe Information

1st Floor Information

Clinic & Service Information

「ヴィヴコ ピュアエッセンス オイル EX」 ￥4,104 
「ヴィヴコ ピュアエッセンス ジェル EX」 ￥4,104

夏休みの課題図書や
人気の新作などで、読書の夏を！
夏休みの宿題に役立つ課題図書はもちろん、自由研究
キットなども取り揃えております。また、毎月第 3 土曜日
は「読み聞かせ会」も開催。ご来店をお待ちしております。

KEYUCA ポイントカード

ココカラファインのオリジナルブランド「VIVCO（ヴィヴコ）」がリニューアルしま
した。美白・保湿・エイジングケアがこれ１本で OK。しっとりの「オイル
タイプ」と、さっぱりの「ジェルタイプ」お好みに合わせてお選びください。

北海道北見市、北見ハッカ通商の
「ハッカ油スプレー」 ¥1,080

菊屋ポイントカード 
1回のお会計で雑貨￥5,000以上
お買い上げのお客様は配送費（1梱包）

10日間限定 雑貨全品

Wポイント無料

ポイント10倍

ゴルフ、キャンプ、釣り、山登りなどのスポーツ
やアウトドアの季節に最 適！湯船に 2、3 滴
垂らすと、暑い夏のお風呂も爽快感抜群です。

通常 ¥1,000で１ポイント進呈。期間中はポイント2倍！ 20ポイント貯まる
と ¥2,000のお値引きにご利用いただけます。有効期限がなく、カードを
お持ちの方のお誕生日当日は、お買い物が 20%OFF となります。

レンタル
「新作・準新作・旧作 DVD 5枚」 
通常￥2,160 →¥1,080

「CDアルバム 5枚」 
通常￥2,050 →¥1,080

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
ご利用可能です。

TSUTAYA
［3F／レンタルＣＤ・ＤＶＤ 03-3425-2298］

ココカラファイン
［2F／ドラッグストア 03-5426-3945］

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］

吉祥寺 菊屋
［2F/ 食器・キッチン雑貨 03-3428-3611］

KEYUCA
［2F／インテリア・生活雑貨 03-5799-6451］

期間中ご相談のお客様に

夏のレジャーはもちろん、スポーツのときに
もおすすめ！水に濡らしてパタパタとあおぐ
ように振ると、ひんやりするタオルです。

※数に限りがありますので、お早めに。また、
受付カードのご記入をお願いいたします。

「振ってひんやり クールタオル」 
￥313

「果汁100％ジュース」プレゼント

off&on（オフノオン）
［2F ／生活雑貨 03-5799-6446］

ほけん百花
［3F ／来店型保険ショップ 0120-561-595］

期間 7月1日（土）〜7日（金）期間 7月14日（金）〜23日（日）

期間 7月31日（月）まで

期間 なくなり次第終了

松村医院
［3F／皮膚科・泌尿器科 03-3425-1212］

おかの眼科
［2F／眼科 03-6413-5533］

「ポムポムプリン×ポン・デ・ライオン
カレー皿」セット￥972
お好きなドーナツ・パイ5個＋お好きなカレー皿１枚の
セットです。

旬の食材からメニューまで夏の食卓を
彩るおすすめの品を取り揃えました。

※ドーナツ・パイは172円以下の商品が対象となります。

経堂みどり薬局
［3F／調剤薬局 03-5426-2150］

宝くじ
［1F/ 宝くじ］

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］

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（14:00 〜 21:00 ／月〜土）］
［3F／科学実験教室 03-5426-0248（11:00 〜 19:00 ／水〜土）］

栄光ゼミナール／栄光サイエンスラボ

「カステラ・涼菓詰合せ M1号」
¥3,240

「混ぜ冷麺」 
¥1,296

「アサリの
冷製ペペロンチーノ」 
¥1,080

「さっくり鯵フライ定食」
¥880

「氷マンゴーミルク」
¥750

「夏の味覚」フェア開催 「あんずゼリー 〜ひょうちゃん寒天入り〜」
1個 ¥260　6個入 ¥1,560

「フットケア30分」＋「ボディケア60分」
通常￥9,720→￥8,500

当美容室ご新規の方限定 
「炭酸泉ヘッドスパ＋カット」
通常￥6,480→￥5,400

マッサージジェル
「スリマイン」（100g）
通常￥6,804→￥6,123

夏は輪郭すっきり！

2回目以降ご利用のお客様

「小顔コース（30分）」 
通常￥3,888→20%OFF￥3,110
通常￥3,888→10%OFF￥3,500 さらに2本購入で1本追加プレゼント

話題のスリミングジェルで二の腕ぷるぷるの悩みを解消。

汗や皮脂・紫外線などの影響で起こる抜け毛やかゆみ。
それらは顔のしわやたるみにつながることも。そんな
お悩みには炭酸泉ヘッドスパ。期間限定で、頭・肩・
背中・指先までのマッサージ付きです。

伝統の「カステラ（1A 号）」１本と、「水羊かん こしあん」「水羊かん 
抹茶」「白桃ゼリー」「温州みかんゼリー」が 2個ずつ入った、
涼やかなお菓子の詰め合わせ。ご進物にもおすすめです。

ふわっと潮の香りがするアサリを、
パプリカ、きゅうりと一 緒に冷 製
ペペロンチーノにしました。
夏の暑い日におすすめです。

長崎県産の鯵を歯触りのいい衣で包み、
さっくりと揚げました。アンチョビを隠し
味にした、お店で手 作りするタルタル
ソースが鯵フライにぴったりです。

冷たいふわふわの氷に、南国フルーツの
王様マンゴーとやさしいミルクの味が
マッチした人気のスイーツが、夏季限定
メニューとして大好評発売中！

濃 厚だしとからめる、さっぱり
とした味 わ い。別 添 えの 辛 味
たれを混ぜると、さらに美味しさ
が広がります。夏にぴったりの
一品です！

「あんず」のさわやかな香りと甘みが口に広がるゼリーです。
中には「ひょうちゃん」型の寒天と、半分にカットしたみず
みずしいあんずの果肉が入っています。

※他の割引との併用はできません。  ★毎月10日はメンバーズポイント2倍！

クリームを使った足裏中心のコースと、全身のもみほぐ
しがセットとなった組み合わせコースを期間限定の
特別価格で。この機会にぜひお試しください！

期間 7月5日（水）〜8日（土）

期間 6月30日（金）〜7月31日（月）

期間 6月30日（金）〜7月31日（月） 期間 6月30日（金）〜7月31日（月） 期間 8月31日（木）まで期間 6月30日（金）〜7月31日（月）
※他の割引との併用はできません。

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

★ご来店時に「当チラシ」を見たとスタッフにお伝えください。

★7月5日（水）はポイント3倍デーです。

文明堂
［1F／和菓子 03-5477-2022］

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

イマジン
［3F／美容室 0120-261-660］

ネイルクイック
［2F／ネイルサロン 03-6413-1767］

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

武蔵野食堂
［4F／スパゲッティ 
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］

大戸屋
［4F／定食 03-5799-4929］

タリーズコーヒー
［2F／カフェ 03-5426-3445］

焼肉 叙々苑
［4F／焼肉 
03-5451-0089］

崎陽軒
［1F／シウマイ・弁当 03-3428-6577］

Happy Bag 限定のビーンズやコールドブリューコーヒー、コーヒー
グラス、ドリンク引き換えチケット（コーヒー・カフェラテ・
ティーのいずれかの S サイズが5枚）などの詰め合わせです。

期間 7月3日（月）〜なくなり次第終了
期間 8月中旬まで（予定）

　　　　　　  タリーズ創業20周年記念

「20th Anniversary Happy Bag」
¥3,000

※6月10日（土）より予約開始

ミスタードーナツ
［1F／ドーナツ 03-6413-6961］

夏のおすすめ 夏のおすすめ 夏のおすすめ 夏のおすすめ

夏のおすすめ 夏のおすすめ 夏のおすすめ

7日間限定

夏のおすすめ数量限定販売

夏の食卓を彩る 夏限定商品 夏限定商品

※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。※店舗によりセールやフェア、サービスの開催期間が異なります。

初回限定


