
／ ～301 木水9MONTHLY 
PICK UP
カレンダー C A L E N D A Rイベントご案内全

館 の

◎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！

◎募集中
◎４階 サービスサロン

友の会「秋コース」
会員様募集

12ヵ月積み立てると1ヵ月分のボーナス
がプラスされる山口井筒屋の友の会をご
存知ですか？
お得に賢く積み立てて楽しくお買物！
井筒屋グループ各店にてご利用いただけ
ます。

◎２階 アミティエ

［NEW SHOP OPEN］

アミティエ

働く女性のセレクトショップ“アミティエ”
が2FにOPENいたしました。
是非、この機会に店頭までお越し下さい。

セオリー・セオリーリュクス・ベイジ

〈展開ブランド〉

◎２階 キッシュ

［NEW SHOP OPEN］

KID BLUE
キッド　   ブルー 

8/27（金）キッドブルーがOPENいたし
ました。自然体でいられる心地よさ。触れ
て、身にまとってこそ実感できる心地よさ。
〈キッドブルー〉がいつも大切にしているの
はコットンをはじめ天然素材ならではのや
さしい肌あたり。リラックスできるお気に
入りの一着をキッドブルーでお探し下さい。

◎９月１日（水）より期間限定
◎１階 洋菓子 モロゾフ

〈モロゾフ〉
プリン3個で1,080円

モロゾフ秋の味覚プリン、各種1個378
円を9月1日～期間限定で3個1,080円
で販売致します。モンブランプリン、パン
プキンプリン等秋限定商品をぜひご賞味
下さいませ。

378円モロゾフプリン各種
（各種1個）

192021期間： 年 月 日（　）～水 3011月 日（　）火

◎９月１日（水）～11月30日（火）
◎１階 化粧品売場

2021 
Beauty Point Card

1階化粧品売場にてお得なビューティポイ
ントキャンペーンを実施。
井筒屋カードをお持ちの方でお買上げ税込
み価格5,000円毎に1個捺印いたします。
10個貯まりましたら次回の化粧品お買上
げ本体価格に対して「+5%」分のポイント
をプレゼントするキャンペーンです。
スタンプが10個貯まったカードの有効期限
は2022年1月31日（月）でございます。

◎９月１日（水）～９月７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

ジュエリーリフォーム「愛聖」
& 草木染こっとんなーむ

お手持ちのアクセサリーの糸替え、指輪
のサイズ直しなどもおこなっております。
大切な思い出の宝石が素敵なデザインに
蘇ります。

◎９月１日（水）新発売
◎５階 ヒカリミライ／綾花（ちふれ）

〈ヒカリミライ〉
コントラストクッション
ファンデーション

肌に溶け込むように密着し、うるおいと
透明感あふれる立体つや肌を演出。
全3色SPF30PA++。
ケースとパフは別売りです。

ケース 1,650円（税込）
　パフ 　550円（税込）

3,520円

コントラスト
クッション
ファンデーション
（リフィル／9.5g）

◎９月１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〉
秋を先取るキンモクセイ柄

人気の花柄シリーズ
に新作が登場！
ゆとりのあるシルエッ
トがエレガントに見
せてくれます。

8,580円

ドレス
（サイズ：F、
 色：オフホワイト・ベージュ）

◎９月１日（水）～９月30日（木）
◎５階 寝具売場

男の寝具市

気になる加齢臭や汗のニオイを吸着・消臭
してくれるデオドラントシート入りで、ぐっす
り眠れるMEN’Sまくらや、丸洗いできる、
マットレスの上に敷くだけで快適な寝心地
のオーバーレイなど、男性向け寝具を集め
ました。

◎９月１日（水）より
◎５階 リビング売場

〈フェイラー〉
オータムコレクション

お花のまわりをちょうちょやアヒルが駆け
めぐる、愛らしい「ハイジ」シリーズのアイ
テム。たっぷり容量がある、メッシュ素材
の軽やかなフラットポーチです。

4,400円
ハイジ メッシュポーチ
（サイズ：タテ20㎝×ヨコ25㎝
  素　材：ポリエステル）

◎９月１日（水）～９月30日（木）
◎５階 漆器売場

お月見にあう器

金箔の上から漆を塗り重ねる「白檀塗り」
技法を使用した酒器です。使い始めは模
様が見えませんが、徐々に月や花の姿が
現れます。名月と共に美味しい飲み物を
お楽しみ下さい。

11,000円
酒器セット 雪月花
（片口：140×110×70㎜
  ぐい呑：Ø57×40㎜）

◎９月２日（木）～９月13日（月）
◎１階 エスカレーターサイド

「カタログハウスの通販生活」
期間限定ショップ

カタログハウスは、競合品を徹底比較し、
1ジャンル1商品を厳選してご紹介してい
ます。それらの商品を実際に見て触って納
得してお買物をしていただけます。ぜひ、
この機会に納得のいくピカイチ商品を見
つけて下さい。

13,475円

〈マキタ〉
充電式クリーナー 「マキタのターボ・60」
（オレンジ・アイボリー・ブラック）

◎９月２日（木）～９月６日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

〈DMC〉
刺しゅう雑貨フェア

1746年創業フランスの老舗手芸系メー
カーより、刺しゅう雑貨を幅広く展示販売
します。
手芸好きの方に大変おすすめです。ぜひ
おうち手芸をお楽しみ下さい。

◎９月２日（木）～９月６日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

秋の服地・ハギレ
バーゲン

これからの季節にピッタリな服地・ハギレ
を多数ご用意致しました。おしゃれが楽し
くなる季節です。是非お気に入りを見つけ
にご来店下さいませ。

ご奉仕品もご準備してお待ちし
ております★ ★

◎９月３日（金）～９月13日（月）
◎２階 コムサイズム

〈コムサイズム〉
ポイントアップ

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
9/3（金）～6（月）

Wスタンプ
9/7（火）～13（月）

◎９月８日（水）～９月26日（日）
◎２階 ヒューマンウーマン

〈ヒューマンウーマン〉
❶Wポイントフェア
❷パンツ丈直し無料&修理後配送サービスキャンペーン
❸インスタフォローキャンペーン

❶期間中、H/membersポイント2倍付与
❷パンツお買い上げの方は、丈直し&
修理後の配送が無料

❸インスタにて2つの公式アカウントを
フォローで1,000円OFF

　（税抜10,000円以上のお買い上げで適用）

22,000円

Gジャン
（Mサイズのみ）

◎９月10日（金）～９月31日（木）
◎３階 ウンディッチ・ノーベ

〈UNDICI・NOVE〉
Autumn Collection

31,900円
BL

29,700円
SK

体型をカバーしフォルムで美しく見せる実
用的なモード服。
日々の過ごし方が変わりつつある今、新
たな「お気に入り」を見つけませんか？

サテンブラウス・
スカート
（トリアセテート76%
  ポリエステル24%）

◎９月15日（水）～９月28日（火）
◎１階 駐車場側 特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

〈天使の綿 シフォン〉
期間限定販売会

～笑顔になれる幸せな着心地と美しさ～
綿100%ならではの優しい着心地を、豊
富なデザインとカラーで楽しめる天使の
綿シフォン。2021年秋冬のカラーをご用
意してお待ちしております。

◎９月15日（水）より
◎１階 エクラナチュレ

〈ナチュラグラッセ〉
メイクアップクリーム
新カラー発売

ナチュラグラッセの人気アイテム「メイクアップク
リーム」から「カラー補正」がプラスになった新シ
リーズ「メイクアップクリーム カラープラス」が誕
生。下地・ライトファンデーション・日焼け止め・
ブルーライトカット・保湿美容液・カラー補正と
1本で6つの機能のメイクアップクリームです。

3,080円
〈ナチュラグラッセ〉
メイクアップクリーム 
カラープラス（30g）

◎９月15日（水）～９月30日（木）
◎２階 マックレガー

〈マックレガー〉
オータムスタイルフェア

創業100周年の
今期は、ブランド
ルーツのスコット
ランドから受け
継がれてきたマッ
クレガーチェック
を使った、前後ろ
両面で楽しめる
ワンピースを提案
します。

23,100円
ワンピース

◎９月15日（水）～９月21日（火）
◎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。

◎９月18日（土）～10月10日（日）
◎４階 ミキハウス

秋のミキハウスフェア

期間中、お買い上げ金額に応じて、ノベル
ティプレゼントを差し上げます。16,500円
以上で「絵本」、33,000円以上で「折りた
たみチェア」または「ベビースキンケアトライ
アルセット」、55,000円以上で「ポップ
アップテント」をおひとつプレゼント。
※プレゼントは無くなり次第、終了致します。

◎９月22日（水）～９月28日（火）
◎１階 エスカレーター横特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

熊野筆
期間限定販売会

熊野筆の質感と感触、使い勝手の良さは
他では味わうことのできないものです。
お手頃価格から最高級の逸品まで数多く
取り揃えております。

◎９月23日（木）～９月26日（日）
◎３階 婦人服 ギャラリーアイ・ヴィカポタ

〈ギャラリーアイ・ヴィカポタ〉
オータムコレクション

ギャラリー i・ヴィカポタでは、オータムコレ
クションを開催致します。期間限定で、新作
全品10%OFFにてご提供します。

期間中、メンバーズカード ダブル
ポイントプレゼント★ ★

◎９月23日（木）～９月30日（木）
◎３階 エイコ コンドウ

〈エイコ・コンドウ〉
Seeking 
new evolution

黒を基調にアクセントカラーを加え、モチー
フが大胆にエイココンドウのキーワードは、
大人可愛い。
秋の新作コレクションをお楽しみ下さい。

42,900円
ベスト

75,900円
コート

38,500円
ブラウス

31,900円
スカート

◎９月23日（木）～９月30日（木）
◎３階 サンフェルメール

〈サンフェルメール〉
オータムコレクション

この秋はチェック柄同
士をレイヤードしたス
タイルをご提案。
伝統的な柄を現代的な
着こなしで、カジュアル
でありながら上品な大
人の余裕を感じさせる
コーディネートのおす
すめです。

28,600円
ジャケット

19,800円
パンツ

（9号～13号）

◎９月25日（土）10:00～17:00
◎３階 詩仙堂

〈詩仙堂〉
詩仙堂コーディネーター
菅正志 来店

詩仙堂コーディネーター菅正志
おしゃれなちりめんの装いをアドバイスい
たします。粋な装い方法などクラスアップ
ファッション術をご提案いたします。

◎９月26日（日）
◎１階 和菓子売場

あんの日特別商品

ふわっとした生地で栗あんと栗粒をはさみ
ました。小振りなサイズのどら焼きです。

小布施堂 栗かのこどら焼き
（1個） 292円

◎９月29日（水）～10月12日（火）
◎１階 靴売場

スニーカーフェア
～スピングルムーブ
 モアバリエーションフェア～

山口県のお隣、広島県府中市にある自社
工場で職人によるハンドメイドで作られる
スニーカーブランド。
日頃よりもバリエーションを増やして、期
間限定でご紹介いたします。

〈スピングルムーブ〉


