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Vol.
回！
最終

お 菓 子で 作る 物 語﹁ プレン町 長のおてつだい﹂

﹁うさぎのケーキやさん﹂

きょうは うさぎのケーキやさんを おてつだい‼
みんながだいすきな あまいおやつの おみせです︒
やくそくのじかんに おみせへいくと⁝

パンパカ パーーーン！
﹁プレン町長 いちねんかん ありがとう〜‼﹂
プレンティタウンの みんなです！
きょうは プレン町長が 町長になって
ちょうど １ねんのひ︒

プレン町長に ないしょで こっそり
パーティーのじゅんびを していたのです︒
﹁わぁ びっくりした！ みんな ありがとう！﹂

みんなでつくった プレンティタウンは
とってもなかよしの たのしいタウンに なりました︒
﹁もっともっと すてきなタウンに するぞ！﹂
﹁おぉ〜‼﹂

これからの プレンティタウンも
たのしみですね！

原画：かみおまり ｜ お菓子：efuca.イトウユカ

②
髪の質・量・頭皮の乾燥のお悩みに！
しっかり保湿して健やかな頭皮へ。
①

ハズキルーペ 10,980円（税込）

眼鏡市場

<メガネ・補聴器・コンタクト>

専門店一番館2F/078-991-5766

倉敷帆布ボックスポーチ 2,600円

Lulu by UNITED BEES

<生活雑貨>

専門店一番館2F/078-990-3588

カメラのキタムラ

伝線しにくいストッキングシリーズ 3足 1,000円

<カメラ・DPE・証明写真>

専門店一番館1F/078-992-9194

チュチュアンナ

PLAZA HAIR

Jewel Casket Leaf ピアス

2,600円

L'epi

<美容室>

専門店二番館3F/078-991-9688

<ソックス・インナー>

立て掛け式のハンガー。
省スペース設計で
置く場所を選びません。
ラダーハンガータワー
4,500円

インテリアート
専門店一番館1F
078-993-1528
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SPRING
ITEM 2018

大ぶりの花々をあしらった
「フラワー」
は
トレンドの透け感がアクセント。
ステーショナリーはもちろん、
コスメポーチにもピッタリなサイズです。
Flower マルチポーチ 1,400円

カラーフィールド
<化粧品・服飾雑貨>

使い込むほどに味と風合いが高まる革素材の
カバーと書きやすさに徹した、手にとって旅に
出たくなるシンプルなノートです。

ナガサワ文具センター
<ステーショナリー>

専門店一番館3F/078-997-9939

花粉を最大98%CUTする
JINS花粉CUT好評発売中です。
ぜひお試しください。
JINS 花粉CUT 5,000円

JINS

FUMIYA

専門店一番館2F
078-996-2385

幸福の木
さくらストラップ 650円

Lin

<天然石>

専門店一番館2F
078-959-8648

3（/日4
）

容量500㎖。人魚姫・
赤ずきん・アリス・
ラプンツェルの3柄。
フェアリーテイル
1段ランチBOX 1,000円

MAMAIKUKO

<生活雑貨>

専門店一番館3F/078-990-1600

木目調のお洒落なランチBOX！
別売の箸ケースセットもご一緒にどうぞ！
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3/25（日）

ウッディランチBOX 100円

100yen shop hana

みんなで読もう！

<生活雑貨>

専門店一番館3F/078-997-6636

！

に変わりました
ウオッチタウン

プレン町長のおてつだいが1冊の絵本に！！
みんなで楽しく読みましょう！

OPEN

場所 一番館1Fセンターコート

定員 各回、先着150名様

※絵本のプレゼントは無くなり次第、終了します。
※混雑状況により、観覧を制限させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

流行に左右されないスタンダードなデザイン。
セイコーソーラー電波時計。
<時計>

※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。

参加無料

プレン町長がお誕生日をお祝いしてくれるよ！

一番館1Ｆセンターコート特設会場

参加
条件

3/3（土）
・4（日）の2日間、
プレンティ専門店での
ご利用レシート又は領収書合計5,000円（税込）毎に、

500円分をプレゼント!!

【対象外店舗】ハローパソコン教室、ほけんの窓口、甲南チケット、
Ｔａ
ｉ
ｙｏ、マルハン、神戸信用金庫、宝くじ、東進衛星予備校、
ＮＯＶＡ、みずらぼ、若松塾、
ローソン、
ホンダカーズ明舞、
まりん整骨鍼灸院、
アルカ調剤薬局、
日本調剤薬局、そごう西神店、
ダイエー西神中央店、
イトマンスポーツクラブ、
グリーンペットクリニック、
フットサルポイント

専門店一番館1F/078-990-0306

3/10（土）

10：00〜18：00（18：00の時点で並ばれている方まで対象）

会場

※レシート、領収書対象期間2018年3月3日
（土）
・4日
（日）の2日間（合算可）※お買物券の発券は、お1人様に
つきレシート・領収書合計10万円までとさせていただきます。※お買物券の有効期限は、2018年3月31日
（土）
までです。※対象レシートの合算金額端数は切り捨てとさせていただきます。

スピリット
（SEIKO）SBTM169 50,000円

このマークが
目印！

時間

プレンテ
ィ
プレンテ
ィ
お買物券
お買物券

時間 ①13：00〜13：45 ②15：00〜15：45

ONE DAY

キャッシュ
バック！！！

プレン町長の
1年間の奮闘が
詰まっ
オリジナル絵本 た
を
みんなにプレゼ
ント！

「プレン町長のおてつだい」

RENEWAL

<メガネ・サングラス>

専門店一番館2F/078-991-8000

古来より幸福の木として
日本人に親しまれてきた
桜を使ったストラップ。

<バッグ>

ウオッチタウン

専門店二番館1F/078-990-1730

トラベラーズノートブック 4,000円

レディースバッグ
14,500円

クロッカルから

<アクセサリー・雑貨>

専門店一番館1F
078-995-8129

専門店一番館2F/078-991-8091

<インテリア雑貨>

インテリアにも使用される
素材を使用した、
春らしいバッグです。

ロレアル
①セリオキシルデンサー
ヘアジェル（90㎖）8,100円（税込）
②センスバランスシャンプー（500㎖）
3,456円（税込）

う♪
彩ろ

先 染めストライプ 柄のボックス型
ポーチはマチもたっぷりで大容量！
耐久性・通気性に優れています。

シャッフルプリント
（A4サイズ）800円

チュチュアンナの自信作、
「 伝線しにくいストッキング
シリーズ」。豊富なカラーとバリエーションで、
アナタの
足にピッタリな1足を見付けよう！！

思い出をまとめて1枚に！プレゼントにおススメです。

プレンテ

通販では試せませんが、
店頭なら試せて安心ですね。

連なる葉っぱのようなデザイン
チェーンに、
クリアカラーのチェコ
ビーズで流れを作り、ゆらゆら
揺れる女性らしいデザインに。

3/11（日）

参加無料

お菓子でできた絵本づくりを体験しよう
！

3/10（土）〜11（日）

参加無料

スタンプ5つで抽選会に参加しよう
！

