
TEL

新型コロナウイルス感染症予防に関するお願い

感染拡大予防のため、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

今後のファミリーセールのご案内はメール配信になります。メンバーズ登録を事前にお済ませの上ご来場ください。
オンワードメンバーズ未登録の方は、入場口でご登録のお手続きをしていただき、その後のご入場となります。お時間をいただく場合がございますが前もってのご登録が便利です。

◆会場内での事故、及び手荷物類の紛失には一切責任を
負いかねますので、ご了承ください。

◆お買い上げ商品を百貨店等に持ち込むのはご遠慮くだ
さい。
◆会場内へのお荷物のお持ち込みは、A4サイズ未満の
お手回り品1個とさせていただきます。

◆ペットを連れてのご入場はご遠慮ください。

※スキャンで会期中、何度でも入館可能！

【予告】
オンワード仙台
ファミリーセールのご案内
○月○日より！

メールで会期を
確認！

スマートフォン・
携帯電話・タブレットを
持ってご来場！

モバイルカード・アプリ会員証※

（ピンクの背景のバーコード画面）
スキャンでご入館！

ラ・パン パレット 白河高原ナポリ舎 石井屋

石窯工房ばーすでい 柴田パン本店 えとふぇ ジャンヌダルク

8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店

8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店 8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店 8/27㈯・28㈰ のみ出店 8/26㈮のみ出店 8/26㈮のみ出店

今後のファミリーセールご来場方法

オンワードメンバーズ会員様は、スマートフォン・タブレット等でご入場ください。

オンワードメンバーズ・ファミリーセール会員にご登録いただくと…

販売開始10：00頃～売り切れ次第終了

●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。
検　温 消　毒 お客様による袋詰め

ソーシャルディスタンスマスク着用

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/familysale/index.html

ファミリーセールについてのお問い合わせ
【開催前】8/16（火）～8/25（木）10：00～17：00（休業日：土・日・祝）
【開催中】8/26（金）～8/28（日）  9：30～18：00（最終日は17：00まで）070-6677-4559

LADIES’

オンワードグループ ブランド

KID’SMEN’S

23区・組曲・自由区・J.PRESS・ICB  　　　　　　　23区・組曲・自由区　　　レディス・フォーマルLサイズ Sサイズ

ご来場の
お客様へ

ショッピングバッグ有料化のお知らせ

ショッピングバッグ
一律 円（税込）11

オンワードグループでは地球環境に配慮した取り組みの
一環としてプラスチック製ショッピングバッグを順次廃止
し、紙製化に向けて取り組みます。ご理解・ご協力の程
よろしくお願いいたします。

ブランドは一例です。

※全て税込価格です。

新規登録は
こちら

今回、オンワードグリーンキャンペーンの開催はございません。

新規登録とアプリ初回ログインで

最大
ポイントプレゼント

円分1,000
オンワードメンバーズ未登録の方へ

オンワードメンバーズ（ファミリーセール会員）のご登録をお済ませください。

500ポイント

アプリ
初回ログインで

ONWARD
MEMBERS その場でプレゼント

500ポイント

ウェブから
新規登録で

⬅ウェブで登録 アプリで登録➡

翌日プレゼント

オンワードグループの人気ブランドが   　　　   に！オンワードグループの人気ブランドが   　　　   に！特別特価特別特価オンワードグループの人気ブランドが   　　　   に！オンワードグループの人気ブランドが   　　　   に！特別特価特別特価

オンワード樫山 夏のファミリーセール

9:30~19:00 9:30~18:00 9:30~17:008 26月

仙台国際センター展示棟
日 金 28日 日27日 土

※会議棟ではありません

仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園行
国際センター駅より徒歩1分

駐車場・駐輪場は大変混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

会場

大感謝祭
生地にカスタードクリームを折り込んで
焼き上げたしっとりふんわりで青豆パン。
当店一番人気！

高級クリーミー生食パン。ラ・パンの味わいは、
選び抜いた素材と心のこもった製法からつくられ
ます。まずは何もつけずにお召し上がりください。

照り焼きチキン。甘辛く味付け
したチキンをサンドしてマヨ
ネーズをトッピング。ボリューム
満点！

シカゴが発祥のソースたっぷりのピザ。
添加物フリーにこだわったミートソース。
電子レンジで調理可。

十勝本別の土蔵さんの特別栽
培小豆を直接仕入れ自家製手
作りのこだわりのあんこです。

モナモナ

プレミアム生クリームパン。無添
加の米粉のブリオッシュ生地に
生カスタードクリームをたっぷり
入れた究極のクリームパンです。

極うまっカレーパン。オリジナルのカレー
スパイスを配合、中身は口どけの良い
カレー、外はさくさくの食感です。

おすすめはイタリア・トスカーナ
のローズ岩塩パン「スキアッ
チャータ」どんな食事にも！

微笑みメロンパン。卵黄をたっぷ
りと使ったビスケット生地を包み
焼き上げました。食べると思わず
微笑みが！

￥500 ￥700 ￥180～￥880￥440

￥350 ￥180￥260 ￥160￥200

8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店 8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店 8/26㈮・27㈯・28㈰ 全日出店

オンワード商品をお買い上げいただいたレシートとオンワードメンバーズバーコードを専用カウンターにてご提示いただくと

ピエトロドレッシングを
プレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※ピエトロドレッシングは数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
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（30分ごとに100円）
350普通車約 台

※会場はこちらの展示棟になります

交通アクセス

駐輪場

レディスを中心に70％～最大90％の
商品をご用意。お見逃しなく！！
（ブランドの一例：23区、自由区、ICB,JPRESS、組曲など）26日金限定 お買い得品

コーナー開催！

（メンズ・レディス）

◆お買い上げ商品の返品（返金）及び商品交換は
　ご遠慮願います。

各店長のおすすめはこちら！
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駐輪場

レディスを中心に70％～最大90％の
商品をご用意。お見逃しなく！！
（ブランドの一例：23区、自由区、ICB,JPRESS、組曲など）26日金限定 お買い得品

コーナー開催！

（メンズ・レディス）

◆お買い上げ商品の返品（返金）及び商品交換は
　ご遠慮願います。

各店長のおすすめはこちら！

8/26㈮のみ出店 8/27㈯のみ出店 8/28㈰のみ出店

10
メンズ・レディスのメンズ・レディスの

会場特別価格会場特別価格

オーダースーツが
上質なオーダーメイドスーツが、
33,000円　   から最短1週間で。（税込）

％OFF

秋冬物・オールシーズン物

フォーマルスーツ対応可能

社員販売会 限定特典

2着以上ご購入で
4,000円OFF！！ 国内縫製

10%
OFF 人気のコスメと話題の

フィットネスウエアが
　　　　　　　　に！

人気のコスメと話題の
フィットネスウエアが
　　　　　　　　に！

※全て税込価格です。

仙台・宮城観光ＰＲキャラクター むすび丸

※写真はイメージです。掲載ブランドは一例です。

※最短の場合です※最短の場合です

選りすぐりの逸品がファミリーセールに集結選りすぐりの逸品がファミリーセールに集結！！

（花珠パールネックレス、イヤリングセット）

足圧バランス
無料測定会開催！
New Balanceを中心に

スニーカーの品揃えを充実！
New Balanceを中心に

スニーカーの品揃えを充実！
（Pt999 4.7g 約42cm）

（合計1ct）

円会場
特別価格 88,000

円会場
特別価格 128,000
純プラチナネックレス

Ptダイヤモンドリング

花珠パールセット
ビューティー
ハンドケア無料「自分色」

みつけませんか？
9：45より整理券をお配りいたします。

パーソナルカラー診断

人気サンプルプレゼント

アンケートにお答え頂ければ、タカノ会員に
無料登録致します（1年間）。

オンワード会員様特典

一般衣類クリーニング全品半額券および
布団クリーニング半額券をプレゼント！

靴磨き
無料

8/26（金）、27（土）両日とも9：30～17：00

菊水堂のポテトチップスを
100円(税込)で特別販売！

1日
200個
限定

8/27㈯・28㈰のみ

女性
限定

表示価格から      %OFF60

「何も足さず、何も引かず」牡蠣エキスのみで
茹で上げた逸品。そのままでも牡蠣ご飯やパ
スタ等のお料理にもバッチリ！

カイタク商店［牡蠣の潮煮］

小川フード＆サービス（株）
［国産牛 業務用切り落とし 2kg］

原料にブラックアンガスビーフ・黒毛和牛・
黒豚を使用した食べ応えのあるハンバーグ。
二層仕立てで肉の旨味を閉じ込めました。

滝沢ハム［黒黒黒ハンバーグ 3個］

全て【特選】のフルーツを使用した季節の
フルーツ大福。

弁才天［フルーツ大福］
丸友本舗

［和歌山南高梅］

JAいしのまき
［仙台牛］

パールライス宮城
［お米屋さんのおはぎ］

永平寺御用達の越前麹味噌に一晩漬け込んだ
鯖を焼き、酢飯と合せた味噌焼き鯖寿司です。
一度食べたら忘れられないお味と話題沸騰！

源兵衛［越前麹みそ焼鯖寿司］
山口の超新星銘柄「天美」より、限定発売の
酒米別純米大吟醸シリーズ。4か月連続リリー
スのラストが8月の「山田錦」です。

サーロインステーキ、焼肉用、
すき焼き用。

JA新みやぎ
［ごはんのおとも］

食卓のおともとして、ごはんが
すすみます。

酒のかわしま
［天美 純米大吟醸「山田錦」］

缶つま売れ筋No.1。広島県海域で育ったか
きのむき身を使用。桜のチップで燻製にし、引
き出した旨味を藻塩で仕上げた逸品。

国分東北［かきの燻製油漬け］

キーコーヒー
［コーヒー］

米を田んぼで育てるところから手掛けて、昔な
がらの製法で手作りしています。

東北のフルーツをドライ加工してチョコレート
と合わせました。

人気のバターサンド5種をアソート。特別価格
にて提供します。

みやぎのあられ
［あられ3種で6％超OFF］ 石巻門外不出の商品で、地元では牡蠣を剥

き小屋でオヤツとして食べていたのを、ずんだ
を使用した茶巾にアレンジ。

風月堂［ずんだ茶巾］
果実-KASANE-［バターサンド］

イーレ！はせくら王国
［ドライ果実ショコラ（ミックス）］

震災復興から生まれたスイートポテト。復興のた
めの取組「おいもプロジェクト」で毎年子どもた
ちと一緒に被災地でさつまいもを育てています。

りるぽて［スイートポテト3点セット］
￥680

￥700 ￥800

￥500

￥500

￥1,000

￥1,000

￥1,100

￥3,000

￥
～2,000

￥3,000

￥各種 550～

￥464～

会場
特別価格

￥3,990→￥1,995

￥1,650→￥1,300

特別
価格

高品位のふかひれスープが通常の半額以下。
この機会にぜひご賞味ください。

三陸 気仙沼ほてい
［贅沢ふかひれ濃縮スープ］

各店長のおすすめはこちら！
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