RDI レナウン ファミリーセール

RDI レナウン ファミリーセール

パシフィコ横浜 Dホール

農林水産省職員生協組合員・ご家族のみなさまへ

農林水産省職員生活協同組合

・祝）10:00〜17:00
5／3（金・祝）4（土・祝）（金
（土・祝）10:00〜16:30

新 元 号 記 念 抽 選 会！！

B棟

税込15,000円以上お買い上げで抽選
みなとみらい21で使用出来る共通飲食券が当たる！

横浜市西区みなとみらい1-1-1

※食品・雑貨を除く

■税込30,000円以上お買い上げで「みなとみらい公共駐車場90分無料」

RDI レナウン ファミリーセール

（除外品あり）

第２展示場

RDI レナウン ファミリーセール

9:30〜16:30
5／11（土）12（日）（土）
（日）9:30〜16:00

第１展示場

●みなとみらい線（東急東横線直通）みなとみら
い駅下車クイーンズスクエア連絡口より徒歩3分
●JR京浜東北線・横浜市営地下鉄桜木町駅下車
徒歩12分、バス7分、
タクシー5分
●首都高速横羽線みなとみらいランプより約3分
※みなとみらい公共駐車場をご利用ください
（有料30分270円）

Dホール

東京流通センターTRC

さいたまスーパーアリーナ

5／24（金）25（土）26

（金）10:00〜17:00
（日）
（土）10:00〜17:00
（日）10:00〜16:00

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」または「駐車料金2時間無料」※食品・雑貨を除く

RDI レナウン ファミリーセール

アクセスサッポロ

6／1

2

無料駐車場有り
（1,100台）

RDI レナウン ファミリーセール

RDI レナウン ファミリーセール

横浜アリーナ

6／7

8

ご本人様用・ご友人様用 各会場共通特別ご招待券
ご住所 〒

TEL 必須

（

（金・祝）10:00〜17:00
（土・祝）10:00〜16:30

）

パシフィコ横浜

6／22（土）23（日）（日）10:00〜16:00

（土）10:00〜17:00

様 （ 男 ・ 女）
登録をご希望される会場に○印をおつけください
T RC・さいたま・横 浜アリーナ・幕張・五反田・パシフィコ横浜・渋谷・仙台・札幌・高田馬場

戸山口

206

※次回のセールのご案内をさせていただきますのでご記入ください。
また、今後催事・
関連企業サービスのご案内をさせていただきます。
ご了承ください
＊ご来場の際は、本券を必ずご持参ください。
ご持参なき場合は、入場をお断りする場合がございます。

横浜アリーナ

6／22（土）23（日）

（土）10:00〜17:00
（日）10:00〜16:00

（土）10:00〜17:00
（日）10:00〜16:00

幕張メッセ

※各会場共閉場時間
30分前入場締切

BIG
BOX

戸山口

2 060200 000000

日

2 060200 000000

月

東西線

206

住友不動産 ベルサール高田馬場

● サイゼリア

諏訪通り

ベルサール
高田馬場

●JR京葉線・武蔵野線、海浜幕張駅下車
徒歩10分
●JR総武線、京成幕張本郷駅からバス約15分
※車でご来場のお客様は幕張メッセ駐車場を
ご利用ください

日曜日タイムセール実施！
！

千葉市美浜区中瀬2-1

■税込15,000円以上お買い上げで「幕張メッセ駐車料金無料」※食品・雑貨を除く

［お客様へのお願い］
■会場内で起こった紛失やトラブル等に関しては、当社の故意または
重過失による場合を除き、一切の責任は負わないものといたします。
■お買い上げ商品の返品、返金、交換はご遠慮ください。■キャリー
バッグや大きな袋等は会場内にお持ち込みはできません。■ペット
のお持ち込みはできません。■再販目的のお買物はご遠慮ください。
■裾上げ等のお直しは有料（現金）
となります。■システムオーダース
ーツの受付は閉場15分前に終了となります。■各種クレジットカード
がご利用いただけます。■悪天候等の際、予告なしに開場・閉場時刻
を変更する場合があります。㈱REDUインターフェイスのホームページ
《https://www.redu-interface.com》でご確認ください。
※百貨店へのセールのお問い合わせや修理品の持ち込みはご遠慮く
ださい。

新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワーB2

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

主催

再入場券

●高田馬場駅戸山口より徒歩5分(JR線、西武
新宿線)
●高田馬場駅徒歩6分(東西線)
●西早稲田駅徒歩7分(副都心線)

西早稲田駅

年

お名前

6／7（金）8（土） 6／22（土）23（日）

（金）10:00〜17:00
（土）10:00〜17:00

早稲田通り

副 都心 線

生年月日
西暦

高田馬場駅

明治通り

フリガナ

（土）10:00〜17:00
（日）10:00〜15:30

高田馬場駅

■セールの招待状をメールでもご案内いたします。RDI レナウン ファミリーセール公式オンラインストアもご利用いただけます。

刑務作業製品展示即売会

住友不動産 ベルサール高田馬場

さいたまスーパーアリーナ アクセスサッポロ

E-mail

同時開催

RDI レナウン セレクトブランドセール

5／24（金）25（土）26（日） 6／1（土）2（日）

（金）10:00〜17:00
（土）10:00〜17:00
（日）10:00〜16:00

8 7 6 5 4 3 2 1

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

東京流通センターTRC

（土）
10:00〜17:00

＊２日目『カプセルトイ』サービス
横浜市港北区新横浜3-10

（土） 9:30〜16:30
（日） 9:30〜16:00

刑務作業製品展示即売会

6／22（土）23（日）（日）10:00〜16:00

入場口はペデストリアンデッキ（屋根付歩道橋）を
利用した2階になります

ご招待券に記入してご登録いただいた方に
粗品をプレゼント！（
! 同住所の方はご登録できません）

同時開催

幕張メッセ ホール 7

●JR新横浜駅正面北口を出て右側にお進み
ください（徒歩6分）
●横浜市営地下鉄新横浜駅7番出口より徒歩5分
※新横浜プリンスホテル円筒ビルの斜め向い
※ご来場は、公共交通機関をご利用ください

レナウングループ

5／3（金・祝）4（土・祝） 5／11（土）12（日）

土曜日オープニングサービス特別提供品

札幌市白石区流通センター4-3-55

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル3Ｆ 会期前後のお問い合わせ TEL.03-3767-2751（10：00-17：00不定休）
https://www.redu-interface.com 商品提供（株）
レナウン 他協賛企業

農林水産省職員生協組合員・ご家族のみなさまへ

ＡＣＥ ファミリーセール共催
●地下鉄東西線「大谷地駅」バスターミナル9番
乗り場より無料送迎バスを30分間隔で運行
（初日9：00〜16：00、2日目9：00〜14：30）
●地下鉄東西線「大谷地駅」から車で5分
●JR「新さっぽろ駅」から車で10分

さいたま市中央区新都心8番地

（金）10:00〜17:00
（金）（土）
（土）10:00〜17:00

お手数ですが、
ご来場の際には下記の招待券を切り取ってお持ちください。コピーしたものも招待券としてご利用いただけます。

＊会場拡大開催！
！

（土）
10:00〜17:00
（土）（日）
（日）
10:00〜15:30

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

日曜日特別提供品コーナー

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

大田区平和島6-1-1

＊日曜日『カプセルトイ』サービス

主催

メンズ・
レディス

＊日曜日『カプセルトイ』サービス

●JR京浜東北線、宇都宮・高崎線、さいたま
新都心駅下車徒歩5分
●JR埼京線北与野駅下車徒歩7分
※車でご来場のお客様はスーパーアリーナ
駐車場（有料）
をご利用ください
※入場はS1ゲート

※取扱ブランド、特集内容は会場によって異なります。※写真はすべてイメージです。

●モノレール／浜松町駅から羽田空港行きで
三つめ（約10分）流通センター駅下車
●JR大森駅東口バスターミナル 9番より無料送迎
バス運行（土9：00〜15：30 日9：00〜14：30）
※車でご来場のお客様は南口ゲートからTRC
立体駐車場（有料）をご利用ください

レナウングループ

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル3Ｆ 会期前後のお問い合わせ TEL.03-3767-2751（10：00-17：00不定休）
https://www.redu-interface.com 商品提供（株）
レナウン 他協賛企業

RDI レナウン ファミリーセール

RDI レナウン ファミリーセール

パシフィコ横浜 Dホール

5／3

4

東京流通センターTRC

（金・祝）10:00〜17:00
（金・祝）（土・祝）
（土・祝）10:00〜16:30

B棟

第２展示場

新 元 号 記 念 抽 選 会！！

第１展示場

●みなとみらい線（東急東横線直通）みなとみら
い駅下車クイーンズスクエア連絡口より徒歩3分
●JR京浜東北線・横浜市営地下鉄桜木町駅下車
徒歩12分、バス7分、
タクシー5分
●首都高速横羽線みなとみらいランプより約3分
※みなとみらい公共駐車場をご利用ください
（有料30分270円）

Dホール

9:30〜16:30
5／11（土）12（日）（土）
（日）9:30〜16:00

税込15,000円以上お買い上げで抽選
みなとみらい21で使用出来る共通飲食券が当たる！

横浜市西区みなとみらい1-1-1

※食品・雑貨を除く

■税込30,000円以上お買い上げで「みなとみらい公共駐車場90分無料」

RDI レナウン ファミリーセール

さいたまスーパーアリーナ

10:00〜17:00
5／24（金）25（土）26（日）（金）
（土）10:00〜17:00

（日）10:00〜16:00

●モノレール／浜松町駅から羽田空港行きで
三つめ（約10分）流通センター駅下車
●JR大森駅東口バスターミナル 9番より無料送迎
バス運行（土9：00〜15：30 日9：00〜14：30）
※車でご来場のお客様は南口ゲートからTRC
立体駐車場（有料）をご利用ください
メンズ・
レディス

＊日曜日『カプセルトイ』サービス
大田区平和島6-1-1

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」または「駐車料金2時間無料」※食品・雑貨を除く

RDI レナウン ファミリーセール

アクセスサッポロ

＊会場拡大開催！
！

10:00〜17:00
6／1（土）2（日）（土）
（日）
10:00〜15:30

ＡＣＥ ファミリーセール共催

●JR京浜東北線、宇都宮・高崎線、さいたま
新都心駅下車徒歩5分
●JR埼京線北与野駅下車徒歩7分
※車でご来場のお客様はスーパーアリーナ
駐車場（有料）
をご利用ください
※入場はS1ゲート

●地下鉄東西線「大谷地駅」バスターミナル9番
乗り場より無料送迎バスを30分間隔で運行
（初日9：00〜16：00、2日目9：00〜14：30）
●地下鉄東西線「大谷地駅」から車で5分
●JR「新さっぽろ駅」から車で10分
無料駐車場有り
（1,100台）

＊日曜日『カプセルトイ』サービス

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

土曜日オープニングサービス特別提供品

さいたま市中央区新都心8番地

札幌市白石区流通センター4-3-55

RDI レナウン ファミリーセール

RDI レナウン ファミリーセール

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

横浜アリーナ

6／7

8

日曜日特別提供品コーナー

同時開催

刑務作業製品展示即売会

幕張メッセ ホール 7

（金）10:00〜17:00
（金）（土）
（土）10:00〜17:00

●JR新横浜駅正面北口を出て右側にお進み
ください（徒歩6分）
●横浜市営地下鉄新横浜駅7番出口より徒歩5分
※新横浜プリンスホテル円筒ビルの斜め向い
※ご来場は、公共交通機関をご利用ください

10:00〜17:00
6／22（土）23（日）（土）
（日）
10:00〜16:00
8 7 6 5 4 3 2 1

入場口はペデストリアンデッキ（屋根付歩道橋）を
利用した2階になります

●JR京葉線・武蔵野線、海浜幕張駅下車
徒歩10分
●JR総武線、京成幕張本郷駅からバス約15分
※車でご来場のお客様は幕張メッセ駐車場を
ご利用ください

日曜日タイムセール実施！
！

＊２日目『カプセルトイ』サービス

小学生以下のお子様お一人に1回サービス!!

同時開催

横浜市港北区新横浜3-10

刑務作業製品展示即売会

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

RDI レナウン セレクトブランドセール

住友不動産 ベルサール高田馬場

6／22（土）23（日）（日）10:00〜16:00

（土）10:00〜17:00

早稲田通り
東西線

副 都心 線

明治通り

高田馬場駅

高田馬場駅
BIG
BOX

戸山口

諏訪通り

西早稲田駅

● サイゼリア

●高田馬場駅戸山口より徒歩5分(JR線、西武
新宿線)
●高田馬場駅徒歩6分(東西線)
●西早稲田駅徒歩7分(副都心線)

ベルサール
高田馬場

千葉市美浜区中瀬2-1

■税込15,000円以上お買い上げで「幕張メッセ駐車料金無料」※食品・雑貨を除く

［お客様へのお願い］
■会場内で起こった紛失やトラブル等に関しては、当社の故意または
重過失による場合を除き、一切の責任は負わないものといたします。
■お買い上げ商品の返品、返金、交換はご遠慮ください。■キャリー
バッグや大きな袋等は会場内にお持ち込みはできません。■ペット
のお持ち込みはできません。■再販目的のお買物はご遠慮ください。
■裾上げ等のお直しは有料（現金）
となります。■システムオーダース
ーツの受付は閉場15分前に終了となります。■各種クレジットカード
がご利用いただけます。■悪天候等の際、予告なしに開場・閉場時刻
を変更する場合があります。㈱REDUインターフェイスのホームページ
《https://www.redu-interface.com》でご確認ください。
※百貨店へのセールのお問い合わせや修理品の持ち込みはご遠慮く
ださい。

新宿区大久保3-8-2 住友不動産新宿ガーデンタワーB2

■税込30,000円以上お買い上げで「宅配無料」※食品・雑貨を除く

主催

レナウングループ

〒143 - 0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル3Ｆ 会期前後のお問い合わせ TEL.03 - 3767 - 2751（10：00-17：00不定休）
https://www.redu-interface.com 商品提供（株）
レナウン 他協賛企業

