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◎募集中

山口井筒屋
LINE公式アカウント 
お友だち募集中

LINEの「お友だち追加」から、IDを検索するか
QRコードをスキャンしてください。

お友だち募集中！
お得な情報を配信中！

◎好評販売中
◎１階 エクラナチュレ

〈ANDIZUMO〉
速乾120秒の
ヴィーガンネイル

健康を害する恐れのある有害物質不使用
で、爪に優しく、除光液を使わずに、お湯
で簡単にオフできる１DAYネイルです。

1,980円
〈ANDIZUMO〉
速乾120秒のヴィーガンネイル

◎募集中
◎３階 呉服サロン

京都嵯峨野きもの学院
新規受講生募集

前で帯を結んでくるっと回す簡単な前結び
で、きものを着られる自分になってみません
か？きものの基本の着方を学べる本科コース
で、自分できものが着られるようになります。
詳しくは3階呉服サロン（083-902-1194）
にお問い合わせ下さい。

本科コース　3ヶ月／週1回・12回
（1回2時間） 4,000円/月

◎好評販売中
◎５階 リビング家電コーナー

BALMUDA
The Cleaner

59,400円
ホバー式クリーナー独自の操作性と、優
れた集じん性能でこれまでの約半分の時
間で掃除が完了。
BALMUDA The Cleanerが手早く、
広く、行き届いた掃除を実現します。

バルミューダ ザ クリーナー
（ホワイト／ブラック）

◎８月３日（火）まで
◎５階 リビング家電コーナー

CERAMIC ART
STUDIO MU
平野 聖子

〈CERAMIC ART STUDIO MU〉のうつわ
で夏の食卓を彩ってみられませんか？スイカ柄
のマグカップなど涼を愉しんでいただけるハン
ドメイドの器たちを展示販売いたします。

作家 平野聖子さんによる
「夏休み陶芸ワークショップ」も同時開催いたします。

〈夏休み陶芸ワークショップ〉
①10:30～ ②13:30～ ③15:30～

体験費用：3,300円

◎８月15日（日）まで
◎５階 催場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

夏休み 
わくわく鉄道ランド

ご家族で楽しめる『鉄道』をテーマにした
イベントです。Ｎゲージやプラレール、あ
そび広場など、わくわくが満載！
●営業時間／10：00～18：00
　　　　　　（最終入場 17：00）
●入場料金／3歳以上 500円
　　　　　　（2歳以下無料）
※井筒屋カード会員様100円引
混雑時は、入場制限をさせて頂く

場合がございます。

◎８月15日（日）まで
◎５階 催場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

オジコ
期間限定販売会

3,960円～4,840円
人気のオジコTシャツ販売会。
今年はトレインTシャツを取り揃えました。
大好きなTシャツで、ワクワク気分で夏
を過ごそう！

シンカリオンZ（90㎝～145㎝）

◎８月１日（日）～８月10日（火）
◎２階 コムサイズム

〈コムサイズム〉
ポイントアップ
インフォメーション

5,500円以上のお買いあげでメンバーズ
カードのポイントを通常の2倍とさせてい
ただきます。

5,500円以上のお買いあげでメンバーズ
カードのポイントを通常の3倍とさせてい
ただきます。

トリプルスタンプ
8/1（日）～4（水）

Wスタンプ
8/5（木）～10（火）

◎８月１日（日）～８月20日（火）
◎５階 リビング売場

栗原はるみ
クリアランス開催中

栗原はるみコーナーでは、ウェア・食器
のクリアランスを開催しています。60～
30%OFFでございます。どうぞこの機
会にお立ち寄り下さいませ。

◎８月４日（水）～８月10日（火）
◎１階 エスカレーター横特設会場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

アジアン雑貨
カラッシュ

衣料・小物・綿100%を中心とした心やす
らぐ素材の商品をアジア各国から直輸入で
お届けします。
季節の素材・デザインでイエナカ時間も
気持ちよく過ごしていただけます。

◎８月４日（水）～８月10日（火）
◎１階 駐車場側入口特設会場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

happyと出会うための靴
「エスタシオン」

14,300円

エスタシオンは靴職人が思いを込めてひ
とつひとつ丁寧に作る、楽しくて暖かみ
のあるデザインが特徴のシューズブラン
ドです。履いて歩くと楽しく、ウキウキす
るhappyな気持ちになるシューズです。

サンダル
15,400円
カジュアルシューズ

本革（牛革・豚革）

◎８月４日（水）～８月31日（火）
◎１階 化粧品特設会場（資生堂側入口）

夏の疲れ肌をレスキュー
& 秋の先取りコスメ

夏特有の肌トラブルが多くなり夏ストレス
をためこんでます。
夏のお疲れ肌をしっかりリセットしてくれ
て、秋をスタイリッシュに演出するコレク
ションの幕開けです。
新しい表情を楽しみながらどなたでもト
レンドのメイクにチャレンジできます。

◎８月５日（木）～８月８日（日）
◎１階 和洋菓子特設会場

〈モロゾフ〉
「The Maker's」
期間限定販売

モロゾフが作るクラフトフローズンスイー
ツ。素材をいかしたこだわりの手作りア
イスを期間限定販売いたします。見た目
もキュートなアイスクリームは、インスタ
映えも間違いなしです。

モロゾフ「The Maker's」アイス
（各種1本） 400円

◎８月５日（木）～８月31日（火）
◎３階 ウンディッチ・ノーベ

〈UNDICI・NOVE〉
フォルムの美学

31,900円
大きなゼブラ柄にも見える花柄をポイン
トにギャザーたっぷりのブラウスは、着る
と揺れる部分がハッと目を引き気分が上
がります。何よりも“フォルムの美学”を追
求したブラウスをお楽しみ下さい。

ブラウス
（ポリエステル100%）

◎８月11日（水）～８月17日（火）
◎１階 駐車場側特設会場

〈fitfit〉
サマーセール

9,790円

11,000円

外反母趾にもやさしい靴fitfit（フィット
フィット）が期間限定で登場。履き心地は
もちろん、見た目の美しさにもこだわった
デザイン性が人気のブランド。

ニットグリップスニーカー

スペシャルセール
数量限定 

よりどり2足

◎８月11日（水）～８月15日（日）
◎１階 ハンドバッグ売場

〈イビサ〉
オータムコレクション

全体的にミニマルなデザインの中にもフロン
ト部分のフラップ仕様の立体的なポケットが
アクセントに。バッグ内部にも細かくポケッ
トを配置しており収納力の高さも魅力です。
期間中イビサ製品ご購入の方にオリジナ
ルノベルティを進呈いたします。
※ノベルティーは無くなり次第終了とさせていただきます。

33,000円
ハンドバッグ
（ナイロン・牛革 
  H21㎝×W33㎝×D16㎝）

◎８月11日（水）より 
◎２階 ジェラートピケ

※無くなり次第終了※無くなり次第終了

〈ジェラートピケ〉
スヌーピーフェア

今年もスヌーピーとジェラートピケのコラ
ボアイテムが登場！隠れた人気者“バニー”
にフォーカスしたコレクションをお届けし
ます。
数量限定アイテムなのでお早めにご利用
下さいませ。

◎８月15日（日）～８月21日（土）
◎４階 新生児コーナー

出産準備ご相談フェア

大切な赤ちゃんの為、出産準備のお手伝いを
させていただきます。期間中、ご相談いただ
いたお客様にはミキハウス オリジナル出生届
をプレゼント。お買いあげ金額に応じてミキ
ハウス、赤ちゃんの城のノベルティプレゼント
もございます。この機会にぜひ新生児コー
ナーにお越しくださいませ。

◎８月18日（水）～８月24日（火）
◎１階 エスカレーター横特設会場

歩きたくなる靴
「あるいとう」

あるいとうの靴はとことん軽量化を追求
しました。
更に余分なつなぎ目のない1枚の牛革を
ぜいたくに使用して機械ミシンを極力使用
せず職人自身の手で丁寧に1足1足縫い
あげています。

◎８月19日（木）～８月29日（日）
◎３階 クリスチャン・オジャール

〈クリスチャン・オジャール〉
SHINE & SHADOW
collection

クリスチャン・オジャール
では“SHINE & SHADOW 
collection”を開催。
魅惑的な色合いのロー
タス柄のプリントワン
ピースにドレープ感の
ある羽織りをさらりと
合わせて涼しげに。
8月のおすすめスタイ
ルをご提案します。

79,200円
ワンピース + カーディガン
ワンピース  42,900円

カーディガン  36,300円

◎８月19日（木）～８月22日（日）
◎３階 時計・宝石サロン

半期決算セール

半期に一度の決算セールを開催いたしま
す。最大60%OFFから、半期決算特価
で多数出品いたしますので、ぜひこの機
会にお立ち寄り下さいませ。

◎８月19日（木）～８月23日（月）
◎５階 催場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

～幸せと生きがいを求めて～
あいはら友子
赤富士絵画展

〈作家来場トークショー〉
8月20日（金）・21日（土）・22日（日）
　　 1回目：午後1時～
　　 2回目：午後3時～
各
日

◎８月20日（金）～9月5日（日）
◎２階 アンタイトル

〈アンタイトル〉
秋のSサイズフェア

アンタイトルで“秋のSサイズフェア”を開
催致します。普段取扱いのないSサイズ・
5号サイズを期間限定で販売致します。
是非この機会にアンタイトルへお越し下
さい。
♪Sサイズ商品をお買上げのお客様へ
は、ワールドプレミアムポイントを通常の
5倍プレゼント致します。♪

◎８月20日（金）～9月5日（日）
◎２階 マックレガー

〈マックレガー〉
mickey Mouse
オーダーフェア

ニューヨークで誕生し、今年100周年を
迎えたマックレガーでアメリカを代表す
るキャラクター「ミッキーマウス」のプリ
ントオーダーフェアを開催します。
裏起毛のプルオーバー又はトートバック
にMickeyのグラフィックをカスタマイ
ズします。
オーダー期間中、来店1ポイント、オーダー
5ポイントをプレゼント致します。

◎８月21日（土）～８月22日（日）
◎４階 特設会場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

ララちゃん
オーダーメイド
ランドセル受注会

お子様の愛着を育む、ぼくの・わたしの宝
物。自分だけのランドセルがつくれます。
サンプルが豊富に揃うこの機会にぜひご
覧くださいませ。
※お渡し：2022年3月中旬頃まで

66,000円

通常価格79,200円のところ、
9月30日（木）までのご注文で

（オプション別途）

◎８月24日（火）～８月30日（月）
◎２階 婦人服 ニューヨーカー /ニューヨーカーL

〈NEWYORKER / NEWYORKER L〉
Early Autumn
Special WEEK

期間中「NY.CLUB」会員様は
全品ポイント2倍付与

いたします。

◎８月25日（水）～８月29日（日）
◎１階 エスカレーター横催事場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

オールシーズン
バーゲン

在庫一掃セール！
プリマティーボ、ハナエ・モリ、ギャラリー・
アイ、ヴィカ・ポタ、オールシーズン総売り尽
くし。全商品最終価格にてご奉仕いたします。
プリマティーボ、ハナエ・モリのブランド廃
止に伴う総売り尽くしで九州一円から商品
を集結させました。

◎８月25日（水）～８月31日（火）
◎２階 特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

〈児島デニム〉
HIGH ROCK & 暁
期間限定販売会

ジーンズの聖地、倉敷・児島から“HIGH 
ROCK”と“暁”の人気メーカーがやって来
ます。made in Japanのこだわりジーン
ズをデザイン豊富に多数ご用意してお待ち
しております。

◎８月26日（木）～８月30日（月）
◎２階 婦人服 ニューヨーカーL

〈NEWYORKER L〉
2021 AW Collection
先行受注会

NEWYORKER Lサイズ 2021 Autumn 
& Winter Collection 先行受注会を開催
いたします。
期間中、2021AWの商品がご覧いただけ、
先行受注オーダーができます。

◎８月26日（木）～８月30日（月）
◎５階 催場

半期に一度の
食品ギフト解体セール

毎回好評の食品ギフト解体セール。
百貨店ならではの商品を特別価格でご提
供いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、5階催場の入場者数を制限して開
催いたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

※写真はイメージです

箱物ギフト全品箱物ギフト全品
最
大
最
大半額処分!!半額処分!!


