
駐車場・駐輪場のご案内

○ 駐車場（B2・B3）
　 市営駐車場：480台
　 駐車料金：最初の1時間400円　以降30分ごとに200円
　 平日最大利用料金1,200円（年末年始除く）
　 出入庫時間：8：00～24：00（最終入庫23：30）

○ 駐輪場
　 （MB）市営駐輪場：480台
　 （B1）ル・シーニュ駐輪場：350台　合計830台
　 駐輪料金：最初の2時間無料
　 以降5時間まで　  100円
　 　 10時間まで　  150円
　 　 15時間まで　  200円
　 　 20時間まで　  250円
　 　 24時間まで　  300円

P

ル・シーニュ
〒183-0023  府中市宮町一丁目100番地

検索ツナガル・シーニュ最新情報は、公式
SNSをチェック！

LE SIGNE  Facebook

LE SIGNE  Twitter
@lesigne_0714

まちびらきを彩る、スペシャルイベント！まちびらきを彩る、スペシャルイベント！

ル・シーニュについての詳しい情報はWEBサイトをご確認ください。

http://www.les igne.jp

B2
府中の森芸術劇場 分館

府中市市民活動センター プラッツ
5・6F

オープニングイベント開催

　 出入庫時間：（MB）6：00～23：00 （B1）6：00～24：00

タイミングを合わせてジャンプ
その瞬間を360度

動画として切り取ります。

1 みんなでジャンプ

撮影イメージイラスト

2 スマホですぐに見れる

動画はURLから
ダウンロードでき

その場で見ることができます。

誰でも
参加OK！ 「ミニスタジオ」が期間限定で登場!

参加者にはその場で編集したジャンプ動画を
無料でプレゼント。

公式HPで
動画イメージ公開中

台のカメラで

360
24

まちびらきSPECIAL EVENT

をつけてシェアしてね!
「＃府中でJUMP」
3 特別なアプリは必要ありません。
その場でSNSへ!

ショッピング 10：00～20：00
レストラン 11：00～23：00
クリニック 9：00～20：00
※一部店舗・施設により異なります。

※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。 ※掲載の画像はイベント時の動画の仕上がりとは異なります。

まちびらきSPECIAL EVENT

ル・シーニュ開業記念 府中駅南口エリア合同イベントル・シーニュ開業記念 府中駅南口エリア合同イベント お買い上げ先着プレゼント！！お買い上げ先着プレゼント！！
ル・シーニュ、フォーリス、伊勢丹、くるるのお買い上げレシート
3,000円以上（税込、合算可）をイベント会場にてご提示いただ
くと、お楽しみバッグをプレゼント!

ル・シーニュ開業を記念して、フォーリス、伊勢丹、くるる、株式会社
府中駐車場管理公社とル・シーニュが合同でイベントを開催！

10：00 ペデストリアンデッキ期間 場所

毎日中身が
変わるよ！

よりスタート
なくなり次第終了

期間

場所 2F

度から
動画撮影!

世界初
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イベントで
は
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府中グリーン
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大國魂神社東 宮町2 八幡宿

ル・シーニュ

京王線 府中駅
くるる

フォーリス・
伊勢丹

至 新宿→

←至 八王子

府中駅北口

駐車場入口 駐輪場入口

3日間 合計6,000名様 （各日2,000名様）

 ※当日のお買い上げレシートのみ有効

多世代が楽しめるミニマルシェ・ダンスやアカペラ、
地下2階では落語やコンサート！
府中市内の団体も多数出演!

多世代が楽しめるミニマルシェ・ダンスやアカペラ、
地下2階では落語やコンサート！
府中市内の団体も多数出演! ※7/17（月・祝）もイベント開催

by まちづくり府中

府中駅南口2F

※荒天時は場所が変更になる場合がございます。

金7/14 日16土15

土7/15 日16

金7/14 日16土15
※最終受付各日17：30

● 京王線「府中駅」南口から徒歩1分（ペデストリアンデッキより直結）
● 日曜日および祝・休日の正午～午後6時は
　　　　 区間車両通行止め
● 甲州街道の府中駅北口交差点は、八王子方面からの右折不可

※車両通行止めの時間帯は右折入庫となります。

ル・シ ー ニ ュ

GRAND OPEN!!
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フロアによ

り営業時間
に

変更がある
場合があり

ます。

府中駅前

まちびらきSPECIAL EVENT 武蔵国 府中大使

お買い上げ先着プレゼント
合計6,000名様
（各日2,000名様）

10：00
なくなり次第終了

より
スタート

松本莉緒
スペシャルトークショー

金7/14日時

場所 2F
期間

場所 2F
期間

場所 ペデストリアンデッキ
10：30～

ル・シーニュ開業記念
府中駅南口エリア合同イベント

府中駅南口

金7/14 日16土15 金7/14 日16土15



①7/14（金）10：00～本マグロの解体ショー開催
②7/14（金）～17（月・祝）びんちょうまぐろ1皿2貫→1皿3貫

《オープニング特典》

3F
「ル・シーニュ」はフランス語で「萌し、予感」を

意味する言葉で、色々な意味を持っています。

かつて武蔵国府であった街の表玄関として、

「ル・シーニュ」は、バランスのとれた華やかさと

品格を持ち合わせたロゴデザインと響きから、

施設コンセプトを表現しながら、人と人が出会い

事が起こる目印・シンボルとなります。

この場所に寄り添えば

心は豊かに触れあい、

新たな出会いが生まれ、

何かが起こりそうな、

未来に対する希望が生まれます。

京王電鉄京王線府中駅南口に新しく複合施設「ル・シーニュ」が
7月14日(金)にオープン。地下１階から地上４階までは商業ゾーン
となり、物販・飲食・サービス店舗など約90店舗が入居します。

また、地上５・６階、地下2階は公共施設が入ります。伊勢丹、フォー
リス、くるると共に未来に向けて生まれ変わる府中の街のさら
なる文化の発展に貢献していきます。

府中駅南口再開発がついに終了！ 府中駅前に新たな街が完成しました。

ル・シーニュのご案内

公共施設

グルメ・ショッピング・
クリニック・サービス

外観完成イメージ

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。 ※表示価格には、すべて消費税が含まれております。 ※商品は数に限りがございます。品切れの際にはご容赦ください。 ※掲載の画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※天候などの諸事情により、イベントは予告なく中止・変更する場合がございます。 ※一部対象外の商品・サービスがございます。

梅の花【創作和食】

《オープニング特典》
《オープニング特典》
「名物とうふしゅうまい（10個入）」
通常1,360円→1,000円
※8/31（木）まで ※お持ち帰り商品

「湯葉」と「豆腐」を中心とし、四季やこだわ
りの食材を使用した和食レストランです。

目利きの銀次【居酒屋】
獲れたて鮮度にこだわった直送鮮魚を
はじめ、国産野菜などの食材を活かし
た、美味しい料理の数々をご提供。

YAKITORI&SAKE 鳥光國【焼鳥BAL】
伝統の焼鳥と、革新的なサイドメニューと、
厳選した日本酒のマリアージュ。新感覚
焼鳥&日本酒BAL。

テラコッタ【イタリアン】
モダンとクラシックが融合した店内で、こだわりの生パスタ
をどうぞ。オリジナリティ溢れるパスタやサラダなどメニュー
豊富にご用意しております。

レストラン

7/14（金）～17（月・祝）、1,000円以上お買い上げのお客
様、先着100名様にシュガーラスク（小）1個プレゼント！

約100種類のパンで幸せな毎日をご提供する
手づくりパン専門店。安心安全な素材で、自社の
パン職人が手づくりで仕上げるこだわり商品。

《オープニング特典》

《オープニング特典》
1,000円以上お買い上げのお客様、先着1,500名様に「Café&Meal MUJI
オリジナルマイ箸」プレゼント ※なくなり次第終了

Café＆Meal MUJI/H.I.S.【カフェ&トラベル】

焼きプリン
380円

Café MUJIの
ソフトクリーム（ミックス）

380円

選べるデリ4品 1,000円

HOKUO
【ベーカリーカフェ】

一皿150円均一！（税抜価格） 板前が入魂の手握り
でご提供。TVでも紹介された絶品厚焼き玉子や
新鮮ネタをご用意してお待ちしています。

7/14（金）～17（月・祝）、生ビールが108円

焼鳥などおなじみの居酒屋メニューはもち
ろんお寿司も食べられる和風居酒屋。お友達
同士やご家族でぜひご来店ください！

《オープニング特典》

中村家 二の丸
【すし居酒屋】

日々の中にあるホッとする瞬間やくつろぎの
ひととき。そんな「価値ある時間（とき）」を
おいしいコーヒーと共にご提供します。

エクセルシオールカフェ
【カフェ】

7/14（金）～16（日）、本チラシご持
参でドリンクサービス

ショッピング後のティータイムに中国茶・飲茶、
軽食にお粥セットはいかがですか？ ランチ・
夜のお食事には中華料理セットをどうぞ！

《オープニング特典》

レストラン プリンセス
【中華料理】

グランドオープン記念バッグ販売 ※なくなり次第終了

世界より厳選したコーヒー豆を使用。一杯
一杯手づくりの本格エスプレッソをお楽しみ
いただける、スペシャルコーヒーショップです。

《オープニング特典》

タリーズコーヒー
【カフェ】

レアの旨さが味わえる、厳選されたお肉を圧倒的
な安さで提供。グラム単位の量り売りなので、自分
好みの厚切りステーキをお召し上がりください。

いきなり! ステーキ【ステーキ】

1杯につき1つの中華鍋を使った本物の焦
がし黒醤油味ラーメン。自家製乱切り麺と
チャーシュー多めな1杯。

麺創研 紅 BLACK
【ラーメン】

濃厚辛味噌ラーメン専門店。７種の太さの
自家製乱切り麺&ボリューム満点肉野菜。
辛くないメニューもあります。

麺創研 紅
【ラーメン】

立ち食いそばながら老舗の暖簾の味をその
ままに、麺からそばつゆまですべてが自家
製。早く、安く、美味しくの人気のそば屋です。

元禄そば江戸一
【そば】

先着1,000名様にオリジナルウェット
ティッシュプレゼント

府中駅前に待望の復活！ 日本の四季をてんや
の天丼・天ぷらでお楽しみください。うどんや
そば、お持ち帰りメニューもございます。

《オープニング特典》

《オープニング特典》
7/14（金）～20（木）、ディナータイムのドリンク全品半額
※一部日本酒・焼酎ボトルを除く

7/14（金）・15（土）、対象ドリンク107円セール ※対象
ドリンク：生ビール（中ジョッキ）、レモンサワー、角ハイボール、グラスワイン（赤・白）

天丼 てんや
【天丼・天ぷら専門店】

回転寿司
たいせい
【回転寿司】

旅と食をテーマにしたCafé&Meal MUJI。
素材の味を活かし、自然のうま味を引き出すためできる限りシンプルに
調理しています。店内のH.I.S.カウンターで旅のご相談も承ります。

一進【うどん】
一進でしか味わえない、食べ応えの
あるコシの強いうどん、うま味を追
求したうどんつゆ。季節ごとに様々
なうどんをご提供いたします。

宮崎産の旨い鳥
とり家 ゑび寿
【大衆酒場】
京王線沿線初！ 一度食べたら忘れられない、旨くて安い宮崎産直の
ジューシーな若鶏焼きを存分に楽しめる鶏料理専門店が新登場！

Restaurant

プラウド府中
ステーションアリーナ
プラウド府中

ステーションアリーナ

伊
勢
丹
・
フ
ォ
ー
リ
ス
側

ペデストリアン
デッキ

ペデストリアン
デッキ

充実の飲食店舗の数々、
さらにファッション・物販
店舗、サービス店舗、そ
してクリニックなど約90
店舗で構成される。

SHOP PODSSHOP PODS
市民団体の交流や活動を
支援するオープンスペー
ス。ホール、会議室、カフェ
ラウンジ等も併設。

府中市市民
活動センター
プラッツ

府中市市民
活動センター
プラッツ

環境の整った4つの音楽
練習室を完備。音楽練習
のほか、ヨガ、リトミック
等、使い方も様々。

府中の森
芸術劇場 分館
府中の森
芸術劇場 分館

7/14（金）・15（土）、17：00以降ご来店のお客様、全品半額
《オープニング特典》

1F1F 1F1F1F

1F2F 1F

1F2F 2F3F



7/14（金）～16（日）、カクテル全品
500円

《オープニング特典》

7/14（金）～20（木）、バターチキン
カレーが500円

《オープニング特典》

チュチュアンナ
【靴下・インナー・ライトウェア】

①靴下3足626円
②インナーブラジャーショーツセット
30％OFFより ※一部対象外商品あり

《オープニング特典》

毎日をおしゃれに楽しく装うためのファッション
感度の高いソックス・インナー・ウェアをシーズン
ごとタイムリーに合わせてご提案いたします！

フード・レストラン・スーパーマーケット ファッション・ライフスタイル雑貨

※商品は数に限りがございます。品切れの際にはご容赦ください。 ※掲載の画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※天候などの諸事情により、イベントは予告なく中止・変更する場合がございます。 ※一部対象外の商品・サービスがございます。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。 ※表示価格には、すべて消費税が含まれております。

7/14（金）～16（日）3日間限定セール開催日替わり
目玉品あり ※なくなり次第終了 ※各日お一人様1点限り

《オープニング特典》

おかしのまちおか【お菓子】
わくわく楽しいお菓子店！ 店内は見渡す限り
お菓子でいっぱい！ お菓子の種類がとっても
豊富な専門店です。

マイカリー食堂【カレー】
カレー専門店ならではの豊富な種類のカレー
をご用意。季節ごとに様々なカレーをお楽し
みいただけます！

ラケル
【オムライスレストラン】

7/14（金）～23（日）、ご来店のお客様、各日先着
100名様にラケルの美味しい食材プレゼント！

《オープニング特典》

イギリス湖水地方の農家のダイニングをイメー
ジした温かみのあるお店で、安全な食材を使っ
た卵料理やデザートをお楽しみください。

四川料理 麻辣房【中華料理】
美味ここにあり！ というコンセプトのもと、
安心、安全の食材を使用し、本場の美味しい
四川料理をご提供いたします。

海鮮丼の店 やまけい【海鮮丼】
大人気の海鮮丼・生ネタ4種丼など、メニュー
も新しくなりました。やまけいの美味しい丼
ぶりをお楽しみください。

成城石井
【スーパーマーケット】

7/14（金）～16（日）、3,000円以上
お買い上げのお客様、各日先着50名
様にショッピングバッグプレゼント!

《オープニング特典》

「世界の食品を、世界の街角の価格
で。」をコンセプトに、国内外から厳選し
た“おいしもの”を取り揃えてご提供。

リンガーハット
【長崎ちゃんぽん】

お食事割引券1,000円+オリ
ジナルグッズ入りのお得袋を
1,000円で販売 ※数量限定

《オープニング特典》

7/14（金）～17（月・祝）、ポイント2倍
プレゼント ※通常500円で1ポイント 
※10ポイントでジェラートカップSサービス

《オープニング特典》

1,000円以上お買い上げのお客様
にノベルティノートをプレゼント 
※なくなり次第終了

《オープニング特典》

長崎ちゃんぽんを世界の日常食に！ を
合言葉に全国、そして世界に展開する
長崎ちゃんぽん専門店。野菜は100%
国産野菜使用！

ワッツウィズ
【100円ショップ】

ご来店のお客様、先着2,000名様にオリ
ジナルランチョンマットをプレゼント！

《オープニング特典》

「いつもに笑顔を」がコンセプトの１００円
ショップです。お客様一人ひとりの想いや暮ら
しに寄り添うようなお店を目指しています。

Kiitos【バラエティ雑貨】

2,500円以上お買い上げのお客様、先着
200名様にタオルハンカチをプレゼント

《オープニング特典》

日常生活が、ちょっとオシャレに楽しくなる雑
貨がもりだくさん！ ワクワクを感じるショップ
空間も、ぜひお楽しみください。

ミカヅキモモコ【300円均一】

お買い上げのお客様、先着300名様にオリジナル
クリアファイルをプレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

店内の商品は全て均一のALL300円+tax 
SHOPです！ ナチュラルガーリーな雑貨から
ポップなものまで幅広くラインナップ！

中華食堂 日高屋【中華料理】
麺類・餃子など豊富なメニュー。またテーブル
席とカウンター席をご用意。お一人様から
ご家族連れまで幅広くご利用いただけます。

ショットバー ダーリン
【ショットバー】
明るく元気でカジュアルなショットバーです。
女性おひとりでも気軽にお越しいただけます。

くりばやし
【餃子】
1953年開業。野菜たっぷりの餃子は、通常
サイズの1.5倍。口の中に広がる肉汁とパ
ンチの効いたにんにくがクセになります。

つけ麺 中華そば
 節【ラーメン】
府中で長年人気の豚骨ラーメン屋。つけ麺、
中華そばとメニューも豊富！ 本場九州の味を
継承した一杯をお楽しみください。

磯吉
【居酒屋】
40年間府中で営業している居酒屋。新鮮な
お刺身、プリプリの焼鳥、アツアツの揚げ物
など豊富なメニューが自慢。

丸亀製麺
【うどん】
手づくり、できたての本格的なうどんをセルフ
形式でご提供する讃岐うどん専門店。トッピン
グの天ぷらやおむすびもご一緒にどうぞ。

松のや
【とんかつ】

7/14（金）～26（水）15：00まで、人気のおろしロース
かつ定食（並）、味噌ロースかつ定食（並）が500円

《オープニング特典》

府中市に松のや再出店！ 定食も、かつ丼も、
本格的で美味しいとんかつメニューを、気軽
にお楽しみいただけます。

築地銀だこ
【たこ焼】

7/14（金）～16（日）、各種たこ焼（8個
入り）2舟お買い上げのお客様、先着
100名様にドリンク1本サービス

《オープニング特典》

表面はパリッ！ 中はトロッ！ 素材のうま味が
つまったタコはプリプリな食感です。 銀だこ
自慢のたこ焼をぜひご賞味ください。

Bleu Bleuet
【服飾雑貨】

コンセプトは地元の素敵なお店！ 季節ごとに
お部屋の居心地の良さを感じさせるような
雑貨を取り揃え、ご来店をお待ちしています。

THE CLOCK HOUSE【時計】

店内商品20～50%OFF
※一部対象外商品あり ※7/31（月）まで

《オープニング特典》

カジュアルからビジネスまで、オリジナル
ウォッチや人気ブランドを取り揃え、ライフ
スタイルを彩るwatch & clockをご提案！

グランサックス【鞄】

7/14（金）お買い上げのお客様、
ノベルティプレゼント ※先着順

《オープニング特典》

「トレンド」と「こだわり」をテーマに、都会的な
男女やニューファミリーに向けた新しいスタ
イルのバッグをご提案いたします！

T.G.C.
【メガネ】

フレーム全品20％OFF
《オープニング特典》

メガネを変えることによって、一瞬にして自分
を変えられる。T.G.C.はそんなアイウェアを
ご提案いたします。

吉祥寺菊屋
【和食器・キッチン雑貨】

お買い上げのお客様、先着750名様にノベ
ルティをプレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

昭和24年創業の和食器の老舗専門店。日々
の生活を豊かにする食器や漆器、キッチン
雑貨&お香など、生活雑貨を厳選してご用意！

SAKURAYA FOR ME
【化粧品】

3,240円以上お買い上げのお客様にオリジナ
ルトートバッグをプレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

アルビオン、エレガンス、コスメデコルテ、資生
堂、イグニスなど国内の人気コスメを取り扱
う化粧品専門店。

ステップスポーツ
【ランニングショップ】

7/14（金）～30（日）、店内商品8,000円
以上お買い上げでステップ限定シューズ
ケースをプレゼント ※先着300名様

《オープニング特典》

府中初出店の陸上・ランニングショップ。スタッ
フ全員が陸上経験者なので、経験に基づいた知
識でお客様のサポートをさせていただきます。

チヨダ はきごこち【靴】

7/14（金）～17（月・祝）、①5,400円（定価商品）以上お買い
上げで10％OFF②メルマガ会員新規ご入会及び3,240円
以上お買い上げでノベルティプレゼント ※各日先着50名様

《オープニング特典》

紳士靴や婦人靴、有名ブランドスニーカーま
で取り揃え、お客様におもてなしの心と、よ
り良い商品を提供するシューズショップです。

マクドナルド
【ハンバーガー】

7/14（金）～31（月）、本チラシご持参でプレ
ミアムローストコーヒー（Ｍ）１5０円→１0０円 
※アイスかホットかお選びいただけます
※１回限り２個までご利用可　　304□

《オープニング特典》

府中駅前にマクドナルドが帰ってきました。
おなじみのメニューを取り揃え、「スマイル
0円」でお客様をお迎えいたします。

yogorino
【クレープ・イタリアンジェラート・タピオカ】
高品質な原材料で作る低脂肪・低カロリー
のヨゴリーノとジェラート等を扱うイタリア
で人気No.1ジェラートブランドです。

ブリジェラ
【イタリアンジェラート】
イタリア・シチリア島発祥のブリオッシュ・コン・ジェラート
専門店。最高級パンと言われる温かいブリオッシュに冷た
いジェラートを挟んだ新食感スイーツが味わえます。

《オープニング特典》
7/14（金）～16（日）、2,000円以上お買い上げのお客様、オリジナルトート
バッグプレゼント！ ※7/14（金）先着1,000名様、7/15（土）・16（日）各日先着500名様
限定 ※お買い上げレシート（合算可）が必要です ※数に限りがございます

鮮度抜群の生鮮食品をはじめ、できたてのお惣菜やこだわりの食品を豊富に取り揃えた、
美味しさ満載のスーパーマーケットです。

京王ストア【スーパーマーケット】

《オープニング特典》 店内商品最大70%OFF

大人の女性の毎日を、軽やかで豊かにするファッションブランドが府中初出店。
自然体を楽しめる大人の普段着を、季節ごとにご提案いたします。

AMERICAN HOLIC【レディス】

《オープニング特典》
7/14（金）～17（月・祝）、商品お買い上げのお客様、各日先着
1,000名様にスタンプで作るオリジナルノート（無地）をプレゼント

着心地の良いウェアや素材にこだわった食品。
シンプルで機能的なステーショナリーや家具
など、くらしまわりのすべてが揃います。

無印良品【衣服雑貨・生活雑貨・食品】

THE SUIT COMPANY
【メンズ・レディス】

10,800円以上お買い上げのお客様にオリジナルフリクションペン
プレゼント ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

品質に妥協することなく、確かな生地を丁寧な縫製
で仕上げる。ファッション性がありながらお求め
やすい価格でご提供していきます。

Food·Restaurant·Supermarket Fashion·Lifestyle Goods

7/14（金）～17（月・祝）、生ビールが108円
《オープニング特典》
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①カット＋カラー＋トリートメント 13,824円→10,584円
②お子様とご一緒にご予約で、キッズカット（通常3,240
円）込みで親子で体験コース10,584円
※お子様お一人様まで ※8/31（木）まで

《オープニング特典》

一輪挿から花束まで、生花を主に取り扱って
います。お客様のご要望に沿った形でお作り
します。

商品お買い上げでノベルティグッズプレゼント。さら
に3,000円お買い上げごとに抽選で豪華賞品が当
たるハズレなしの抽選会開催 ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

宿泊を伴う国内・海外旅行5万円以上お申し込
みのお客様、先着120名様に「さわやかフルーツ
ゼリー（6個入り）1箱」プレゼント ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

ご予約の上、無料保険相談に
ご来店のお客様全員にカタログ
ギフトプレゼント ※7/31（月）来店分まで

《オープニング特典》

7/14（金）～27（木）、①ワイシャツ
105円 ②全メニュー半額

《オープニング特典》

ライフサロン【保険ショップ】

患者様から選ばれる薬局、患者様に
喜んでもらえる薬局を目指して
います。薬の相談等、お気軽に声を
おかけください。

4F

パンダ薬局【調剤薬局】
府中駅北口から「あすなろ小児科」
が移転リニューアル！ 市委託の各種
予防接種・乳児健診や、大人の内科
診療も行っています。

4F

府中駅北口から「あおぞら耳鼻咽
喉科」が移転リニューアル！ 鼻炎
レーザーや舌下免疫、オンライン
診療なども行っています。

4F

府中駅北口駅前ビルより移転しま
した。内科、整形外科、ヒフ科の他、
小児科、消化器科、精神科もござい
ます。

4F

府中駅前クリニック
【内科・整形外科・ヒフ科】

初診随時受付。年中無休。小児歯科、インプ
ラント、マウスピース矯正、ホワイトニング
などの無料相談受付中。

4F
オーラルケア
ハンズ
府中歯科【歯科】

Eyelash Salon Blanc【まつげエクステ】

クリニック

※商品は数に限りがございます。品切れの際にはご容赦ください。 ※掲載の画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※天候などの諸事情により、イベントは予告なく中止・変更する場合がございます。 ※一部対象外の商品・サービスがございます。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。 ※表示価格には、すべて消費税が含まれております。

7/14（金）～8/20（日）、60分4,968
円 90分6,804円
※お一人様1回限り（23%OFF）

独自のメソッド「肩甲骨ストレッチ」で筋肉を
柔らかくし、疲れにくい身体づくりをサポート
します。

Re.Ra.Ku【リラクゼーション】

《オープニング特典》 ①新規ご来店で、ミニミニグループの管理物件
にお申込みのお客様、仲介手数料無料！ ※7/18
（火）まで ②ご来店のお客様全員に、ミニミニオ
リジナルグッズをプレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

《オープニング特典》
①初診時、オーラルケアグッズプレゼ
ント ②デンタルケア商品10%OFF

あすなろクリニック
【小児科・内科・アレルギー科】

あおぞら耳鼻咽喉科
【耳鼻咽喉科】

ファッション・ライフスタイル雑貨

サービス

ビューテー京王
yourレモン【美容室】

オリジナルポイントカード1,000円分+弱酸性シャ
ンプーリンス（トラベル用）プレゼント ※7/31（月）まで

《オープニング特典》

弱酸性ベル・ジュバンスのビューティーサロ
ンです。痛まない、かぶれないヘアカラーや、
デトックス効果のあるヘアエステが人気！ 
なめらかなカットと着付まで承ります。

JTB【旅行】
ハネムーン・クルーズから家族旅行まで。
旅の専門家が、お客様の目的に合った旅を
ご提案いたします。

IKUKO【リラクゼーションエステティック】

7/14（金）～、贅沢美白フェイシャル通常
7,990円→3,990円 ※初回の方は美容ドリンク付き

《オープニング特典》

歯のホワイトニング、小顔、痩身、アロマリラ
ク、美容カフェも！ 美しくなりたいあなたへ、
新感覚トータルエステティックが誕生！

SEASONS MOMS
【美容室】
「子育てママがもっと美しくなれる」美容室が待望
のオープン。赤ちゃんや子供連れでも気を遣わな
い、“自分を取り戻せる”時間をご用意しています。

8/31（木）までにご入会の方、入会金3,000円OFF《オープニング特典》

お子様から大人の方まで、年齢問わず幅広く習える音楽教室。楽器もいろいろ選べる、
豊富な30コースをご用意しています。

7/14（金）～23（日）、店内全品
10％OFF ※一部対象外商品あり

《オープニング特典》

サンドラッグ【ドラッグストア】
医薬品から健康食品で身体の内側から美
しく！ 健康管理の良きアドバイザーとして、
安心して相談できるお店を目指しています。

和光コンタクト
【コンタクトレンズ】

7/14（金）～①コンタクトレンズご購入のお客様5%OFF ②お買い上げのお客様、
先着300名様にノベルティプレゼント

《オープニング特典》

初めてコンタクトを使用される方に、違和感の
ない快適なレンズを見つけていただくための
無料トライアルシステムをご用意しています。

ファイテンがついに府中に上陸！ 世界で活躍
するアスリートや芸能人もご愛用の「首」に
つけている“アレ”を取り扱ってます！

府中薬局
【調剤薬局・ドラッグストア】

7/14（金）～17（月・祝）、簡単なアンケートに答
えてダイソンハンディクリーナー等が当たる抽選
会を実施 ※1,080円以上お買い上げのお客様対象

《オープニング特典》

お客様の健康でのお困りごとに薬の専門家が
親身になってお応えします。処方せんも受付
けます。お気軽にお立ち寄りください。

メガネのアド／アドコンタクト
【メガネ・コンタクトレンズ】

7/14（金）～31（月）、メガネまたはコンタクトレ
ンズお買い上げで、オープンスピードくじ実施！

《オープニング特典》

メガネ・コンタクトレンズのスーパーディスカ
ウントショップ。メガネ一式4,212円～、コンタ
クトレンズが1箱790円！

SUZUKI FLOWER
【花】

ミニミニ【不動産】
きっと見つかる理想のお部屋！ さらにミニミニ
なら敷金・礼金ゼロ多数！ 豊富な物件量で、
皆様のご来店を心よりお待ちしています。

ホームリーダー
【不動産】
府中の賃貸マンション・賃貸アパートの不動
産情報は私たちにおまかせください！ お部屋
探しは、ぜひ、ホームリーダーへ！

ポニークリーニング
【クリーニング】

ひのきの香りワイシャツや、高級溶剤を使用
した本格洗いのポニークリーニング！ ぜひ
お気軽にお立ち寄りください！

誠実、真面目、地域密着をモットーに、不動
産に関わる様々なサービスをご提供。L I X 
I Lグループの不動産ショップです。

お部屋さがしは
東都【不動産】
府中市を中心に、立川市・国立市など幅広い
エリアの物件をご紹介。安心、丁寧、誠実を
モットーに、住まい探しをお手伝いいたします。

日廣商事
【不動産】
府中の老舗の不動産会社です！ 賃貸・売買・
店舗・仲介・管理など、お客様の気持ちに
なって、丁寧にお探しいたします。

ワイモバイル【携帯電話】

auショップ【携帯電話】

ご来店のお客様に清涼グッズ
プレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

ワイモバイルの端末販売、アフターサービス
の受付、他社携帯ご利用のお客様の料金
相談、見積作成も承ります。

スマートフォン、携帯電話お買い上げのお客
様にノベルティプレゼント ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

auショップ府中が移転しました！ auのスマー
トフォン・携帯電話はもちろん、インターネッ
ト回線やauでんき等、ライフデザインのご相
談もおまかせください。

約40社の保険会社から、お客様のご要望に
合わせた商品をご提案します。

7/14（金）～9/30（土）、上まつげ80本+
うるおいパック+次回まつげ10本無料サー
ビス+他店オフ5,211円（最大50％OFF）

《オープニング特典》

もっと自然のまつげに近く、自まつげへのダ
メージも少ない良質なエクステを使用。丁寧
な施術で、自まつげのような仕上がりです！

《オープニング特典》
整体・骨盤調整（APバランス）60分コース 8,424円→3,980円｠※初めて
ご利用の方、または1年以上ご利用のない方を対象とさせていただきます ※他の
割引との併用はできません ※初検費（540円）無料 ※8/31（木）まで

マッサージでは満足できなかったあなたにオススメ！ 骨盤・骨格の
歪みを整えることで、体の不調を根本から改善していきます。

整体×骨盤カ・ラ・ダファクトリー【整体】

《オープニング特典》
入会金無料 教材費割引特典あり

0歳からの英会話教室！ 「使える英語」が身に付く外国人講師担任制
「レギュラーコース」の新規生徒募集中！ まずは体験レッスンを！

ベネッセのEnglish Studio【英会話教室】
宮地楽器 MUSIC JOY【音楽教室・英語教室・バレエ・ダンス教室】

7/14（金）～16（日）、ご来店のお客様、ダック
ぬいぐるみプレゼント！ ※なくなり次第終了

《オープニング特典》

保険のことなら、アフラック専門店におまか
せください。「よくわかる！ ほけん案内府中
店」で、皆様のお越しをお待ちしています。

よくわかる！ ほけん案内
【保険ショップ】

　　　　　　　　　　　　7/14（金）～8/31（木）
①ネイルクイックご新規のお客様、ジェル付替時5,400円以上ご利用でオフ無料。 ※ソフトジェルに限る
②平日12：00～16：00「OPIハンドジェルカラー+ファイル」3,888円→3,240円
③ネイルパフェジェルラメグラデーションコース（ウォーターケア付）10,800円→7,560円

ネイルクイック
【ネイルサロン】

《オープニング特典》

全国70店舗以上ある「NailQuick」
が、ついに府中初出店！ 丁寧な接客
と技術でモチの良さが自慢のネイ
ルサロンです。

ファイテンショップ【健康雑貨】

LIXIL
不動産ショップ
エステート三松
【不動産】宝くじ 堀田商店

【宝くじ】

お客様に親しまれて、府中駅前で70年間営業
している宝くじ専門ショップです！ 伝統ある
お店で、宝くじをぜひお買い求めください！

ローソン
【コンビニエンスストア】

7/14（金）～21（金）、対象商品の
オープニングセール開催

《オープニング特典》

お弁当、おにぎり、淹れたてコーヒー、さらに
お惣菜、お菓子、お酒、雑貨から各種チケット
まで。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

チケットエンジェル【チケット】
お買い物、グルメ、レジャー、旅行、切符など、
あらゆるジャンルのチケットをお取り扱い
しています。販売・買取ともお任せください。

Fashion·Lifestyle Goods

Service

Clinic

和光メガネ
【メガネ・サングラス・補聴器】

7/14（金）～①メガネ一式ご購入のお客様5%OFF ②お買い上げのお客様、
先着300名様にノベルティプレゼント

《オープニング特典》

創業52年。斬新なメガネデザイン・快適な視力の
提供をモットーに、メガネを通じてお客様の生涯
のサポート役になれることを目指しています。

ERAイメージキャラクター
瀧本美織
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