
不測の事態による開催中止等ファミリーセールの最新の
開催状況はこちらからご確認いただけます
https://www.onward.co.jp/info/family sale/index.html

セール期間前後 ☎06-4395-7007/10時～17時　
(土・日・祝を除く） ※平日に臨時閉館する場合があります。 
セール期間中    ☎06-4395-7777/10時～17時   

オンワード樫山 　港オペレーションセンターオンワード樫山 　港オペレーションセンター
開催時間 各日 9時～17時 開催時間 各日 9時～17時 

12月12月
3日（金）・4日（土）・5日（日）
10日（金）・11日（土）・12日（日）
3日（金）・4日（土）・5日（日）
10日（金）・11日（土）・12日（日）

2021 ONWARD GROUP MINATO MARKET
Family Sale in Osaka

あったか防寒グッズ SDGｓ 関連グッズおうち時間充実グッズ

※各種クレジットカードが、ご利用いただけます。 ※掲載ブランドは一例です。

Ladies’

Lサイズ 〈23区〉〈組曲〉〈J.プレス〉〈自由区〉〈ICB〉  　Sサイズ〈23区〉〈組曲〉〈自由区〉

EASY ORDERMen’s

Kid’s

PATTERN ORDER

12月10日（金）・11日（土）・12日（日） 

処分品大放出！！
後半3日間限定

オールシーズンファイナルプライス

オンワード製品お買いあげの方に、いずれかプレゼント！（1階集中レジ横）

LOGOS
ミニトート

ザ・バッグ
（肩かけバッグ）

ボア付きネックウオーマーボア付きネックウオーマー

フリースブランケット mozカラフルミニプレート（2枚組）

mozカラフルマグ（1個）

〈２３区〉〈組曲〉〈Jプレス〉〈自由区〉〈ICB〉Lサイズは３階です。
〈２３区〉〈組曲〉〈自由区〉Sサイズは３階です。

Ladies’

4F

セーター
コート・ジャケット各種

MAX90%OFF

セーター
コート・ジャケット各種

MAX90%OFF

Ladies’

4F Ladies’

ワンピース各種
スカート各種 MAX70%OFF

カットソー・ニット・パンツ・雑貨など

メンズ・レディースアイテム各種
会場特別価格

COAT FAIR

コート・ニット・
セットアップ・パンツ各種
Lサイズ/Sサイズ
MAX80%OFF

Ladies’3F

コート・ジャケット各種
 会場特別価格
コート・ジャケット各種
 会場特別価格

セーター各種
コート各種
MAX80%OFF　

コート・ジャケット各種
セーター各種  会場特別価格

Ladies’

3F Kid’s
会場特別価格会場特別価格

2F Men’s

2F Men’s

SETUP

3F Ladies’
コート・ジャケット各種
キングサイズやEC限定の
マウンテンスペースなども出品

会場特別価格会場特別価格

Men’s/Ladies’2F4F

Sサイズお買い得

4F

1階
MEN’S  2階
WOMEN’S 2階

人気のコスメティクスと話題のフィットネスウェアを特別価格でご提供!!

旧パッケージ品が
40～50%OFF
Newアイテムもお買い得

話題のバランスウェアが
最大70%OFF

バレエアイテムも品揃え

※写真はイメージです。掲載ブランドは一例です。※全て税込み価格。

無くなり次第終了！

30万通りのカスタマイズであなただけの1足を。
オーダーメイドシューズ会場限定プライス

港マーケット特別価格

ラグビー日本代表
オリジナルスーツ

メンズ

ウィメンズ

ウィメンズ

メンズ

ウィメンズ
メンズ

国産生地

インポート生地

￥38,500～
￥55,000～

￥59,400～
￥52,470～￥58,300～

￥66,000～

￥9,801～

￥22,000～
メンズ

ウィメンズ

1
2
3
4

学生証提示で限定素材オーダースーツが

PERSONAL ORDER

※婦人スーツのボトムスはパンツ又はスカートをお選びいただけます。
※上記表示価格はシングル税込お仕立て上り価格です。
※サイズにより一着分とれない場合がございます。

ご婦人の採寸は女性スタッフがおこないます。

オーダーサンプル品 3,300円～
ネクタイ1,100円～  ハギレ、ハンパ服地550円～大放出

紳士/婦人パーソナルオーダー
シングルスーツ・ジャケット31,900円から
フォーマルスーツ…………44,000円から

初めての方でも安心！ 簡単な3ステップで
本格オーダースーツをお仕立ていただけます。

2着お買い上げで11,000円OFF

カシミヤセーター各種
コート・スーツ・ジャケット各種
会場特別価格

2F Men’s

Men’s2F

五大陸
パターンメイド開催！
パターンメイド

既製服

Men’s/Ladies’2F

２０～３０％OFF２０～３０％OFF

３０～８０％OFF３０～８０％OFF スタイルを選ぶ2生地を選ぶ1 採寸・着用見本
（ゲージ）を着用
3

さらに

ランバン

ダックス レディス

DAKS World

2F

2F

ベビー・子供のウェア
用品・防寒・絵本など
会場限定の特別価格登場！

大好評！

自立神経チェック、
野菜不足チェック
無料測定！

エースバッグ特集

ミキハウススポーツオーソリティ

ウインタースポーツウェア

健康促進イベント

キッチン用品キッチン用品

表 4

キッチン用品キッチン用品

会場特別価格

2F 3F

1 F

1 F

1 F

1 F

2F

会場特別価格

※出品店舗、商品、ブランドは変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。

※品質表示タグ等でオンワード商品と認識可能なものに限らせていただきます。※下着、服飾雑貨、生活雑貨、呉服は、引き取り対象外とさせていただきます。
（ネクタイ、マフラー、バッグ、手袋、帽子は可）※お引き取りした衣料の返却はできません。※18歳未満の方は、保護者同伴でお越しください。

衣料引き取り

9：00～16：30  1階入場口横
オンワードグリーン・キャンペーン

あなたのオンワードの服が「希望をつなぐ毛布」に。

引き取りは「オンワード」製品に限らせていただきます。
婦人、紳士、こども、ゴルフなどの衣料品。

ご愛用いただいたオンワードの衣料品を会場でご利用いただける
「コート・ジャケット・スーツ600円分」

「その他の衣料品300円分」クーポン券とお引き換え。
〈会場で3,000円（税込）お買い上げ毎に1枚ご利用可。〉

お1人さま

10点
まで

検　温

マスク着用 ソーシャルディスタンス

お客様による袋詰め消　毒

※大きなお手回品は「手荷物一時預かり所」にお預けください。レジ精算前のエコバッグのご利用はご遠慮ください。この催しに限り返品・交換はお断りいたします。

会期中、会場までは弁天町「大阪ベイタワー」より
シャトルバスを運行いたします。

※近隣の方へのご迷惑となりますので会場周辺の
　コインパーキングなどへの駐車はご遠慮ください。

会場には駐車場はございません。

弁天町から無料シャトルバス運行

ショッピングバッグ有料化のお知らせ

11円 税込

１個口1、000円（税込）（長傘の配送はできません）
※後日配送のイージーオーダー、修理品は別の料金
　設定となります。　　　　　　　　　　　　

　　
大阪ベイタワーリニューアルにともない周辺駐車場は
混み合いますので「弁天町」駅へは公共交通機関を
ご利用ください。　　　　　　　　　　　　　　　

●マスク未着用の方、発熱や咳など体調のすぐれない方の来場はご遠慮ください。
●積極的な接客を控えさせていただきます。ご用の方はお声がけください。●お食事中の会話はお控えください。

新型コロナウイルス感染拡大予防に対するお願い

昆布茶不二食品

ドレッシング
バームクーヘン宝屋

ナッツ ナッツ 
えびせん・ういろう川安

ハニーオアシス

※出品店舗、商品、
ブランドは変更になる
場合がございます。
※写真はイメージです。　

北海道物産展北海道物産展

あの味、この味、北海道の味

※全てお持ち帰り商品です。会場でのご飲食はできません。
※その他メニューも販売いたします。
※販売メニューは予告なく変更になる場合がございます。

ーメン（2食入） いくら醤油漬お土産用いかめし（2尾入）

やわらかくんさき“揚げない”冷凍コロッケ各種

【札幌ラーメン武蔵】 【布　目】【いかめし阿部商店】

【札幌おやじダイニング】

令和3年度 新物！北海道産雑穀各種

【夕張あきんど屋】 【藤井食品】

たこザンギ

【小樽飯櫃】

出 店 店 舗

後半3日間
12/10.11.12
後半3日間
12/10.11.12

『北海道の旨いがやって来る！』『北海道の旨いがやって来る！』1F
後半

人気の名店が勢揃い！人気の名店が勢揃い！人気の名店が勢揃い！1F
前半3日間
12/3.4.5

前半

ONWARD MARCHÉONWARD MARCHÉ

初開催！

ONWARD
SELECT

フランドル

レインウェア

3F

3F


