
コナカ・フタタアプリ
ダウンロードはコチラから▶

お近くの店舗はコチラ  お
客
様
へ

ポイントが
使える
貯まる

ポイントが
使える
貯まる

ULTRA MOVE
ウルトラムーブ

スタイリッシュスーツ
○当¥39,900 
（税込¥43,890）の品

（税込¥21,501）

洗える
安心 

earth music&ecology
スーツ［パンツスタイル］
○当¥29,900
（税込¥32,890）の品

（税込¥23,680）

人気ブランドとコラボした
オリジナルのスーツ。

オールストレッチ素材で
動きやすい。

リアルコレクションスーツ
○当¥69,900～ 
（税込¥76,890～）の品

（税込¥51,201～）

［お客様へのお願い］ご来店の際は「店舗入口で手指の消毒」「店内でのマスク着用」のご協力をお願い申し上げます。

洗濯機で
洗える

ストレッチ

ウルトラムーブスーツ
（スリーピース）
○当¥59,900（税込¥65,890）の品

（税込¥41,301）

洗濯機で
洗える

オール
ストレッチ

ウエスト
シャーリング 防シワ

ULTRA WASH
ウルトラウォッシュ

REAL COLLECTION
リアル コレクション

ウルトラウォッシュスーツ
○当 ¥49,900（税込¥54,890）～の品

（税込¥31,401～）

洗濯機で洗える

ドラム式
乾燥機OK ノーアイロン

洗濯機で洗える

洗濯機で洗えるから、
いつでも清潔。

earth music&ecology
スーツ［スカートスタイル］
○当¥28,900（税込¥31,790）の品

（税込¥22,888）

STYLISH

ウールのなかでも希少性の高
いニュージーランド産最高級
ウールを使用しています。

LIMITED WOOL
形態安定で
シワに強いから
いつでもキレイな
シルエットをキープ。

形態安定で
シワに強いから
いつでもキレイな
シルエットをキープ。

ストレッチ

スタイリッシュ

洗える
安心  

洗える
安心  

洗える
安心  

品質・機能にこだわった商品を豊富に取り揃えています。

%OFF10
お会計の際に組合員証
または本チラシをご提示で

ご利用後価格から
特別割引券

または

宇都宮市職員生協組合員・ご家族の皆様へ

提携割引
宇都宮市職員
生活協同組合様

●詳しくは裏面をご確認ください

●○当（当社通常価格）：2022年8月6日～9月30日の期間に4週間以上販売した価格です 
●掲載商品は取り扱いのない店舗や品切れの場合がございます。またデザイン・色・柄が異
なる場合がございます。ネーム入れ・お直しの料金は別途頂戴いたします ●価格・割引額・
割引率は変更になる場合がございます ●詳しくは店舗スタッフまでおたずねください

生協ニュース 宇都宮市職員生活協同組合



ご不要になった衣類をお持ちください

有効期限 
2023年3月31日（金）

下取りをご利用の際は
コチラを必ず
ご確認ください▶他社製品もOK

スーツ/コート/フォーマル

¥15,000引税込価格
から

税込価格
から 10%OFF 税込価格

から ¥3,000引

当社通常価格¥39,900
（税込¥43,890）以上の品

メンズ

スーツ/コート/フォーマル
当社通常価格¥39,900
（税込¥43,890）以上の品

メンズ

パターンオーダースーツ
当社通常価格¥39,900
（税込¥43,890）以上の品

スーツ/コート/フォーマル
当社通常価格¥19,900
（税込¥21,890）以上の品

レディス

パターンオーダースーツ
当社通常価格¥39,900
（税込¥43,890）以上の品

スーツ/コート/フォーマル
当社通常価格¥19,900
（税込¥21,890）以上の品

レディス

メンズジャケット/スラックスのご購入は

WEB特別割引券を
ご利用ください

●オーダー商品は対象外 ●オーダー商品は対象外 

¥20,000引税込価格
から

税込価格
から 20%OFF 税込価格

から ¥3,000引
●オーダー商品は対象外 ●オーダー商品は対象外 

スタイリッシュコート
○当¥39,900
（税込¥43,890）の品

スタイリッシュコート
○当¥39,900
（税込¥43,890）の品

（税込¥21,501）（税込¥21,501）

ダブルトレンチコート
○当¥29,900
（税込¥32,890）の品

ダブルトレンチコート
○当¥29,900
（税込¥32,890）の品

（税込¥23,680）

ビジネススーツには
ビジネスコートで
スマートに。

ライナー付きだから
これからの
季節に大活躍。

ライナー付きだから
これからの
季節に大活躍。

キリトリ線

ご利用後価格からまたは下記の 特別割引券 %
OFF10

ジャストフィットが叶える理想のスタイル

（税込¥29,601）～（税込¥29,601）～提携
割引

●メンズスーツE体・K体は1着あたり別途￥3,000（税込¥3,300） ●約3
週間で仕上がります ●写真はイメージ

○当¥39,900（税込¥43,890）以上のメンズ・レディスパターン
オーダースーツは税込価格から¥3,000引の特別割引券をご利
用後、さらに提携割引で10%OFF

メンズ
パターンオーダーシャツ
¥5,900～

（税込¥6,490～）の品

メンズ
パターンオーダーシャツ
○当¥5,900～
（税込¥6,490～）の品

提携
割引 （税込¥5,841）～

パターンオーダースーツメンズ＆レディス 詳しくは
コチラから▲

●写真はイメージ

各 ○当￥4,900
（税込¥5,390）以下の品

ブラウス/カットソー

組合せ
自由

3点で¥10,000
（税込¥11,000）

組合せ
自由

3点で¥5,000
（税込¥5,500）

提携割引提携割引

●写真はイメージ

各 ○当￥1,900
（税込¥2,090）の品

ワイシャツ/ネクタイ/ベルト

（税込¥4,950） （税込¥9,900）

まとめ買いがお得  コーディネートアイテムまとめ買いがお得  コーディネートアイテムメンズ＆レディス

特別な日のための、
あなたらしい一着を。

レディスフォーマル
○当¥49,900
（税込¥54,890）の品

（税込¥39,520）（税込¥39,520）

メンズフォーマル
［ウエストアジャスター付き］
○当¥39,900
（税込¥43,890）の品

（税込¥21,501）（税込¥21,501）

フォーマルメンズ＆レディス

提携割引
宇都宮市職員生活協同組合様

お会計の際に組合員証または
本チラシ（印刷可）のご提示で

店舗
記入欄

お客様氏名 ご利用店舗（店名・店番）ご利用日 ご利用金額（税込）

●○当 ¥19,900（税込¥21,890）以上のメンズコートは税込価格から¥3,000引 ●下取り品は、お一人様1アイテムに
つき５点まで、一度にお持ち込みいただける品は合計１０点まで ●他の割引券、セットセールとの併用不可 ●制服の
購入には利用不可 ●下取りにはご本人様が確認できる身分証明書が必要です ●オンラインショップ、FUTATA 
THE FLAG、SUIT SELECTでは利用不可

●○当¥19,900（税込¥21,890）以上のメンズコートは税込価格
から¥3,000引 ●お会計の際に本チラシをご提示ください ●本券
1枚につき、1回限り有効 ●他の割引券、セットセールとの併用不可 
●制服の購入には利用不可 ●オンラインショップ、FUTATA 
THE FLAG、SUIT SELECTでは利用不可

●一部のブランド商品、商品券の購入代
は提携割引対象外 ●下取りまたは特別
割引券の対象外商品も提携割引で10％
OFF ●ご家族様も利用可 ●制服の購入
には利用不可 ●他の企業・団体の提携割
引との併用不可 ●オンラインショップで
は利用不可

%
OFF10

左記の
または特別割引券

SUIT SELECTも10%OFF
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