
MONTHLY 
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

◎９月29日（水）～10月４日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

技・匠職人展

～身近により添う職人の技～
技・匠職人展を開催します。
全国の熟練された職人の手によってつくら
れた工芸品や器・靴・バッグ・洋服・アク
セサリーやファッション小物まで幅広く展
示販売いたします。

◎９月29日（水）～10月４日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

輸入家具フェア

ソファをはじめイタリアの選りすぐりの家
具、ダイニングテーブルやチェアなど特別
価格にて展示販売いたします。
こだわりの輸入家具を見つけにご来場下
さいませ。

◎９月29日（水）～10月４日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

シモンズ
秋の快眠特別販売会

アメリカの老舗ベッドメーカー「シモンズ」
は、日本人の体格に合わせたマットレスを
生産し続けており、常に時代にあった快
眠寝具をご提供いたします。是非会場に
て極上の寝心地をご体感下さいませ。

◎９月29日（水）～10月５日（火）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

〈まねき猫や〉
来る福招き猫祭り

９月29日は来る「福招き猫の日」です。
福を招き続けている招き猫に年に一度感
謝し皆様の幸福を祈願する祭りを開催い
たします。
たくさんの招き猫達が山口井筒屋に大集
合します！

◎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

ミキハウスでは大人気のバックロゴシリーズ
など、秋物の新作アイテムが多数入荷してお
ります。会期中、お買い上げ金額に応じて、
オリジナルグッズをおひとつプレゼント！！詳
しくはショップスタッフまで、おたずねくだ
さいませ。※プレゼントは無くなり次第、終
了致します。

◎～10月13日（水）
◎３階 オジャール・レッシュコーナー

〈クリスチャンオジャール・ジョルジュ レッシュ〉
“BRING”リサイクル
キャンペーン

３Fクリスチャンオジャール・ジョルジュレッ
シュにおきまして、“BRING”キャンペーンを
開催しています。みんなの家に眠っている服
を、次の資源に生まれ変わらせます。使わなく
なったお洋服を期間中にお持ちくださいませ。
※お引取り１点につき、当ショップでご利用い
ただける￥ 1,000クーポンを１枚お渡ししま
す。詳しくは、ショップ係員までお問い合わせ
下さいませ。

◎10月１日（金）～10月５日（火）
◎１階 エスカレーター横 特設会場

〈KASHIYAMA〉
オーダースーツ・
オーダーメイドシューズ

上質な着心地を低価格・短納期で。
KASHIYAMAは「オーダーメイドの民主
化」を目指します。

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

33,000円から

オーダースーツ/
セットアップ

10,890円から
ウィメンズシューズ

◎10月１日（金）～10月31日（日）
◎３階 

〈ネイルサロン ディスコレ〉
おすすめまつ毛ケア

自まつ毛のはり・コシ・ボリューム・ツヤ・
そして長さを、これまでにない程美しく導
きます。１日1回の簡単ケア。

11,000円
ラッシュアディクト
アイラッシュコンディショニングセラム
（５ml）

◎10月２日（土）～10月５日（火）
◎2階 コムサイズム

〈コムサ イズム〉
８周年アニバーサリーフェア

期間中、ウィズカード・友の会カードお持
ちのお客様（ご提示またはご利用）は店内
商品をレジにて10％OFFさせていただき
ます。（セール商品を除く）
期間中5,500円以上お買いあげでメン
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。

◎10月６日（水）～10月12日（火）
◎１階 エクラナチュレ

〈エクラナチュレ〉
エクラナチュレ８周年記念フェア

皆様のご愛顧を頂き８周年を迎えること
ができました。
期間中エクラナチュレポイントカードWポ
イント！人気ブランドよりノベルティ特典
をご用意しております。
皆様のご来店をお待ちしております。

◎10月６日（水）～10月12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

MAKE ART YOUR ZOO
期間限定販売会

リュックの出し入れのわずらわしさを、新
しい発想でストレスフリーにデザインしま
した。
スーツにも、カジュアルなスタイルにも
マッチする、ユニセックスなデザインで
す。

22,550円
SIDE OPEN SQUARE 
RUCK Rub-Tek

◎10月６日（水）～10月12日（火）
◎１階 ハンドバッグ　ダコタ

〈ハンドバッグ ダコタ〉
2021 AUTUMN & 
WINTER COLLECTION

この度秋・冬の新作を一足早く取り揃えダ
コタフェアを開催いたします。
期間中16,500円（税込）以上お買い上
げのお客様先着40名様にノベルティを
進呈させていただきます。

◎10月８日（金）～10月24日（日）
◎２階 ヒューマンウーマン

〈ヒューマンウーマン〉
TSUNAGU キャンペーン

着なくなってしまった
ヒューマンウーマンの衣類
をお持ちいただくと、１枚
につき1,000円OFFクー
ポンを１枚プレゼント
（ヒューマンウーマン以外
の衣類の場合、衣類２枚
につき１枚プレゼント）。
※タンクトップ・キャミ
ソール・靴下・靴・雑貨は
回収できません
※１度に最大８点までの回
収となります【クーポンご
利 用 期 間：10/８（金）～
11/４（木）】お会計 金額
11,000円（税込）につき
１枚、最大８枚までご利用
いただけます。

◎10月８日（金）～10月25日（月）
◎４階 好日山荘

秋山応援フェア

好日山荘メンバーズポイント10％還元！
更に対象ブランドをご購入頂けるとポイン
トが15％還元！！
期間限定特価品もご用意しております。
ぜひ一度お立ち寄り下さいませ。
※一部ポイント除外品がございます。

◎10月８日（金）～10月31日（日）
◎３階 レリアン

〈レリアン〉
Leilian the WEEK 
2021 Autumn

エレガントに私時間。“秋を探し、秋を愉し
む”。エレガントに装い素敵な空間で過ごすひ
ととき。そこにはきっと感性を広げ心癒す時
間がいっぱいです。Hello, my time！

69,300円
マント

42,900円
セーター

36,300円
スカート

49,500円
バッグ

198,000円

◎10月13日（水）～10月19日（火）
◎１階 駐車場側入口 特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

ジュエリーリフォーム「愛聖」

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。

◎10月13日（水）～10月26日（火）
◎１階 化粧品 特設会場

〈いいものおすすめベストコレクション〉
広く永く愛されるロン
グセラー商品

時代を超えて愛されるロングセラー化粧
品に注目！誰しも一度は見かけたことがあ
りご愛顧頂き昔から長年愛され続けて時
代が変わっても変わらない価値ある化粧
品になります。時代を超えて愛され続けた
コスメを是非この機会にお肌で感じて見
られませんか。

今シーズンはさらっ
と羽織れるライトア
ウター、アレンジし
たピーコート、洗え
るキルティングアウ
ターなど新登場の
コート＆アウターが
揃います。会期中
「NY.CLUB」の ポ
イントが通常時の２
倍お付けします。さ
らに、コートアウ
ターご購入の方には
ご購入点数ごとに
2,000円相当のス
ペシャルポイントを
プレゼント！

◎10月15日（金）～10月21日（木）
◎２階 ニューヨーカー /ニューヨーカーL

〈NEWYORKER / NEWYORKER L〉
Wポイントフェア＆コート・
アウタースペシャルポイント

◎10月15日（金）～10月21日（木）
◎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。

◎10月15日（金）～10月31日（日）
◎２階 アミティエ

〈アミティエ〉
AUTUMN COLOR 
PANTS FAIR

秋スタイルを彩るカラーパンツを
Theory、theory luxe、BEIGE、の３
ブランドからピックアップいたします。
どんなカラーにもなじみやすく、美しい発
色でパッと目を引く、はき心地の良いパン
ツシリーズをご提案いたします。

◎10月16日（土）
◎３階 詩仙堂

〈詩仙堂〉
詩仙堂コーディネーター
E.Akiyoshi 来店

詩仙堂コーディネーターE.Akiyoshi
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。

◎10月21日（木）～10月24日（日）
◎３階 センソユニコ・慈雨（CASA）

〈センソユニコ・慈雨（CASA）〉
ブランドフェアー

センソユニコの代表ブランドio comme 
io、tb、慈雨、m-mefuのデザイナーがこの
秋冬おすすめコーディネートをご紹介いたし
ます。

42,900円
ワンピース

6,490円
レギンス

26,400円
ブーツ

（サイズ：38、40）

◎10月21日（木）～10月25日（月）
◎１階 エスカレーター横

〈ギャラリーアイ・ヴィカポタ〉
メーカー協賛 秋の特招会

ギャラリー・アイ、ヴィカ・ポタ メーカー
協賛秋の特招会を開催！今期秋物早期お
買い得商品を結集致しました。
秋の新作を20％ OFFにてご提供致しま
す。（一部除外品あり）
是非ご来店下さいませ。

◎10月21日（木）～10月26日（火）
◎１階 駐車場側入口 特設会場

ノクシカタ刺しゅう

持続可能（SDGs）をテーマにバングラデ
シュの伝統ノクシカタ刺しゅうをご紹介い
たします。

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

◎10月27日（水）～11月２日（火）
◎１階 エスカレーター横特設会場

〈群言堂〉
期間限定販売会

島根県・石見銀山の群言堂が期間限定で
出店いたします。
お出掛けや、おうち時間に使えるアウター
やくつろぎのワンピースなど、寒い冬の訪
れがいっそう待ち遠しくなるウェアや小物
を取り揃えております。

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

◎10月27日（水）～11月２日（火）
◎１階 特設会場

〈レディス アデランス〉
『ウィッグ』ご試着体験フェア

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

◎11月３日（水・祝）～11月９日（火）
◎１階 駐車場側入口 特設会場

神戸バレーシューズ
「ファルファーレ」

低反発クッションと形状記憶シートを合
わせたインソールが疲れにくい履き心地で
人気のシリーズ〈ファルファーレ クラシカ
ル〉から新作のフラットシューズが登場。
通勤通学、ちょっとそこまで…など「日常
生活」にはササっと履けるフラットシュー
ズが必須です。

9,790円
フラット mine
（全10色、21.5cm～25.5cm）

◎10月１日（金）～
◎１階 ハンドバッグ イビサ

〈イビサ〉
「MUNDO」コレクション

〈IBIZA〉のディフュージョンラインとして
「MUNDO」がデビュー。世界に存在する良質
な素材、世界に存在する様々なつくり手を発信
するために生まれた新しいバッグブランドです。
12月末までの期間限定コレクションとしてご紹
介いたします。

25,300円

ハンドバッグ
（サイズ：タテ24㎝×ヨコ35㎝×幅15㎝
  素　材：牛革（型押し）ベージュ）

◎10月１日（金）～
◎５階 ヒカリミライ/綾花（ちふれ）

〈ヒカリミライ〉
綾花誕生30周年
キャンペーン

綾花商品を含め　税込7,000円以上お
買い上げのお客様へオリジナルマルチ
ケースをプレゼント。
数量限定、※ノベルティが無くなり次第終
了

ノベルティ

綾花オリジナル マルチケース
（サイズ：タテ７㎝×ヨコ15.8㎝）

◎開催中
◎５階 リビング

柔道着から作られたsasicco
（サシコ）バッグフェア

愛知/三河木綿を原料にして刺し子織りと
いう技法で作られた道着は空気の層で体
を優しく包み込んでくれます。それらの生
地を用いたバッグがsasicco（サシコ）
です。天然繊維（三河木綿）を刺し子織り
にすることで生地が厚くても軽くて丈夫
です。

／ ～311 日金10


