
いつもモルエ中島をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。私たちはお客様と従業員の健康と安全に配慮し、
感染症予防対策に取り組んでおります。これからも地域のみなさまに安心してお買物していただけるお店作りに取り組んでまいります。モルエ中島をご利用のお客様へ

安全のため、モルエ中島が
実施していること。 お客様へご協力のお願い

・従業員のマスク着用、手洗い、うがいの徹底
・手指消毒剤の設置
・お買物カートやソファなどお客様の接触部位についての消毒を徹底
・館内換気システムを稼働させ換気を促進

・マスクを着用してのご来店をお願いします。
・入口に設置の消毒液で手指消毒をお願いします
・できるだけ少人数でのご来店をお願いします
・レジは間隔をあけてお並びください
・コイントレーによる金銭授受にご協力ください

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部店舗にて時短営業させていただいております。時短営業の詳細については、モルエ中島ホームページをご確認ください。

■抽選期間：11月20日（土）21日（日）
■抽選時間：10:00～19:00
■抽選会場：モルエA棟イベントスペース
■参加店舗：モルエA棟モールテナント18店舗
　　　　　 （スーパーアークスは除きます）
※第3期エリア（ケンタッキー・西松屋・魚べい・徳寿）の
　レシートは対象となりません
◎お買上レシート3,000円で1回の抽選ができます。
◎参加店舗のレシート合算可。
◎最大10回までの抽選とさせていただきます。
※抽選会場の係員にお買上げレシートをご提示ください。※お買上レシートは2021年11月20日、21日発行分で
参加店舗のみのレシートが対象となります。※複数枚のレシート合計金額3,000円以上でも抽選できます。※抽選
後のレシート端数金額切り捨てさせていただきます。※お一人様・1家族最大10回までの抽選とさせていただきま
す。※予定の賞品がなくなり次第終了させていただきます。※一部賞品が同等の賞品と変更になる場合がござい
ます。※詳しくは各店売り場係員または、抽選会場スタッフまでお尋ねください。

MORUE中島 第3期エリア

OPEN協賛フェア

50本
50本
50本
50本
50本
250本

KFC賞
魚べい賞
徳寿賞
西松屋賞
アークス賞
モルエ賞
残念賞

KFC CARD1,000円
魚べいＳushiCa1,000円
徳寿お食事券1,000円
西松屋ギフトカード1,000円
スーパーアークス商品券1,000円
モルエモール商品券1,000円
BOXティッシュ1箱

お買上3,000円ごとに1回の抽選！

11.20sat→28sun

  第3期エリアOPEN協賛大抽選会

モルエがもっと楽しくなる

西松屋 室蘭モルエ中島店
11月6日㊏より営業中
TEL 0143ｰ45ｰ2800

寿司レストラン 魚べい 室蘭店
11月11日㊍より営業中
TEL 0143ｰ84ｰ6386

ケンタッキーフライドチキン室蘭店
10月8日㊎より営業中
TEL 0143ｰ41ｰ2210

焼肉徳寿 室蘭店
12月3日㊎オープン
TEL 0143ｰ41ｰ1129



割引は自店通常価格からです

￥47,300 ￥62,700

￥53,900 ￥63,800

￥91,300

￥52,800

コート
￥44,000

OPEN協賛フェア11.20sat→28sunMORUE中島 第3期エリア
モルエ

がもっと楽しくなる

プレゼント！

・ポスタータイプ
・卓上タイプ
いずれかおひとつ
差し上げます！

2022カレンダー

霜降

成人の日

土用

鏡開き

元日
初詣

大寒

七草小寒

天皇誕生日

節分・豆まき 立春

雨水

建国記念の日

旧元日

聖バレンタインデー

ひな祭
耳の日

啓蟄

消防記念日

ホワイトデー

春分の日

彼岸入り

彼岸明け

春の全国
火災予防運動

電気記念日

社日

昭和の日

世界保健デー

メートル法
公布記念日

土用 発明の日 穀雨

エープリル
フール

清明

みどりの日憲法記念日 こどもの日
端午の節句
立夏

メーデー 八十八夜

世界赤十字デー
母の日

愛鳥週間

沖縄本土復帰記念日 国際親善デー 小満

歯と口の
健康週間

横浜開港記念日気象記念日
電波の日

芒種世界環境デー 時の記念日 入梅

海外移住の日

夏至父の日 沖縄慰霊の日

貿易記念日

大暑
ふみの日
土用の丑

海の日 土用

小暑
七夕

国民安全の日

ぼん

半夏生 広島平和記念日

処暑

立秋 長崎原爆の日 山の日

終戦記念日

白露 救急の日

敬老の日 彼岸入り
動物愛護週間

十五夜

秋分の日社日 結核予防週間

彼岸明け

二百十日
防災の日

二百二十日

寒露

土用

読書週間

法の日・共同募金
労働衛生週間

鉄道の日

貯蓄の日

目の愛護デー
スポーツの日

ハロウィン

計量記念日 文化の日

立冬 秋の全国
火災予防運動

世界平和記念日

七五三

小雪 勤労感謝の日

大雪人権週間 針供養

年賀郵便
特別扱い

冬至

大晦日クリスマス

クリスマスイブ

友引  

先勝  

友引  先負  仏滅  大安  先勝  

先負            友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先負  仏滅  大安  赤口

先負    仏滅  大安  赤口  先勝  友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

友引  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先負  仏滅  大安  赤口  先勝

先負          先勝  友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

友引友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  

仏滅            先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

友引  大安  赤口

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

友引  先負  仏滅  赤口  先勝 

仏滅        先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

友引  

友引  先負  

仏滅  大安  赤口  先勝  

先負              

大安  仏滅  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

先負  仏滅

大安      先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

友引  友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  

友引  先負  仏滅  大安  赤口

仏滅      大安  赤口  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

赤口  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  大安  

先勝  先勝  友引  先負  仏滅  大安  赤口  

友引  先負  仏滅  大安

先負      大安  赤口  先勝  友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

先勝  赤口  先勝  友引  先負  大安  赤口  

友引友引  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  

友引          赤口  先勝  

先負  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

先勝  大安  赤口  先勝  友引  先負  赤口  

先負 仏滅

友引  

赤口  先勝  

仏滅  大安  赤口  先勝  

友引              

先負  先負  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  

仏滅  仏滅  大安  赤口  先勝  友引  先負  

大安  大安  赤口  先勝  友引  先負  仏滅  

先負 仏滅

先負

本店（苫小牧市表町）
☎0144－36－2009

本　店

令和４年

 　　　　  店（中島本町）
☎0143－45－8181 本部 　☎0143－44－2233㈹

タトラス
TATRAS

その歴史は古く、創業は1859年。フランス南西部ピレネー山
脈の麓サン・セべにて羽毛を加工する会社としてスタートしま
した。ピレネックスは、その長い歴史の中で変わることなくサ
ン・セべ (Saint-Sever) でダウンの生産を行い続けたダウンの
スペシャリストであり世界でも珍しいとされる羽毛の加工か
らダウン製品までを一貫して自社工場で生産するダウン総合
メーカーでもあります。

￥121,000

ピレネックス

2016年より、本格的に日
本での展開がスタートした
フランスのダウンメーカー
です。

TATRASはイタリア ミラノに
拠点を置き、イタリアと日本で
デザイン、ポーランドで生産を
行うコーポレートブランド。
ダウンの産地として名高いポー
ランドでダウンジャケットをつ
くれる縫製工場からスタート。
現在は、ポーランドにある20
カ所の工場を使い分けて生産し
ている。

1,080円～
1,296円～
864円～

●紳士スラックス
　シングル上げ
●紳士スラックス
　ウエスト出し
●婦人パンツ丈上げ
　（ウラ地無し）
※デザインによって価格は異なります。※価格はすべて税込

1,650円　
1,980円　
3,300円～

●〈理容〉カット（顔そり付）
　※メンズ
●〈美容〉カット
　シャンプー別
●〈美容〉パーマorカラー

火鍋風
らーめん

840円

●麦みそらーめん
820円

●お子様らーめん
370円

全品110円（税込）
エンジョイ　カウントダウンクリスマス

冬結び 1箱
￥3,700（税込）

7,700円（税込）
14,300円（税込）

月ふわり
冬の苺ミルク
1個

￥130（税込）

キコリコ  リッコ
1個

￥1,800（税込）
プレミアムチョコクロ
黒糖わらびもち
単品

黒糖BOX（5個入）
￥280

￥1,200
特別限定品
浦霞
純米大吟醸
蔵の華

6,285円（税込）

数量限定

特別価格
アウター

ご用意しております！

セレモニー

期間限定
ノベルティプレゼント

ワゴンカジュアル

メンズ・レディスアイテム
下取りで 10％OFF
スーツ・ジャケット・コート

企業ユニフォームを
取り扱っております

当社以外の他社製品のお直しも
何なりとご相談ください

KID’S 冬物ブーツ
￥1,500（税抜）
￥1,650（税込）

ALBION
発酵液「ミュラ」配合
アルビオン濃密化粧液
フローラドリップ

※価格は全て税込

※価格は全て税込

2万円以上お買い上げの方に
ノベルティプレゼント！

新作商品の
ご案内

特設コーナー

20％～50％OFF
550～990円（税込）

11/16～24のチラシに
10％OFFクーポン
11/25～30のチラシに
10％OFFクーポン

掲載！

掲載！

実施中早期お買上
キャンペーン
（11/19～2022年1月10日まで）

インポートフェア
サムソナイト
〈新型登場〉

GUESS
〈新作入荷〉

Dakota
税込15,000円以上
お買い上げのお客様

1.8ℓ

2,970円（税込）
720㎖

司牡丹
船中八策
ひやおろし

3,432円（税込）
1.8ℓ

1,927円（税込）
720㎖

均一

冬物アイテムSALE
￥3,990～（税抜）
￥4,389～（税込）

PUMAスニーカー
（～11/29まで）
￥3,990（税抜）￥4,389（税込）
Timber land各種
￥9,100～（税抜）￥10,010～（税込）

32%OFF

10%OFF
5,000円以上お買い上げで

30％OFF
冬物アウター

BLACK FRIDAY
11/19～28まで

補聴器（非課税）も特価！!

遠近両用
メガネセット

フレーム 各種レンズお買い得 +

耳あな型 かんたん補聴器
NEF-07デジタル式
片耳

両耳
※両耳でお求めになると更にお得！

※両耳でお求めになると更にお得！
※充電器込みとなっております

45,000円（非課税）
75,000円（非課税）

リサウンド キー4（KE4)
片耳

両耳

142,600円（非課税）

9,900円（税込）

267,600円（非課税）

一式なんと！

特価

シード1D pure View support・EDOF
お試しキャンペーン実施中！

期間限定

要冷蔵

完全数量限定

2021 ボジョレー・ヌーヴォー
発売中！

80㎖

160㎖

DECORTE
コスメデコルテ

2,200円（税込）

カネボウ・LEQUIL
リクイール
グローヘアクリーム
180㎖

みずみずしいツヤとうるおいを与え、
ふんわりとした仕上がり 人気のオードトワレ“KIMONO”から

新たに“ツヤ”誕生！

3,300円（税込）15㎖
8,800円（税込）50㎖

各4,180円（税込）

資生堂・BENEFIQUE
ベネフィーク
ワンステップBBパクト
（ライト・ナチュラル）

UVカット・化粧下地・ファンデーション・
コンシーラの効果が一つに！

ただいま店頭にてサンプルを差し上げています

ただいま店頭にてサンプルを差し上げています

全品


