
 アル・プラザ
金沢専門店街

スニーカークリーニング
500円（税別）
新生活！キレイなスニーカーで
新生活むかえませんか？

1f 黒川クリーニング社クリーニング ☎076-234-1739

こけもも
アクセサリー・服飾雑貨・雑貨 
☎076-221-7556

1f

こけももアクセサリー

フレッシャーズ応援として通常レザース
トラップのモデルをメタルブレスの装い
でご用意。
レザーストラップモデル価格で、メタル
とレザー2本のストラップがセットに
なっています。

数に限りあり。お早めにどうぞ！

〈TISSOT〉 
ティソ シュマン・デ・トゥレル
スプリングキャンペーン

83,000円（税別）

ジュネサカモト
時計・ジュエリー ☎076-223-33981f

1f 花好生花店 ☎076-224-8744

この5日間は春の香りがする
鉢花を2割引にて販売いたします。

春のしあわせ肌
ご紹介中！

9,800円（税込）
メガネ一式

1f メガネの三城 メガネ ☎076-234-1591

（薄型1.60UV単焦点レンズ付）

2,880円（税込）
花粉グラス（度付レンズ対応品）

※昨年比予想、金沢はやや多め

コーナー拡大

みずべ
化粧品・コスメ ☎076-234-16501f

1f 馬里紗 バッグ ☎076-234-3609

 サイネリア、ラナンキュラス、ポリアンサスなど

入園・入学のお祝いに
図書カードを贈ろう！

北国書林
書籍・CD・DVD ☎076-224-19662f

シューズ・雑貨

ASBee fam.
シューズ・雑貨 ☎076-223-11922f

マジックベルトタイプ

3,900円（税別）
次世代シューズUNLIMITIV

6色19～24㎝

ヒモタイプ

3,900円（税別）3色19～24㎝

キッズ春のオススメ！

3,200円（税込）6,400円→

その他、目玉商品が多数あります。

クラフト・ループ
手芸用品・生地の販売 ☎076-233-08872f

コンピュータミシン Bf-7700
・液晶表示・実用20模様
・自動糸調子・自動糸切り
・ダイレクト選択・スクエア送り 他

57,800円（税込）

brother

3年
保証

3年
保証

コンピュータミシン f250-J
・ボックス送り・自動糸調子
・自動糸切り・液晶ディスプレイ
・フットコントローラー付 他

57,800円（税込）

JUKI

※期間中ご注文でワイドテーブルプレゼント

＜ミシン大商談会!!＞

クラフト
ショップ

LIDO
美容室 ☎076-222-7751

プレミアムパーマ（カット込み）
7,992円（税込）平日のみ→

撥水加工で
雨の日も
安心！

新入学・通学リュック

10%OFF
※一部除外品があります。

新生活応援！！
買取金額UPキャンペーン
買取
金額 クーポン10%UP
※査定額5,000円以上でご成約の方のみ。

買取Merry
買取店 ☎076-224-7188

新規客様
限定

合カギ・靴
鞄修理

コーラス 
合鍵作製、靴・鞄修理 ☎076-260-11691f

ジーンズ丈つめ
648円（税込）通常756円→

保険相談ひろば

1f アイアール保険相談ひろば保険 70120-774-388

約38社取扱保険会社

無料相談会実施中

生命保険・自動車保険

2f ミシン工房 洋服・バッグリフォーム ☎076-260-0481

パンツ丈ツメ10%OFF

1週間無料体験
実施中‼

2f カーブス女性だけの体操教室 ☎076-234-1414

60分で縫える
夢の洋裁教室ただいま会員募集中

1,000円（税別）要予約

2f

※ご入室の際、このご優待券をフロントにお出し下さい。
　ルーム料金の30%を割引きさせていただきます。
※他のサービスとの併用は出来ません。
※当日一回限り、当店のみのご利用とさせて頂きます。
※フリータイム、各種パックは対象外。
※非会員料金からの割引となります。

特別ご優待券30%OFF
有効期限：2019年4月30日（火）まで

フィットアカデミー
個別指導学習塾 70120-927-161

春期講習
無料‼
※4回分に限ります。
※新規入塾者が対象となります。

2f げんき堂整骨院げんき堂鍼灸院 
整骨・鍼灸・整体 ☎076-256-5548

美容鍼灸おためしキャンペーン

小顔、リフトアップしたい方や、シミ、シワのケアに。

50%OFF→ 3,500円（税別）
小顔・リフトアップ・シミ・シワ（40分）

美容鍼灸（10回）回数券
50,000円をこの期間だけ

40,000円（税抜）20%OFF

2f 開進堂楽器楽器・音楽 70120-86-8355

ヤマハ音楽教室1～5才

入会
受付中‼

4月開講・5月開講

詳しくはwebへ

ヤマハ アルプラザ金沢 検 索

佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ 洋裁教室 ☎076-223-1366

まずは体験に
お越し下さい。

新生活グッズは
ピンクのお店
♥こけもも♥で！

新入園・新入学 4切写真
（25×30㎝）

お写真をご購入いただいたお客様全員に

写真入り定規プレゼント!!
（購入したお写真からお選びください）（ ）
フォトスタジオ チャオ
写真館 70120-939-4102f

brother

JUKI

スマホと連動して運動神経を分析！！
アルティメットモードで能力を伸ばそう！！

アンリミティブ

※写真は、イメージです。

※写真は、一例です。

※写真は、一例です。※写真は、一例です。

2f
別棟 2f

別棟

※一部対象外品あり

1f
別棟

1f
別棟 カラオケ館

カラオケ ☎076-221-9111

※写真は、イメージです。

※一部除外品あり

ロザン & KEYWEST 
レディスカジュアルファッション 
☎076-255-1404

1f

レディスカジュアルファッション

ロザン＆

2019

スプリングセール

MAX80%OFF

トップス～ボトム
1,000円～（税別）

1f クールカレアン婦人服 ☎076-255-2373

23,000円（税別）スカート

24,000円（税別）バッグ

18,000円（税別）ブラウス

1f ハニーズ婦人服 ☎076-224-9082

ハーフ丈トレンチコート
◎カラー:ネイビー、ピンク、サックス
　ベージュ、ライトベージュ

4,980円（税込）

春の定番トレンチコートでキレイめ
スタイル♡

スプリングコート・パンツ
50%OFFコーナー

1f ジグザグ婦人服 ☎076-224-2263

カットソー1,000円（税別）

1f ジュアン婦人服 ☎076-231-1221

カットチュニック
フリーサイズ5,400円（税込）

1f groveレディース ☎076-265-6003

新生活にオススメのBAGやパンプス
多数取り揃えてあります。

やわここちパンプス（7色展開）
5,397円（税込）

サブバッグ付きトートバッグ（3色展開）
4,965円（税込）

特撰呉服専門店

各3,900円（税込）
お仕立て上がり着物（化繊）

※ご購入は、着物・帯・長襦袢の３種類から
　お一人様1点限りとさせて頂きます。
※セール期間終了後も同一価格にて販売する
　事がございます。

〔着物・帯各種（細帯・京袋帯・八寸帯）・長襦袢〕

2f ほていや金沢店呉服 ☎076-260-0835

JACK 
ジーンズ、カジュアル ☎076-255-60041f1f 3can4onファミリー ☎076-265-6665

サラリとした素材感が春夏シーズンに
ぴったりです！

◎素材：ポリエステル100%　
◎カラー：白、グリーン、ネイビー

スキッパーコクーン
ワンピース 2,990円（税別）

ファミリーカジュアル

3,900円（税別）ブランドリュック

パセリハウス with COMPASS
バラエティ雑貨 ☎076-256-57602f1f シーナ婦人服 ☎076-224-2313

カットソー 2,900円（税別）
ベスト 2,900円（税別）

期間中ダイヤモンド
全アイテム10%OFF

大人への門出、人生の節目に
ダイヤモンドを！

皮カジュアル

スカルぺ21  
レディースシューズ
☎076-223-1130

1f

20%OFF22.5㎝～24.5㎝

7,840円（税別）通常9,800円→

※写真は、イメージです。
※写真は、一例です。

お買い上げ金額に応じて

JACKお買物券
プレゼント！！

1,500円分
2,000円分

1,000円分
500円分

〈税込〉 8,000円で

〈税込〉10,000円で

〈税込〉 5,000円で

〈税込〉 3,000円で

進呈

エステール 
宝石 ☎076-263-54321f

チュニック

1,500円（税別）均一
パンツ30%OFFコーナー

1f LIMITEDミセス婦人服 ☎076-224-8023

※写真は、イメージです。

※セール品は除く。
※写真は、一例です。

応援セール応援セール
新生活新生活

※写真は、一例です。

マクドナルド
ファストフード ☎076-222-84551f

魚笑 魚屋の飲食店 ☎076-232-2345

刺身が
一押し

ご飲食代
（税別）5%OFF

1f かね吉精肉 ☎076-223-3123

国産黒毛和牛
肩ロース焼肉用

490円（税抜）100gあたり980円→

国産豚肉
肩ロース焼肉用

168円（税抜）100gあたり208円→

1f 芝寿し寿し・弁当 ☎076-262-1432

さくら弁当 918円（税込）
春のお花見に

1f

限定
40個

みず穂の和み
640円（税抜）1本

そのまま食べるのがおすすめの生
食推奨パン。（4月1日より価格が
660円（税抜）になります。

1f スイートガーデン洋菓子・ケーキ ☎076-224-2922

桜どらやき

桜バウムクーヘン
140円（税込）

140円（税込）

期間限定「桜のお菓子」入荷開始
しました。

半月どらやき
130円（税込）150円→

箱物

10%OFF
※一部除外品有り

お好み焼（ブタ玉）
500円（税込）550円→

1f たこ八たこ焼き ☎076-260-0848 1f シャルマダイニングインドカレー ☎076-224-8115

タケノコキーマカレー
680円（税抜）

限定
20食

ダートコーヒー岡田屋
喫茶・コーヒー豆販売 
☎076-234-1755

1f

さくらブルボン
648円（税込）100g　

春からの新生活を美味しい食卓で
始めよう！

さくらのようにほんのり甘く
華やかなコーヒーをどうぞ。

※写真は、イメージです。

※写真は、イメージです。

旬の味、地物の筍と豚挽肉を使った
カレー。

刺身が美味しい店。
1f

別棟

半額

パリ クロアッサン 
パン屋・ベーカリー ☎076-231-6911 1f 和菓子 末広堂和菓子 ☎076-223-2326

別棟 ココスファミリーレストラン
☎076-234-6331

刺身定食（並）1,000円（税抜）

1f サーティーワンアイスクリームアイスクリーム ☎076-232-0831

31日は
【サーティワンの日】

ダブルが

31%OFF！
ダブルカップを買うと
ミニサイズの
アイスクリームを
“オン”

ミニオン
キャンペーン

30日
まで

※写真は、イメージです。

※写真は、イメージです。

※写真は、イメージです。

税抜・税別表記のない価格は全て税込価格です。

※お会計の際レジにて係員にお渡し
　ください。
※本券は伝票1枚につき1会計まで。
※他の％割引との併用不可。
　(2019年4月20日(土)まで)

厳選春グルメをアルモードで満喫！
SPRINGGourmet

A L M O D E  S P R I N G  FA I R

アルモードの新生活応援特集 SPECIAL TOPICS
サービス＆カルチャーの
お得情報が満載！

いまだけ、ここだけ！
お得商品の数々で

今年の春を楽しもう！！

いまだけ、ここだけ！
お得商品の数々で

今年の春を楽しもう！！

3 28
THU

START!!

from
3.28THU  4.1MON

広告の品
ご奉仕日

営業時間
あさ10時からよる9時まで

お得な情報をお届けします！
アル・プラザ金沢 専門店街公式ホームページ アルプラザ金沢 アル・プラザ金沢専門店街お元気ですか?おおおおおおおおおおおお

ポイント
3倍

進呈期間 土
3.30

日
3.31 2日間

限り

倍進呈倍進呈33全館
専門店では
実施していない
店舗もございます。
ご了承ください。

※一部対象外の店舗・売場もございます。ご了承くださいませ。
※タバコ等一部ポイント対象外商品もございます。
※銀行系・信販系等のクレジット及び他社ギフト券・友の会などの
　金券ご利用時のポイントは加点いたしません。

HOPカードの感謝ポイントHOPカードの感謝ポイント


