
MerryChristmas

チョコレートケーキ
（レギュラー） 1,998円（税込）
トップス［スイーツ］ 
営業時間 10：00～21：00

TEL 048-423-2532

ウィンターパック 4,500円（税込）
とんかつ新宿さぼてん［惣菜］ 
営業時間 10：00～22：00

TEL 048-485-0122

クリスマスBOX
●Aセット（ミニクロワッサン7個・ショコラノエル7個）
●Bセット（ミニクロワッサン8個・ミニチョコクロワッサン8個）

648円（税込）

ミニワン＆ドンクエディテ［ベーカリー］ 
営業時間 ミニワン/9：00～21：00　ドンクエディテ/8：00～21：00（土・日・祝9：00～21：00）

TEL 048-485-6602

めぐみどり もも焼き（1本） 783円（税込）
日本一［惣菜］ 
営業時間 10：00～21：00

TEL 048-485-3951

サラダセレクション
（3～4人前） 3,564円（税込）
グリーングルメ［惣菜］ 
営業時間 10：00～21：00

TEL 048-487-8829

クリスマスチキンパック
（絶妙チキン 塩こしょう味 4本・
  骨なしチキン しょうゆ味 4本）

2,000円（税込）

ロッテリア［ファストフード・カフェ］ 
営業時間 7：00～22：00

TEL 048-486-1123

クリスマス海鮮ちらし 951円（税込）
京樽［惣菜］ 
営業時間 7：00～21：00（土・日・祝 8：00～21：00）

TEL 048-471-1444
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安心、健康、美味しさにこだわって育てた
「めぐみどり」の純粋な鶏肉の美味しさを是非ご堪能ください。

まぐろ、いくら、サーモンなど
7種の海鮮を彩り良くちりばめた、
クリスマス限定商品です。

色鮮やかなトッピングで、クリスマスをイメージした
あんみつです。
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プレゼントにもぴったり！
クリスマス限定の
特別なセットです。

クリスマスあんみつ 594円（税込）
浅草梅園［スイーツ］ 
営業時間 10：00～21：00

TEL 048-485-8282

12月23日（日）
～25日（火）



〒352-0001埼玉県新座市東北2-38-10
TEL 048-473-1991
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EQUiA志木では東武カードのクレジット・現金の
お支払いでポイントがたまります。※一部除外店舗がございます。
◆毎月5のつく5日・15日・25日は東武カードのポイントが3倍！

EQUiA志木ではPASMO等の交通系電子マネーが
全店でご利用いただけます。※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。

今年もエキアの冬がやってくる！

※表示価格はすべて税込みです。　※掲載商品は盛りつけの一例、イメージです。　※商品は豊富に取り揃えてございますが、売り切れの場合はご容赦ください。　※天候などによりやむを得ず、産地が変更になる場合や入荷できない場合があります。
※営業時間を変更する場合がございますので、ご了承ください。

●忘年会に最適！
　カジュアルプラン
　（2時間・飲み放題付）
※12月1日（土）～12月31日（月）

シェフ特製のパスタや自慢の絶品
肉料理に飲み放題が付いた得々プラン！
忘年会やお誕生日会など幅広くご利用
いただけます。

2,160円（税込）

ミニワン＆ドンクエディテ［ベーカリー］ 
TEL 048-485-6602
営業時間 ミニワン/9：00～21：00
　　　　 ドンクエディテ/8：00～21：00
　　　　　　　　　　　 （土・日・祝9：00～21：00）

フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」。
御家族でお楽しみ下さい。

●ガレット・デ・ロワ
※12月27日（木）～1月8日（火）

●おむすびパーティセット

1,600円（税込）

※前日までに要予約

おむすび権米衛［おむすび］ 
TEL 048-475-4152
営業時間 7：00～21：00

750円（税込）

カルディコーヒーファーム［グロサリー］ 
TEL 048-485-3975
営業時間 10：00～21：00

●ノエル（200g）
※12月25日（火）まで
※なくなり次第終了

スイーツとの相性がよく、ミルクと砂糖と
合わせれば、チョコやナッツのような甘い香りと
ビターな味わいが楽しめます。
クリスマス限定のコーヒー豆です。

12月23日（日・祝）、
24日（月・振）、25日（火）

東武カードポイントが

5倍！

12月21日（金）～25日（火）

●抽選場所：EQUiA志木 2階成城石井前特設カウンター

●抽選時間：11時～20時（最終日のみ21時まで）

●レシート対象期間：12月14日（金）～12月25日（火）

Nintendo Switch＆ポケモンゲームソフト 4本

グランドハイアット東京ペアお食事券 5本

お買物券3,000円相当 50本

お買物券1,000円相当 300本

お菓子

お買物券   500円相当 1,900本

お買上げレシート合計2,000円（税込）毎に1回、
抽選にご参加いただけます。
ゲーム機やお買物券等の景品をご用意してお待ち
しております！

素敵な景品
盛りだくさん！

冬の福引抽選会開催！抽選期間：

EQUiA賞

A　賞

B　賞

C　賞

D　賞

参加賞

3,780円（税込）

京樽［惣菜］ 
TEL 048-471-1444
営業時間 7：00～21：00（土・日・祝 8：00～21：00）

まぐろ、ほたて、とろサーモンなど
人気ネタの盛合せです。

●江戸前「雅」（4人前）

●惣菜パーティセット

1,700円（税込）

4,000円（税込）

CANTINA［イタリアン］ 
TEL 048-485-1018
営業時間 11：00～23：00

●90分以上ご利用の方限定
　「リラクチューブ」プレゼント
※12月1日（土）～12月31日（月）

Re.Ra.Ku独自開発のストレッチチューブ。
肩甲骨だけにアプローチしたチューブで
疲れない身体を作りましょう！

Re.Ra.Ku［リラクゼーション］ 
TEL 048-458-0831
営業時間 10：00～21：00

●おむすびパーティセット ●惣菜パーティセット

●ダンシングダイヤモンド
　ネックレス（写真上）
　（K18WG/D-0.08ct）

VÉRITÉ［宝飾・貴金属］ 
TEL 048-474-8613
営業時間 10：00～21：00

32,180円（税込）

●ダンシングダイヤモンド
　ネックレス（写真下）
　（プラチナ/D-0.30ctup）

86,180円（税込）

●FOXファー付ステンコート
※12月1日（土）～12月24日（月）
※なくなり次第終了

●冬物一部商品
   MAX20%OFF
※12月7日（金）～12月24日（月）

ルベール［レディスファッション］ 
TEL 048-423-7012
営業時間 10：00～21：00

落ち着いた色味で合わせやすく、
羽織るだけで上品な雰囲気に。
ワードローブに合わせれば安心です。

28,944円（税込）

●スーツ

●コート

SUIT SELECT
［メンズ・レディスファッション］  
TEL 048-486-0921
営業時間 10：00～21：00

今季旬のオーバーコートと
質の良いニュージーランドウール
を使用したテーパードスーツが
おススメ！！

41,040円（税込）

30,240円（税込）

台湾直輸入の高品質茶葉と
日本の自社工場でつくるこ
だわりのタピオカを使用した
「お茶とタピオカ専門店」。岩塩
クリームやフルーツ泡茶など
様々なお茶を楽しめます。

12月10日（月）
OPEN!!




