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おしゃれな
あの人へ♪

お酒が好きな
あの人へ♪

beside〜いつも側に〜をコンセプトとし、
神戸の風景をイメージした革巻きボールペン。

beside 革巻きボールペン 2,200円

ナガサワ文具センター

上質感あふれるフォルムと
繊細な口当たりでやすらぎ
のひとときを。

暖かみのある起毛素材や合皮とのコンビデザインで
こなれた印象に。
コーディネートのアクセントにGood！
！

<ステーショナリー>

専門店一番館3F/078-997-9939

クレイジーパターンボディバッグ 6,000円

アーノルドパーマー タイムレス

薄氷（うすらい）
ビヤーグラスセット
2,500円

専門店一番館2F/078-992-0360

インテリアート

<メンズ・レディス・キッズ・雑貨>

長く使える
アイテムを♪

牛革を使用しており、使うほどに
味が出て、
ツヤツヤした
質感に変化します。

Bleu Bleuet

G-SHOCK人気No.1モデル。
クールなブラックフェイスで
モードな印象のGショックです。
おしゃれな彼への
プレゼントに♥

Dakota BLACKの柔かい
牛革を使った名刺入れです。
しっかりとマチ幅もあるので
収納力も◎です。

<服飾雑貨>

専門店一番館1F
078-990-3755

G-SHOCK
DW-5600BB-IJF
11,000円

Dakota BLACK WAXY 名刺入れ 7,000円

FUMIYA

タイピンで、
スーツを
より一層お洒落に！！

<バッグ>

クロッカル

専門店一番館2F/078-996-2385

タイピン 1,500円

SUIT SELECT

おしゃれな
あの人へ♪

仕事を頑張る
あの人へ♪

牛革財布
10,500円

仕事を頑張る
あの人へ♪

<スーツ>

専門店一番館2F/078-992-2021

今だけの
ジェルネイル

限定
10本

製菓・ラッピング用品各種
108円（税込）

100yen shop hana
<生活雑貨>

寒がりな
あの人へ♪

ジェルネイルされた方に
バレンタインアート1本
サービスさせて頂きます。
（デザインはサンプル
から選んで頂きます。）

専門店一番館3F/078-997-6636
チョコレートに
プラスして♪

機能性・デザイン性抜群。
コットンの肌触りと速乾性を
兼ね備えた暖かいサーマル素材の
アンダーウェア！
！
サーマルクルーネックシャツ
1,800円

チョコレートにプラスワン！！
年代問わずに喜ばれるギフトです。

LOCAL is Global

メンズソックス
（25〜27cm）
3足 1,000円

専門店一番館3F/078-993-6180

専門店一番館2F/078-991-8091

チュチュアンナ

<スポーツ用品>

<時計>

専門店一番館1F/078-990-0306

手作りの
チョコを♪

友チョコから本命チョコまで♥
豊富な品揃えで
お待ちしております。

<インテリア雑貨>

専門店一番館1F/078-993-1528

バレンタインアート
1本サービス
4,500円〜
（期間：1/29㊊〜2/14㊌）

夢を実現するといわれるドリームクリスタル
ボールペン。大切な人へのプレゼントに…

PureNail Petit

ドリームクリスタルボールペン 800円

Lin

<ソックス・インナー>

<ネイルアート>

専門店一番館1F/078-991-5524

<天然石>

専門店一番館2F/078-959-8648

プレンティ の節 分

バレンタインスイーツ
トリュフチョコレートがたっぷりつまった
チョコレートボール。
（8個入）

ロシェ T-5 354円（税込）

カルディコーヒーファーム

KOHYO

まぐろ・サーモン・うに・いくら・かに・
数の子など、豪華15種類の具材を
巻いた、食べごたえ大満足の恵方巻。

カヴァルニー
ボリータスチョコレート
（ミルク）
380円

海鮮将軍恵方巻 1,580円

KOHYO

<コーヒー豆・輸入食品>

<スーパーマーケット>

特別なショコラドーナツデビュー！
ミスタードーナツと鎧塚俊彦シェフ。
お互いの美味しさに
かける想いが出会って生まれた特別なショコラドーナツです。
こだわりのChocolate Collection をぜひご賞味ください。

日本では、古来から七色のものを
身につけると厄除け、厄払いに
なると言われています。
七色厄除け
男性 5,160円 女性 4,188円

Chocolate Collection 151円（税込）〜194円（税込）全6種類

ミスタードーナツ

Lin

<ドーナツ・飲茶>

専門店二番館1F/078-939-2831

<アイスクリーム>

！

サーティワン アイスクリーム

生クリームをガナッシュチョコで
包んだ滑らかでリッチな口溶け。

北海道産大豆を使用した福豆。鬼のイラスト付
テトラパック小分けタイプ。

セレヴ・ド・ショコラ 800円

スイーツガーデン・フジキ

もへじ 北海道産大豆使用 福豆三角パック
257円（税込）

専門店二番館2F/078-939-4380

カルディコーヒーファーム

厄年は、立春から翌年の節分までを一年とします。
贈る相手が厄年に入る前にプレゼントするのが
おすすめです。
厄除け火箸 7,128円（税込）

専門店一番館1F/078-992-0336

専門店一番館3F/078-992-8788

<ケーキ・カフェ>

<コーヒー豆・輸入食品>

※表示価格は消費税抜きとなっております。別途、消費税（8%）が加算されます。ただし、税込と表示している価格については消費税込みの価格となります。
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このマークが
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2.10（土）

参加無料

2.10（土）〜11（日）

ハッピーバレンタイン♥

相性ピッタリビンゴ賞、
前後賞、参加賞などをプレゼント！
！

対象 12歳以下（小学生まで）

ふわふわは身長８０ｃｍ未満のお子様は
保護者同伴
（保護者無料）

巨大めいろ

参加無料

場所 一番館1Fセンターコート

参加料 お1人様500円（遊び放題・再入場不可）

神戸ウェストメンバーズカードご利用
3,000円 (税込) 以上のお買い上げで

3 時間無料
駐車サービス

神 戸 市 営 地 下 鉄「 西 神 中 央 」駅 降りて すぐ! !
ケ ー タイからも アクセ ス で きます
営業時間 10 : 00 - 9 : 00
www.plenty.jp

クーポン

よる

一部店舗は平常通り営業いたします。

プレンティ
駐車場の
お 知らせ

時間 10：00〜18：00

あさ

2/21㊌ は
全館休業いたします。

年中無休

店休日の
お知らせ

時間 10：00〜17：00

※プレンティ専門店当日お買い上げレシート合計1,000円以上の
ご提示でお一組様1回ご参加いただけます。※LINE会員様はイベ
ント参加クーポンのご提示でお一組様1回ご参加いただけます。

1日チケット：お1人様700円
（遊び放題・再入場可）

場所 一番館1Fセンターコート

スタンプ5つで抽選会に参加しよう
！

相性ピッタリビンゴ

大型ストップウォッチで、設定した秒数（例20.14）
を2人で挑戦！見事に止めることができたら景品を
プレゼント！

お子様に大人気の「キッズランド」を開催い
たします。汽車や電車のふわふわやすべり台
などでいっぱい遊びましょう！
！巨大めいろも
開催！みんなで仲良くゴールを目指そう
！
ふわふわ

<結納儀式品>

2.11（日）〜12（月・祝）

キッズランド〜ふわふわトレインステーション〜

参加無料

お菓子でできた絵本づくりを体験しよう
！

すみの

Event Information

2.3（土）〜4（日）

プレン町長がお誕生日をお祝いしてくれるよ！

2.11（日）

やや
右

フレッシュストロベリーサンデー 640円（税込）

<天然石>

専門店一番館2F
078-959-8648

専門店一番館1F/078-992-0370

たっぷりのイチゴを使ったサンデーで旬を満喫！！
チョコレートとストロベリーの2種類からお好きなソースを
お選びいただけるカップとなっております。

<スーパーマーケット>

専門店一番館1F/078-993-5040

専門店一番館1F/078-992-0336

専門店一番館1F
078-993-5040

今年 の恵方 は 南 南 東 ！

上品なチョコレートとクラッシュヘーゼルナッツに
包まれたウエハースの中に、厳選されたヘーゼル
ナッツ１粒と、
ココアヘーゼルナッツクリームが
入っています。華やかな金色の包装はギフトや
パーティにぴったりの逸品です。

飲食店など一部店舗は営業時間が異なります。
〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目2番3号
TEL:078-992-0001（ 代 ）

ワンダフルクリアランスチラシ
平成30年1月15日号
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