チアアッ プ セ ー ル

1/1 (元日) 限り

1.1SAT-1.10MON
新 年 だ け の 特 別 な チャン ス！ おトク い ろ い ろ 揃って ま す！

1/1

初売福袋

大吉

2022

元日
限定

時間 10：00〜 先着1500名様（※人数に達し次第終了）

吉

場所 屋外アトリウムコート

プレンティ専門店お買物券500円分

中吉 小吉

当日のプレンティ専門店対象店舗でのお買い上げ
レシート5,000円以上（税込・合算可）でお一人様
1回のみ抽選会にご参加いただけます。

詳しくは館 内チラシ、またはホームペ ージをご 覧くださいませ 。

プレンティ専門店お買物券1,000円分

新春入浴剤
干支の置き物

※1枚のレシートにてお一人様のみご参加いただけます。
※詳しくはHPをご覧ください。

プレンティ

※画像はイメージです。

お客さまへのお願い

新型コロナウイルス
感染予防対策として

・ 発熱等の症状がある方は、ご来店を
お控えください。

〔プレンティの取り組み〕

・「3つの密（密閉・密集・密接）」の回避、
こまめな手洗い・手指消毒、マスクの

着用等、感染予防対策のご協力をお願い

お客さまの安全・安心のために、

いたします。

当施設としての
取り組みがございます。
ご不便をおかけしますが
ご理解賜りますよう
何卒よろしくお願い申し上げます。

年末年始 の

営業時間

従業員の健康管理、
手洗い・消毒、マスクの着用

多数が接触する場所の
頻繁な消毒、
使い捨て・こまめな洗濯、
ごみの密閉廃棄

12/31㊎・1/1 元日

あ
さ

対面する場所での
ビニールカーテン等の
備品の設置、
接客時の対人距離の確保

入場者数や滞在時間の制限、
レジ待ち時の間隔の確保

10時〜 7時
よ
る

換気の強化

ソーシャルディスタンス

※KOHYOは12/31（金）のみ あさ9時より 営業しております。

（

毎時2回以上、CO2濃度
1000ppm以下を保持

1/2㊐

より

通常営業時間と

なります。

あ
さ

・ 大人数でのご来店、大声での会話は

）

ご遠慮ください。

・ 接触確認アプリ
「COCOA」、
「 兵庫県

新型コロナ追跡システム」のご利用を

お願いいたします。

10時〜よる 9時

※飲食及びサービス店等は営業時間が異なります。

ス！
特 別 な チ ャン
新年だけの
！
ろ 揃って ま す
おトクいろい

Fashion

Garden

<レディス>
専門店一番館1F/078-997-8816

Green Parks fuuwa

<レディス・キッズ>
専門店一番館1F/078-945-6213

Bleu Bleuet

<服飾雑貨>
専門店一番館1F/078-990-3755

チアアッ プ セ ー ル

ウオッチタウン

Cafetty pour toi

<レディス>
専門店一番館2F/078-997-3150

クールカレアン

<レディス>
専門店一番館3F/078-997-8191

Life
Goods

LOCAL is Global
by kobeya sports

<スポーツ用品>
専門店一番館3F/078-993-6180

Food &et
Gourm

FUMIYA

<バッグ>
専門店一番館2F/078-996-2385

<メンズ・レディス・キッズ>
専門店一番館2F/078-997-6144

RecHerie

ABC-MART

<レディス>
専門店一番館2F/078-990-4801

さが美

BREEZE

<呉服>
専門店一番館3F/078-992-0511

Right-on

<時計>
専門店一番館1F/078-990-0306

<キッズ>
専門店一番館3F/078-995-8822

※1/3
（月）
まで

<シューズ>
専門店一番館2F/078-992-9960

ELLIFE

<レディス・生活雑貨>
専門店一番館3F/078-945-6210

※1/6
（木）
〜

シバニ

アルカドラッグ

<化粧品>
専門店一番館1F/078-992-0482

<ドラッグ・コスメ>
専門店一番館1F/078-991-8686

吉田千字堂

手芸の丸十

<印章>
専門店一番館3F/078-992-0050

神戸珈琲物語

<珈琲豆>
専門店一番館1F/078-992-0090

ギンガム

<レディス>
専門店一番館2F/078-991-5126

チュチュアンナ

M2 by sensounico

<ソックス・インナー>
専門店一番館2F/078-991-8091

スキャパ

<レディス>
専門店一番館2F/078-997-1216

<レディス>
専門店二番館2F/078-992-1525

JINS

MAMAIKUKO

<パソコン教室>
専門店一番館2F/078-992-8630

ピーチクラブ

ハウス オブ ローゼ

one'sterrace

ミッキーのクリーニング

からふね屋珈琲店

<カフェ>
専門店二番館1F/078-992-0211

<化粧品・化粧雑貨>
専門店一番館3F/078-940-6996

<生活雑貨>
専門店二番館2F/078-995-9598

神戸源氏

ダイヤモンドステーキ

<お好み焼き・焼きそば・鉄板焼き>
専門店二番館2F/078-940-6057

カーリングを体験しよう

<ステーキ・一品>
専門店二番館2F/078-962-5075

わくわく
ワーク
ショップ

日時 1/2
（日）
・3
（月）11:00〜16:00
場所 屋外アトリウムコート

※混雑状況によっては早めに受付を終了させていただく場合がございます。
※他のイベントでご使用されたレシートはご利用いただけません。
※レシート対象外店舗がございます。詳しくは館内ポスター、HPにてご確認ください。

日

時間 10:00〜18:00
プレコミカード発行または

1 8
土

9
日

1 26 ▶ 28
水
金

場所 一番館1F センターコート特設会場
バレンタインに合わせた特別催事販売会を実施いたします。

場所 一番館1F センターコート

プレコミカード発行＆切り替え
時間 10:00〜18:00

場所 一番館1F センターコート

毎月２６日〜２８日はプレコミスタンプデー

次回のプレコミスタンプデーは 2/26(土)〜28(月)

当日のお買い上げレシート
1,100円（税込）以上で1名様
ご参加いただけます。

●整理券が必要です。

※整理券は当日分のみ
センターコートにて配布します。

折り紙やマーカーペンをつかってすきな絵をかいてね♪

日時 1/15
（土）
・16
（日）

♥バレンタインギフトラッピング
日時 2/12
（土）
・13
（日）10:00〜

参加
条件

プレンティ広場で
ポニーに乗ろう

日時 1/29
（土）
〜2/14
（月）10:00〜18:00

スタンプを５つあつめていただいた方は抽選にご参加いただけます。

世界にひとつだけの
オリジナル羽子板をつくろう‼

※他のイベントでご使用されたレシートはご利用いただけません。
※レシート対象外店舗がございます。詳しくは館内ポスター、HPにてご確認ください。

♥バレンタインフェア

プレン町長のガチャポン抽選会

詳しくは各店舗へお問い合わせください。

ポニー乗馬や
しよう！
餌やりを体験

9

Re.Ra.Ku

<リラクゼーション>
専門店二番館3F/078-945-6691

場所 一番館1F センターコート

小さなお子様から大人の方までどなた様にもお楽しみいただけ
ます。ポイントに応じてステキな景品をプレゼント♪

土

<クリーニング>
専門店二番館2F/078-992-0126

日時 1/2
（日）
・3
（月）各回5名様
（各日 先着25名様）
①11:00〜 ②12:00〜 ③13:00〜 ④14:00〜 ⑤15:00〜

当日のお買い上げレシート1,100円（税込）
以上で1名様ご参加いただけます。
●整理券が必要です。

※整理券は当日分のみアトリウムコートにて配布します。

プレコミカ ードイベント

ハロー！パソコン教室

<生活雑貨>
専門店一番館3F/078-990-1600

牛伝

参加
条件

Service

<メガネ・サングラス>
専門店一番館2F/078-991-8000

<バラエティ雑貨>
専門店一番館3F/078-920-8831

1/1 (元日)
限り

Lin

<天然石>
専門店一番館2F/078-959-8648

レリアン

<レディス>
専門店一番館3F/078-992-6836

眼鏡市場

アーノルド パーマー

<メンズ・レディス・キッズ>
専門店一番館2F/078-939-5805

<メガネ・補聴器・コンタクト>
専門店一番館2F/078-991-5766

<手芸用品>
専門店一番館3F/078-992-0600

<焼肉>
専門店東館/078-990-1666

ストーリー

<レディス>
専門店一番館2F/078-965-6519

※対象期間：2022年1月1日(元日)〜10日(月・祝)

1 8

L'epi

<アクセサリー・雑貨>
専門店一番館1F/078-995-8129

10:00〜16:00

各日先着200名様限定

場所 プレンティ広場

場所 一番館1F センターコート特設会場
期間内に1点あたり500円
（税込）
以上の商品をご購入とレシートのご提示で
ラッピングサービスが受けられます。お好きなラッピング袋を選んでいただき、
リボンで仕上げます。

※お一人様1点限りとさせていただきます。
※ラッピングにご参加いただいた方各日先着50名様、計100名様にお花を一輪プレゼントします。

料金 ポニー乗馬 500円

※3歳以上、体重70kgまでの方対象

餌やり体験 200円(ニンジン1カップ※3切れ入り)
※雨天の場合は中止となります。

〈主催〉一般財団法人 明石乗馬協会

※画像は全てイメージです。※新型コロナウイルスの感染拡大状況により延期、中止となる場合がございます。

▼

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
よる

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

あさ

友だち登録はこちらから

プレンティ
駐車場の
お 知らせ

年中無休

毎週木曜日にお得な情報やクーポン配信！

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 ）

CHEER UP! SALE
2021年12月31日号

S E I S H I N

C H U O

1 0 5 の シ ョッ プ & レ スト ラ ン

