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最新フェア情報 

丸亀町グリーンでは6月19日(日)の父の日に向けて、 
丸亀町グリーンの人気ショップが今期イチオシの父の日ギフ
トをご紹介♪「Father’s Gift」を好評開催中。 
お洒落なファッションアイテムからビジネスシーンで活躍する
雑貨、休日を楽しむ癒しの旅まで…“ありがとう”の気持ちをカ
タチにした個性豊かなギフトをご提案致します。 

【Ｆａｔｈｅｒ’s Gift Fair】  いつも頑張っているお父さんに・・・感謝を届けるギフトが勢揃い！ 

伊織 / 今治タオル・雑貨 
Very Colors ミニハンカチ ¥648 

アレックスコンフォート / 雑貨 
ロマンスグレイビアグラス ¥950 

リトルマーメイド / ベーカリー 
お父さんの顔パン ¥540 

アーバンリサーチドアーズ /  
メンズ・レディス 
杢鹿の子ポロシャツ ¥6,480 

ザ・ノース・フェイス / アウトドア 
マキシフレッシュ ラインポロ ¥7,344 

高松ロフト / バラエティ雑貨 
甚平セット ￥5,400  

Ｈ.I.S / 旅行・海外ウエディング 
台北 4日間 ￥78,800～ 
 

スウィートハート / ブライダル 
マキシフメンズシューズ  
ロングノーズ ¥13,392 
 

※価格は全て税込み価格となります。 

＆ 



【ブライダルフェア】  ２人の素敵なひと時を彩る… 洗練されたアイテム＆サービスをご提案♪ 
   

丸亀町グリーンでは6月の花嫁 “ジューンブライド”にち
なんで、現在「ブライダルフェア」を好評開催中！ 
新郎新婦のための特別なアイテムから、幸せのひと時
を共に過ごすゲスト様向けのものまで・・・丸亀町グリー
ンの人気ショップ各店がお２人の大切なひと時を様々な
かたちでサポートいたします。 

２ 

スウィートハート / ブライダル 
レンタルドレス ¥54,000 

アイアイイスズブライダル / ジュエリー 
＜AHKAH＞ 
■トランスペアレントリング ¥342,000～ 
■ティナリング ¥112,320 
■オネスティリング  ¥61,560～ 

Ｈ.I.S.  / 旅行・海外ウエディング 
ハネムーン ビーチフォト ¥79,000 

アレックスコンフォート / 生活雑貨 
BRIDARUMA 各¥2,052 

リュストレ /  
ジュエリー・ファッション雑貨 
チョーカー  ¥12,960 

アネモネ /  
アクセサリー・ファッション雑貨 
オリジナル プリーツ サブバッグ ¥3,564 

伊織  / 今治タオル・生活雑貨  
yume -the soft towel-フェイスタオル 
¥1,600 

シェルブルー / レディス 
ウエストリボンワンピース  ¥12,744 

ロフト / バラエティ雑貨 
スマホｄｅチェキ  ¥20,366 

※価格は全て税込み価格となります。 



３ 

【リトルマーメイド】  春の親子パン教室  “お父さんの顔パン”づくりにチャレンジ！ 

店舗最新情報 

実施日： 6月18日（土） 14時～16時  

場   所： けやき広場特設会場  

定   員： 10組  (事前予約制)  

参加費： 1,000円/ 1組 （お子様1名・保護者1名 / 計2名） 

持参物： エプロン ・ 三角巾  

作るパンの内容： お父さんの顔パン  （写真右参照） 

主   催：東館１F リトルマーメイド高松店   TEL：087-813-0242   

本物の味、焼き立て、出来立てのおいしさをお届けする「リトルマーメイド」では、毎年恒例の大人気イベント「親
子パン教室」を6月18日（土）に開催。今回は翌日6月19日（日）の「父の日」にちなんでプレゼントにも喜ばれる事
間違いなしの“お父さんの顔パン”づくりにチャレンジ！リトルマーメイドのパン職人に、パンの生地成型・トッピン
グを教わりながら世界にたった１つしかない心のこもった手作りパンで日頃の感謝の気持ちを大好きなお父さん
に伝えてみては？リトルマーメイドが、パン作りの体験を通して皆様に特別なご家族の思い出をお届け致します。 

参    加：事前予約制 ※詳細は店舗までお問い合わせ下さい。 

【エイチ・アイ・エス】  スーパーサマーセール 6月4日(土)スタート！ 

旅 を通じて、「ワクワク」と「感動」をお客様に提供するエイチ・アイ・エスで
は、6月4日(土)～7月4日(月)までの期間中、夏の一大イベント「スーパー
サマーセール」を開催！！人数限定受付ソウル￥19,800～/台北¥39,800
～/東京¥12,800～/ 沖縄¥29,800～(高松空港発着)など…お得な旅が盛
りだくさん♪ この夏最大級のセールをお見逃しなく！ 
更に！同営業所内、海外挙式専門店「アバンティ＆オアシス」でも、 
スーパーサマーセールにてお得な海外・沖縄でのウエディングを特別価
格でご用意！お２人の理想のリゾートウエディングをスペシャルな価格で
サポートいたします。 

【店舗】 西館１Ｆ エイチ・アイ・エス高松営業所 

【ＴＥＬ】   
 Ｈ.I.S . / 087－851－4891   
挙式専門店 アバンティ＆オアシス / 087‐851-1082            

【スーパーサマーセール】  

期間：6月4日(土) ～ 7月4日(月)    



一足早く初夏の訪れ…♪  屋上テラスレストラン「ジャングルビアガーデン」スタート！  

■鉄板焼肉食べ放題 (2時間制＋バイキング料理＋飲み放題）  
男性 4,500円  女性 4,000円   
シニア（65歳以上） 男性 3,500円 女性 3,000円   
子供（中学生未満） 2,200円  
  
■鉄板焼肉プレミアム (2時間制＋バイキング料理＋飲み放題） 
通常のバーベキューコース＋ 
稀少部位・サーロイン・リブロース・魚介盛り合わせも食べ放題！！ 
男性 5,000円  女性 4,500円   
シニア(65歳以上) 男性 4,000円 女性 3,500円  
子供（中学生未満） 2,700円 

丸亀町グリーン西館４Ｆ 屋上テラスレストラン「ジャングルビアガーデン」では、高松の夏の風物詩「ビアガー
デン」を好評開催中！大人気のバーベキューコースをはじめ、「プレミアムコース」はお肉の稀少部位やサー
ロイン、魚介類などもお楽しみいただけるスペシャルな内容となっております。 
ビールが美味しくなるこれからのシーズン！屋上テラスガーデンが一足早く初夏のムードに包まれます。 

【ご予約先】 

【ビアガーデン ＢＢＱ】 

■バーベキュー (2時間制＋バイキング料理＋飲み放題） 
男性 4,500円  女性 4,000円   
シニア（65歳以上） 男性 3,500円 女性 3,000円   
子供（中学生未満）2,200円  
 
■バーベキュープレミアム (2時間制＋バイキング料理＋飲み放題） 
通常のバーベキューコース＋ 
稀少部位・サーロイン・リブロース・魚介盛り合わせも食べ放題！！ 
男性 5,000円  女性 4,500円     
シニア(65歳以上) 男性 4,000円 女性 3,500円 
子供(中学生未満) 2,700円 
 

※価格は全て税込み価格 

【その他ディナーメニュー】 

４ 

場所 ： 西館４Ｆ ジャングルビアガーデン 
ＴＥＬ ：  087-823-5570 

※内容は予告なく変更となる場合がございます 

【営業時間】 
ランチ： 11時 ～ 14時   ※ラストオーダー13時30分 
ビアガーデン： 17時 ～ 23時   ※ラストオーダー21時 



《本件に関するお問い合わせ先》 

丸亀町グリーン運営室 担当 ：藤本（フジモト） 合田(ゴウダ)  

〒760-0029  香川県高松市丸亀町7番地16 丸亀町グリーン西館４Ｆ 

ＴＥＬ：087-811-6600 ＦＡＸ：087-821-6960 

 

５ 

【LINE＠はじめました！】 丸亀町グリーン公式アカウント スタート！！ 

丸亀町グリーンでは、今期より「LINE＠」の運用を新たにスタート！
施設店舗でのお食事やお買いものをより一層お楽しみいただける
お得なサービスや最新イベント情報などを随時皆様にお届けいた
します。 

NEW  Contents！ 


