応募シールを集めて、

快適生活グッズを 当てよう！
5thアニバーサリーフェア＆クリスマスフェア
2018年11月3日（土・祝）〜12月25日（火）

5thアニバーサリーフェア
クリスマスフェア
共通500円分応募シール

期 間 中 、新 大 阪 セ ンイシ
応募方法 フェア
ティー内店 舗にて、50 0円 ( 税 込 )
ご利用ごとに貰える、フェアシール4 枚を1口とし
て、専用応募ハガキ（店頭配布）または官製ハガキに
貼って、ご希望 賞品（A・B・C）・ご住 所・お名前
等、必要事項をご記入の上ご応募ください。

見本

＜賞 品＞

グッズ

応募締切

2018年12月28日（金）※当日消印有効

対象商品

新大阪センイシティー内 22店舗内商品

に当た
る！

ダイソン
コードレスクリーナー

B

アイロボット
ルンバ

C

ダイキン
加湿空気清浄機

各

5

1F

06-6394-0931
10:00〜19:00

06-6394-2034
10:00〜18:00

¥1,000

（税込）

ブランド：グンゼ
素材：（表）
アクリル 100%
ダウン 85%・フェザー 15%
（中綿）
サイズ：M・L
カラー：パープル

¥1,000

（税込）

ブランド：一般
素材：ポリエステル 100％
サイズ：M・L・LL
カラー：エンジ・ブルー

¥5,940

（税込）

あったかスパッツ

期間限定
価格

Smile Family
（鈴忠）
06-6484-6546
10:00〜19:00

¥350
M〜L、L〜LL
（男性用）¥400

M〜L、
JM〜L
（女性用）

（税込）
（税込）

インターアクションブラウス
東レのマイクロアクリ
ル の や わら か さと
レーヨンの光沢感・し
なやかさをミックスし
たあったか素材です。

¥2,800

（税込）

婦人服

日本製
素材：アクリル 62%・レーヨン 32%・
ナイロン 4%・ポリウレタン 2%
サイズ：フリーサイズ・LL
カラー：12 色

ニシムラ

06-6394-3308
9:00〜19:00

滑らかで暖かな
シルク１００％マフラー

1枚

（税込）

ネクタイ・ベルト等服飾洋品雑貨
Necktie & Belt

WATANABE

あったかブラウス

着心地が軽く背中部分
はフリース付 で 2 重に
なっていてポカポカ暖
かです。
※店 内 商 品 最 大7 0 %
O FF!!早くも冬 物売り
つくしセール開催中!!良
いものお安くお買得!!

06-6397-0546
と合同
10:00〜19:00 ※表面「Diamond & Jewelry WATANABE」

サイズ：M・L・LL
カラー：色々

ファー小物・バッグ・サイフ

株式会社 谷川

セット価格

06-6393-0333
10:00〜19:00

カラーブルゾン

¥980

（税込）

素材：ポリエステル 100%
サイズ：M〜L・フリーサイズ

1着

作業服

株式会社 オーツカ
06-6394-3554
9:00〜17:30

日・祝休み

手ぬぐい（岡生地）

正 絹 振 袖 セット
をお 手 頃 な 価 格
で 提 供 させ て い
た だ き ま す。ぜ
ひこの 機 会 に お
越しください！

昔ながらの晒（さらし）
の手ぬぐいです。文生地
に比べて目が細かく、
やわらかい岡生地です。
洗顔や浴室で
ご利用ください。

¥1,944

（税込）

素材：ポリエステル 100%
サイズ：M〜4L
カラー：ネイビー・ブラック・
シルバーグレー・レッド・オレンジ・
ブルー・蛍光グリーン・蛍光イエロー

1枚

¥200

（税込）

限定10 セット

¥216,000

1 セット
（仕立代込）

（税込）

軽くて暖かい前開きタ
イプのフリースジャケッ
トを特別価格にてご奉
仕いたします。数 量 限
定なのでお早めに。

1着

（税込）

袢天 紳士・婦人共

メンズコート・スーツ 色々

アウトレット
高級紳士服
06-6394-3728
10:00 〜 19:00 水曜定休

山内商店

1点物
多数
※数・サイズに限りあり

ハンガリアンマザーダッグ95%

限定

エプロン・ブラウス・袢天

3枚

数量限定！ホワイトマザーダッ
グ95%の上質な羽毛を
使用した高級感あふれ
る羽毛掛けふとんをご
用意いたしました。特
別価格にて手に入れ
るチャンスです！
※フェア応募シール対象外
※現金のみにてのお取扱い

エプロン工房 丸一商店

フリーサイズ

寝装寝具

LL

¥3,780 ¥4,212

2F

SENSE OF GRACE
素材：ポリエステル 89%・
毛 10%・ポリウレタン 1%
サイズ：フリーサイズ
（サイズ調整可能）
カラー：ベージュ

06-6394-3275
9:30〜17:30

日本製の羽毛ふとん

綿入り袢天は日本の
冬の必需品でした。
今
では若い人達にも受
け入れられています。
寒い冬にむけて、
とて
も暖かい綿入り
袢天はいかが
でしょうか。

06-6394-1331 日・祝休み
8:30〜18:30

06-6394-1335
10:00〜19:00

¥1,080

久留米
サイズ：フリーサイズ・LL

（税込）

（税込）

¥17,280 〜

06-6397-3311
8:30〜17:30

（税込）

¥129

素材：綿
カラー：白
サイズ：約 34.5×90cm

1着
（税込）
サイズ：YA〜BE 体・S〜LL 他
素材：ウール他 色々
※写真のスーツ・コートは
どちらも￥19,440 です。

婦人・紳士服

¥4,968

マチュピチュ

10 着

株式会社 北浦商店

スーツ・コートは¥18,000前後
から、ジャケットは￥10,000前
後から、スラックスは￥6,000
前後からご用意しております。
現品限りの品が多い為、売り切
れの際はご容赦ください。

（株）サクラ衣料

帽子（キャスケット）他
服・アクセサリー・小物

帽子・婦人服・
アクセサリー・雑貨

限定

LYNX
素材：ポリエステル 100%
サイズ：M・L・LL
カラー：レッド・ネイビー・
ブラック・ベージュ

¥9,900

1枚

作業用手袋・安全靴等の作業用品

フリースジャケット

素材：オーストリッチ
カラー：ブラック・キャメル・マルチ他

（税込）

（税込）

1枚

大進商会

06-6394-3611
10:00〜17:30 木曜定休

¥29,700

（税込）

素材：（詰め物）
ハンガリアンホワイト
マザーダッグダウン 95%
（側生地）綿 100% 超長綿１００%
サイズ：シングルサイズ

紳士ウラ起毛トレーナー

紳士ウラ起毛トレーナーがM寸・グリーンのみの
ため、なんと１枚431円！とてもお買得です。
この機会にぜひお買い求めください！
※数に限りあり

限定10 着

婦人服・紳士服・子供服・雑貨

美果

06-6394-3338
10:00〜18:30

1枚

¥431

（税込）

素材：ポリエステル 65%・綿 35%
サイズ：M
カラー：グリーン

専門店から、
いいものグッドプライス！

（株）
リザーSUMIDAKO
06-6395-0234
10:00〜19:00

1 ウエスト調整
2 ワタリ巾調整
3 裾上げ

06-6392-0030
9:30〜18:30

低価格で大人気！仕
事、行事の防寒ウェ
アにオススメです。
裏フリース素材で暖
かく、風を通さない
薄手のポリエステル
製なので軽くて動き
やすい商品です。

LYNX

婦人服

※写真の商品は売り切れの場合が
ございます。

ドクターリフォーム
裏フリース

背中フリース部分▷

1枚

3

ファッションリフォーム・サイズ直し

振袖セット

06-6393-4181
10:00〜17:00

ラマリエ
素材：（表側）
ポリエステル 100%
（裏側）
ポリエステル 100%
（詰物）本体：ダウン 80%、
フェザー 20％
（前立て・ポケット部分）
ポリエステル 100%
サイズ：M・L

¥2,980

（税込）

サイズ：S〜3L
カラー：(1) ネイビー・(6) ブルー・
(13) スミクロ

軽くてふんわり高い機能
性で快適な着心地、お出
かけに最適なノンパック
ダウンジャケットです。

素材：シルク 100％

¥3,402

織元 ゑど屋

ノンパックダウンジャケット

上質シルク１００％素材を使用し、
品のある滑らかな肌触り
が魅力！
！他ではない
お求めやすい価格
でプレゼントにも
大人気です。

2

１点物

株式会社 安部

1個

1枚

呉服

一目で可愛い、オシャレ、暖
かい、秋冬にオススメの帽子！
サイズの調整も簡単です。
前だけではなく、内側にもモ
コモコがついているので心
もカラダも温もりますよ♪

1着

1

※写真は一例です

良質の本革をカラフルに配色！パッチワークにする事で
大人の可愛さを演出しおしゃれに決
まります。ハンド
メイドで作られて
おりますので、模
様 が 異なる世 界
に１つだけのデザ
インが楽しめます。

サイズ：M〜L、JM〜L
カラー：黒

紳士・婦人服のサイズ直しと、
ファッションリフォーム。
毛皮などから、小さな破れ
まで、あらゆる衣服がよみ
がえります。他店で断られた
お直しも、当店にお任せ！
まずはご相談ください。

素材：正絹
カラー：赤、他

オーストリッチ＆パッチワーク
ショルダーバッグ＆財布セット

冬を暖かく過ごす為の
必需品。細い方からふく
よかな方まで、どんなサ
イズの方にもぴったり！
スパッツの他タイツもあ
ります。

洋服・下着

在庫限り

※フェア応募シール対象外
※返品不可
メリヤス肌着・タオル・
ファンデーション
06-6394-3971
平日 9:30〜18:30
日祝 11:30〜18:00

（税込）

（税込）

パンツのサイズ直し

背裏フリース付

素材：（Boy s）綿 87%・ポリエステル 13%
（Girl s）綿 80%・ポリエステル 20%
サイズ：（Boy s）S〜XL、
（Girl s）S〜XL
カラー：ネイビー・グレー・ピンク他

夏物のキャミソールから
冬 物の起 毛 8 分スリー
マまで、サンプル商品を
今回在庫限り店頭で販
売いたします。各商品1
枚のみの販売です。

株式会社 松昌

（税込）

¥32,400 ¥47,520

06-6394-4905
8:00〜17:30

“動きやすいストレッチ素材”
×“風を通さない防風素材”×
“肌離れが良くドライタッチ
なメッシュ素材”の３層ボ
ンディング。秋冬から春
まで着こなせる軽量ウィ
ンドブレーカーです。

06-6394-0231
平日 9:30〜17:30
日祝 10:00〜17:30

リバ ーシブ ル で 使
えるグンゼのダウン
ベスト、小さくたた
ん で バッグに 入 る
旅行に最適なパ
ジャマをご用意いた
しました。パジャマ
は洗濯も簡単です。 ダウンベスト

パジャマ

¥2,300

婦人服

遠赤３部袖スリーマ
FTY３部丈ガードル 色々

10 枚

ダブル

シングル

丸万商会

防風ストレッチジャケット

（株）鈴忠商事
リンガーベル・L

婦人ダウンベスト
旅行用携帯パジャマ

※数に限りあり
肌着・ナイトウェア・靴下

（税込）

日・祝休み
06-6394-2110
9:00〜17:00 土 9:00〜14:00

ポロラルフローレンフルジップパーカー。Boyʼs&
Girlʼsの2つのラインをご用意いたしました。お子様は
もちろんの事、大人でも十分に着用できる大きさと
なっています。
（日本規格M寸程度）
1枚

小

¥3,400

（株）
タガワ
ショールームゆめっせ

RALPH LAUREN Boyʼs & Girlʼs
フルジップパーカー

CHEAP-TOCK

ダブル

限定

素材：表地・裏地 綿 100%
中綿 ホワイト 93/7
１．
４kg（ハンガリー産）
サイズ：（S）150×210mm
（W）190×210mm
カラー：ピンク・ブルー

制服
（作業服・事務服・白衣）

名様

※価格は全て税込です。※掲載商品は店舗により数に限りがある場合もございます。
※店内商品には、シール配布対象外商品もございますので、各店舗でご確認ください。

メンズ・レディース・カジュアルウェアー

20 枚

素材：ストレッチ防風ボンディング
（裏メッシュ）
ポリエステル 100%

当選発表 応募締切後、コンピュー
タによる厳正な抽選の上、当選者を決
定。
賞品の発送をもって、発表にかえ
さ せ て い た だ きま す。
※応 募 締 切 後
１ヶ月以内で郵送にて発送予定。

（一部対象外商品あり）

シングル

限定

保 温 性に優 れた羽
毛布団。縫製は二層
式 で 非 常に あた た
かく、中 綿（ 羽 毛 ）
がよれません。

大

06-6394-3148
8:30〜17:30

115名様

羽毛布団

寝装品

川口屋

総勢

A

ホットカーペットカバー
をベストプライスにて
ご用意いたしました。ボ
リュームがあり、飽きの
こない柄行きに仕上が
っております。

インテリア全般

２等： 新大阪センイシティー
ご利用券1,000円分 100 名様

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2−2−2
協同組合新大阪センイシティー
「5thアニバーサリーフェア&クリスマスフェア応募係」

応募先

※１枚で１口
応募可能な
2000円分
応募シール
もあります。

１等： 快適生活

限定各10 枚

素材：ポリエステル 100%
サイズ：（大）200cm×250cm
（小）180cm×180cm
カラー：グレー・ベージュ

※5thアニバーサリーフェアで受け
取られたシールも使用できます。

＊応募１口につき１つ快適生活グッズを選ぶことができます。
専用応
募ハガキの「ご希望賞品」欄「A・B・C」より１つに○をご記入くだ
さい。
官製ハガキの場合は、ご希望商品名または「A・B・C」のご
記入をお忘れなく。
（3 口同賞品も可）
＊1 枚の専用応募ハガキ、
官製ハガキで、
3 口まで応募可。
＊応募締切までお1人様何口でも、
何枚でも複数応募可。
＊シールが剥がれやすい場合は、
透明テープ等で補強してください。
＊応募ハガキは館内・各店舗の
「応募 BOX」
へ切手不要で投函可能。
郵送の場合は 62 円切手を貼ってください。
＊応 募規定を満たしていない場合は、無 効となります。
ご住 所・
お名前は賞品発送に必要になりますので、分かりやすい文字で
お書きください。
（賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。
）

シルエット

１着

¥9,800

（税込）

カラー：モカ・ブラック・ライトグレー・
エメグリーン・レンガ・オリーブ・グリーン

詳しくは、ゆめっせHP、
または店舗スタッフまで！

http://www.yumesse.gr.jp

【お問い合わせ先】

協同組合新大阪センイシティー

TEL:06-6394-1121（9：00〜17：00、土日祝日除く）

