
新梅田コクミン薬局 ミスタークイックマン 靴磨き専門店Burnish 時計修理のMr.BOB 毎日ラッキースポット

梅田 もりわき骨盤鍼灸整骨院 リフレッシュ工房オズ フタバクリーニング

ファミリーマート コクミンドラッグ ジャパンギフトサービス ユイ ケンフォード ザ・ダイソー

シューギャラリー Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｓｕｉｔ　ＦＡｃｔｏｒｙ 青森・岩手えぇもんショップ カメラのナニワ ＣＯＰＯ

中央コンタクト ビッグヴィジョン 文字の店 つるやゴルフ アップス

インデアンカレー ｎｅｗ ＫＯＢＥ 千鳥屋宗家 クックデリ御膳 ドトールコーヒー

都　由 鮮酒鮮味工房　若狭 石　ＧＯＫＵ 中央軒 杵　屋

カフェ・ド・クリエ 堂島ムガル 天はな 豚屋とん一 信州おらが蕎麦

マルシゲ・プラス かっぽうぎ 吉野家 ローマ軒 ダル食堂

京都勝牛 北野八番亭 レオニダス

新規オープン

キーフェルコーヒー 明日の食パン

7月1日(月)～7月5日(金)限定！！サービス一覧

全国どこの処方せんも受付け

ております。処方せん受付の

ネットご予約も可能です。

【ご来店者様全員対象】

リフレクソロジー(足つぼ)30分

￥3,240→￥2,700
※他の割引との併用できません。

スーツ（スペアパンツ付）

￥３９，０００（税抜）

飲食・喫茶・食品ショッピングサービス

合鍵2本以上ご注文のお客様

100円引き
【靴セット割】

ソールとかかとセットでご注文のお客様

３００円引き

※サービス内容は一部変更する場合があります。

料金10％OFF
※修理、その他一部対象外のメニュー有り

宝くじ1,000円以上ご購入のお客様

先着300名様に

液体洗剤(小パック)

プレゼント！

オススメメニュー

「牛ロースカツ京玉膳」

黒毛和牛ステーキ丼

１，２８０円（限定２０食）

マルシゲオリジナル商品呼吸チョコ

今だけ増量中！！

更に本日限定レギュラーサイズ

20％OFF

贅沢天ぷら定食に

エビ天１尾サービス

ケーキセット

５０円引

ハイボール半額

４００円→２００円
おむすび

全品１５０円

手作りおにぎり

１個 120円⇒100円
売店商品

１０％ＯＦＦ

１，０００円（税別）以上

お買い上げのお客様に

本千鳥饅頭１個進呈

お得なランチ回数券を

限定販売！
※3,300円分(300円×11枚)の回

数券を3,000円で販売します。

ご飯の大盛り

無料！

【ランチ】

Wナンセット 950円→900円

【ディナー】 ハイボール1杯目100円
（※２杯目からは350円）

ささみの竜田揚げ

梅しそ巻き

１３０円/１００ｇ

牛リブロースカツ京玉膳

1,380円＋税

2019年度の

Newゴルフクラブや

夏物ウェア
たくさん入荷しております！

紫外線対策！

美容鍼1,000円

キャンペーン実施！

お会計されたお客様

お菓子プレゼント！

紳士靴

１０％OFF！

店頭価格より

コンタクトレンズ 10％OFF

カラーコンタクト 5％OFF
※一部除外品あり、他割引、クーポン併用不可

¥４，９００＋税までの

ワイシャツ、ネクタイ、ベルト

３点で¥１０，８００（税込）

記念切手シールタイプ

1シート(82円×10枚)→805円

1シート(62円×10枚)→605円

柄選べます！

1,000円(税込)以上お買上で

1品１０％OFF
※直販化粧品など一部対象外商品が

ございます。

ジャンボフランク

通常価格より３０円引き
※10：00～20：00に限定

スーツ（スペアパンツ付）

￥３９，０００（税抜）

ウォッシャブルスーツ

￥31,000（税抜）～

ビジネスに役立つ

アイテムを品揃え！

店頭価格より

コンタクトレンズ 10％OFF

カラーコンタクト 5％OFF
※一部除外品あり、他割引、クーポン併用不可

￥１９，０００＋税以上のスーツorジャケットご購入で

3,900円＋税までの

シャツ or ネクタイ
プレゼント！

7/4(木)～7/10(水)

３周年創業祭

開催中！

2019年度の

Newゴルフクラブや

夏物ウェア
たくさん入荷しております！

デジカメプリントLサイズ

10枚以上で1枚19円
(通常価格1枚50円)

●高級象牙2本セット

実印15ミリ丸、銀行印12ミリ丸

￥52,000＋税

●実印18ミリ丸￥52,000＋税

スーツ（スペアパンツ付）

￥３９，０００（税抜）

対象商品が

セール価格に！
※他割引併用不可。詳細はスタッフまで。

5,000円以上お買い上げで

500円つるやゴルフ

ギフト券プレゼント！

スーツ（スペアパンツ付）

￥３９，０００（税抜）

ロロピアーナ(伊)服地使用

オーダースーツ仕立て上り

￥49,800＋税

ハヤシライス５０円引き

６８０円⇒６３０円

●幻の堂島白玉饅頭販売
(千鳥屋堂島店、期間限定500箱7/1～7/31)

●お楽しみ袋
(大変お得なセットが限定50袋！)

●税抜1,000円以上お買い上げの方に

本千鳥饅頭を1個進呈

お肉屋さんの

牛肉コロッケ

1個４９円

売店商品

１０％ＯＦＦ

冷たいお出汁が美味しい今年の夏の新商

品“冷かけそば”をお試しください。

冷かけかきあげおろし４７０円

冷かけ温たま山かけ４９０円

16：00～

お会計から５％引き！
※夜の定食と焼きさばを除く

ごく弁お買上の方に

インスタントみそ汁

サービス！

ハイボール半額

４００円→２００円

メガハイボール半額

７００円→３５０円

17時～お1人様1杯

ハイボール無料！

コーヒー、紅茶、カフェオレ、カフェラテ、ロ

イヤルミルクティーを頼まれた方限定！

無料で１サイズアップ！
※モーニング、二杯目おかわりはサービス対象外

ディナータイム(17：00～22：00)

ご飲食のお客様に

アイスクリーム(マンゴーピューレ添え)

サービス！※お1人様1つまで

ご飯の大盛り

無料！

17時～

ハイボール無料！
※お1人様1杯限り

呼吸チョコレギュラーサイズ

通常価格より20％OFF
※20％offセールとの併用不可

ボトル半額サービス！
オススメメニュー

「牛ロースカツ京玉膳」

黒毛和牛ステーキ丼

１，２８０円（限定２０食）

オススメメニュー

「牛ロースカツ京玉膳」

黒毛和牛ステーキ丼

１，２８０円（限定２０食）

<17:00からのサービス>

お得なナポリタンセット
（ナポリタン＋生ビール＋フライドポテト）

1,000円（税抜）！

飲み放題

1,500円→1,200円
（90分ラストオーダー）

サブリナドゥパンスト

￥７８０→￥５８０

税込１，０００円以上お買上で

焼きドーナツ１個

プレゼント

【ランチタイム】

11：00～14：00の間

ランチセット680円（通常）

⇒650円にて提供

ポイント２倍！！
お昼から(14：00～L.O.)

創業祭限定パンナコッタ

夏期限定コーヒーゼリーを

特別価格４５０円！！

贅沢天ぷら定食に

エビ天１尾サービス

生ビールジョッキ¥300(税込)

生ビールグラス¥100(税込)

生ビール(中ジョッキ)

半額！180円！

人気のチョコ６個入

(ショコラアソート６P)

1,080円が900円(税込)

7/1(月)～7/5(金)の期間中、

ドーチカ街内でお買い物５００円以上で、

スクラッチカードを１枚プレゼント！
ドーチカ各店舗でご利用になれるお得なクー

ポンを削って当てよう！（各店舗、無くなり次
第終了）

さらに！Wチャンス！『縁日参加券』スク

ラッチカードで天使の広場で行われる

縁日に参加できます♪

リニューアルオープン記念

最大８０％OFF！！

税込１，０００円以上お買上で

焼きドーナツ１個

プレゼント

【ランチタイム】

11：00～14：00の間

ランチセット680円（通常）

⇒650円にて提供

ポイント２倍！！店舗ポスターを

チェック！

全品３０％OFF！
※特殊品は除く

シューズをお買上のお客様様に限り

ミニシューケアセットプレゼントまたは

Wスタンプのどちらかをお選びください。
※ミニシューケアセットは数量限定となってお

り、セール商品はWスタンプ対象外となります。


