
経堂コルティ

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。

3日間限定

9日間限定 10日間限定

（100ｇあたり） 

「フルーツのカスタードタルト」

「夏の特上にぎり」

「蒸し鶏とパクチーのやみつきサラダ」

（ホール）5％OFF

「北欧の
塩パンセット」

通常¥2,115→¥1,800 通常¥3,974→¥2,570

通常¥480→20%OFF¥384

10%OFF

通常¥1,987→¥1,887

通常¥1,502→¥1,394

¥300
長袖のワイシャツを半袖にするお直し

各種20%〜30%OFF
各種20%OFF

各種10%OFF 10%OFF

10%OFF
通常 ¥15,120→¥13,608

通常￥594→¥584 ご来店してお申し込みいただいた後、ご自宅から宅配便
にて発送。仕上がり品もご自宅にお届けします。

ケア用品、夏のお得セール開催！

「J&J ワンデー アキュビュー トゥルーアイ」

1回のお会計で
¥1,000以上
お買い上げのお客様

リース

期間 6月29日（金）〜7月4日（水）

期間 7月7日（土）〜8月下旬　※なくなり次第終了

期間 6月30日（土）〜7月9日（月）

期間 6月30日（土）〜7月8日（日）  ※各日、なくなり次第終了

期間 6月29日（金）〜なくなり次第終了

期間 6月30日（土）〜7月2日（月）

期間 6月29日（金）〜7月16日（月・祝）期間 6月29日（金）〜8月31日（金）

期間 6月30日（土）〜7月8日（日）

期間 6月30日（土）〜7月16日（月・祝）

期間 6月30日（土）〜7月22日（日）

★ご来店時に「当チラシ」を見たとお伝えください。
※購入には眼科の処方せんが必要となります。

※詳細はお問い合わせください。

爽快なボディソープと汗拭きシート、さらっと洗い上げるシャンプー＆
コンディショナーをメッシュタイプのポーチにまとめたお得なセットです。

★ヘアケア・オーラルケア・フレグランスなどのお買い得な商品
をご用意しております。

夏のイエローバザー
開催
期間 6月30日（土）〜なくなり次第終了

30セット限定 「サマーセット2018」

期間 6月29日（金）〜なくなり次第終了

夏物対象商品 アパレル・キッチン・インテリア雑貨など 夏物対象商品
20%〜50%OFF 20%〜50%OFF 20%OFF〜★Ｔシャツやサンダルなどが、お求めやすくなっています。 ★セール限定アイテムもご用意しております！

期間 6月30日（土）〜なくなり次第終了 期間 なくなり次第終了 期間 6月29日（金）〜なくなり次第終了

HOKUO
［1F／パン・サンドイッチ・喫茶 03-5799-3131］

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］

BAKERY& CAFE手づくりパン専門店 

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

つくばクリーニング
［1F／クリーニング 03-5799-6448］

グリーン・グルメ
［1F／洋総菜  03-5799-4571］

フロ プレステージュ
［1F／洋菓子 03-5426-3443］

横浜 昇龍園
［1F／中華惣菜 03-3428-6868］

ODAKYU FLORIST
［1F／生花 03-5799-6387］

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］

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］

暑い夏を爽やかに演出します！

今、インテリアとして年間を通してリースを飾る方が増えています！
水を使わないドライ素材のため、大変長持ちいたします。

通常1個¥120の「北欧の塩パン」を3個セットのお得
な価格でご提供します。

素揚げしたなすと湯通ししたオクラに、生姜風味の特製中華ダレを
からめ、ネギと白ごまを添えた、さっぱりした味わい。

Odakyu OX 衣料品
［1F／衣料 03-3439-8181］

たごさく
［1F／おこわ・弁当 03-5450-3071］

「涼味なす」（1パック） 

「布団３点宅配パック」

京樽
［1F／寿司 03-5426-0344］



東京都世田谷区経堂 2-1-33 
小田急線「経堂駅」北口すぐ

03-5450-2571（代）

※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。

238 ・木 24 金238 ・木 24 金

大好評イベントを今年も開催！！

経堂コルティ

Health & Beauty Service

Summer Recommendation

Restaurant & Cafe Information

1st Floor Information

Clinic & Service Information

「ひんやりシャツシャワー／
北見ハッカ通商」

菊屋ポイントカード Wポイント

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］

★7/31（火）までに上記商品お買い上げの方、先着10名様に「キレイのススメ 
つやつやぷるんゼリー」プレゼント！

北見ハッカ通商のハッカ油配合のシャツシャワー。お出掛け前やおや
すみ前にシュッとスプレーするだけで、ひんやり冷涼感を楽しめます。

「資生堂 エリクシールホワイト エンリッチド クリアクリーム」

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］

松村医院
［3F／皮膚科・泌尿器科 03-3425-1212］

「夏の味覚」フェア開催
¥3,240

¥270「涼菓あわせ」（13個入） 「アジフライ」1枚「ひょうちゃんミニタオル」プレゼント
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。 素材の味を生かした水羊かんやフルーツ

ゼリー、プリンなどの詰め合わせです。

1回のお会計で ¥1,080以上お買い上げ
の各日先着20名様。 新感覚スノーアイス。 全６種類。

生きのいい脂ののった長崎県五島列島
沖産のアジを揚げた、サクサクとした
歯ごたえが自慢の一品です。

経堂みどり薬局
［3F／調剤薬局 03-5426-2150］

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

¥890¥918

¥313

¥750 ¥1,330¥1,274

「豚しゃぶサラダと具だくさん豚汁」「ニンニク素揚げ」

「氷 マンゴーミルク」 「向日葵」（ひまわり）「ひんやりパスタ 
えびとケールの明太子マヨソース」

「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 
「ヘッドスパ」
通常￥5,400→￥4,320

「メンテナンス クーポン」プレゼント!

「振ってひんやりクールタオル」

本体 ¥9,180・つけかえ¥8,640 ¥1,350 「選べるレンズ付メガネ 1組」¥13,800〜
「薄型調光レンズ 1組」¥17,000〜 「薄型偏光レンズ 1組」¥17,000〜

「夏のスッキリセット 60分」20％OFF
「ボディケア30分」＋「フットケア30分」コース

通常￥5,864→￥4,692

夏に役立つ課題図書や自由研究キットなど豊富！ 4月から標準生命表が改定になりました！

炭酸泉で頭皮汚れを洗浄後、指圧で疲れを癒し、仕上
げは頭皮の美容液を導入。頭皮から美髪を育みます。

ニンニクをゴマ油で香ばしく揚げた、ホクホクとしたお芋のような食感。
叙々苑の隠れた人気メニューです。スタミナをつけて夏を乗り切ろう。

マンゴーの果肉、マンゴーソース、コンデンスミルクのたっぷり入った、
マンゴー好きにはたまらないかき氷。冷たい甘味が暑さを癒します。

長崎県松浦港水揚げの鯵をサックリと揚げた鯵フライと、青森県産帆立
のクリームコロッケの盛り合わせ。わさびおろしでさっぱりと！ 

サラダは、豆板醤（トウバンジャン）の辛味と豆鼓醤（トウチジャン）のコク
のゴマだれが絶妙。やさしい味わいの、豚汁とのセットです。

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です。夏バテに、行楽疲れに、整体師のボディメンテナンス

をどうぞ。※他の割引とは併用できません。

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！ この機会にぜひご来店ください。

夏休みの宿題に選ばれる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」も開催しています。

水に濡らしてバタバタとあおぐように振ってから、体に当て
るとひんやり感じるタオルです。夏のレジャーはもちろん、
スポーツをする時にもうれしいクールアイテムです。

4月から標準生命表が改定になり、一部商品の保険料
が見直しされました。ぜひ、この機会にご確認を
おすすめします。詳しくはご来店ください。

通常¥1,000で１ポイントを期間中はポイント２倍付与！ 
★菊屋ポイントカードの詳細はお問い合わせください。

期間 7月4日（水）〜7日（土） 期間 6月30日（土）〜7月16日（月・祝） 期間 9月上旬まで

期間 6月30日（土）〜7月31日（火） 期間 6月30日（土）〜7月31日（火）期間 6月30日（土）〜7月16日（月・祝）
※他の割引とは併用できません。

※有効期間3カ月間。商品対象外、他の割引・クーポン
とは併用できません。

※超薄型、遠近両用も選べるメガネのセットや、紫外線に反応して色が変化
するレンズなど、この機会にぜひ。

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

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］

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］

とんかつ和幸
［4F／とんかつ 03-5450-9330］

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］

とんかつ新宿さぼてん
［1F／とんかつ 03-6413-5401］

HAPPY  BAG 限定のビーンズやドリンク（コーヒー・カフェラテ・ティー）チケット、
タンブラーがオリジナルデザインのペーパーバッグに入ったセットです。

当店定番の冷やしスパゲッティ。えびと青汁の材料などで知られるケール
を、明太子マヨネーズで仕上げたさっぱりとした味わいです。

期間 なくなり次第終了 期間 8月2日（木）まで（予定）

期間 7月2日（月）〜8日（日）

「21st ANNIVERSARY HAPPY BAG」¥3,000

夏の食卓を彩る 夏期限定商品 プレゼント 夏のおすすめ夏のおすすめ

※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。

文明堂
［1F／和菓子 03-5477-2022］

ミスタードーナツ
［1F／ドーナツ 03-6413-6961］

「コットンスノーキャンディ 2018」
1個 ¥561〜¥669

夏期限定商品

7日間限定

初回限定

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 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

期間限定

オプティック パリミキ
［2F／メガネ 03-3425-7731］

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、
上の URL や右の QR コード
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、右の QR コード
からどうぞ。

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

経堂コルティWEBサイト 経堂コルティ公式アカウント

【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（一部店舗を除く）
■ ｢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。

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。

www.odakyu-card.jp
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