PICK UP
カレンダー

全館

MONTHLY

イベントご案内
の

冬の “Sサイズフェア”

ウインターコレクション2021
おすすめのベストコスメ

◎10月29日（金）〜11月７日（日）
◎ ２階 アンタイトル

◎10月27日（水）〜11月９日（火）
◎ １階 化粧品特設会場

〈アンタイトル〉

1 月 〜30 火

11／

〈ヒカリミライ〉

〈ハーモニック〉

リンクルイノベーションセラム
事前予約受付中

「カタログギフト」お買上
プレゼントキャンペーン

◎11月30日（火）まで
◎ ５階 ヒカリミライ／綾花（ちふれ）

◎11月30日（火）まで
◎ ５階 ギフトサロン カタログギフトコーナー

C A L E N D A R

〈ミキハウス〉

新春福袋
予約受付スタート
◎11月１日（月）より
◎ ４階 ミキハウス

〈コムサイズム〉

スタンプフェア
◎11月１日（月）
〜11月７日（日）
◎ ２階 コムサイズム

11/1（月）〜7（日）

冬の “Sサイズ”フェアを開催します。
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。♪

2021年冬にむけて最新のアイテムを一挙
にまとめてみました。トレンドを反映した
メイクアップコレクションやスキンケアま
でコレクションが続々と登場！
一年間頑張った自分へのご褒美に！大切な
方へのギフトへ！是非気になるアイテムを
GETしてみてはいかがでしょう。

トラベルバッグフェア

OPIプロスパ
お家でハンドケア

◎11月１日（月）〜11月16日（火）
◎ ３階 旅行カバン

◎11月１日（月）〜11月30日（火）
◎ ３階 ネイルサロンディスコレ

〈ACE〉

リンクルイノベーションセラム

6,930 円

（医薬部外品 /20g）

ヒカリミライより「シワ改善」部分用美容
液が12 月1日新発売。ご予約の上、購入
された方にはスタンプポイント2 倍プレ
ゼント致します。
※有効成分ナイアシンアミド配合

〈ミキハウス ダブル B〉

期間限定販売会

◎11月１日（月）〜11月30日（火）
◎ ４階 特設会場

ハ ー モ ニッ ク の カ タ ロ グ ギ フト を
55,000 円（税 込）以上お買上のお客様
にもれなく「グランコース（4,180 円）」の
カタログギフトを1冊プレゼント！
●対象期間：11月30日（火）まで
●対象商品：ハーモニックカタログギフト

様々なギフトシーンでご利用できる
カタログギフトです。

〈ジェラートピケ〉

スヌーピーフェア
◎11月２日（火）より
◎ ２階 ジェラートピケ

2 点以上10%oﬀ
「限定アイテム+秋・冬・春にお使いいただ
けるウェア」が入った豪華福袋は数に限り
がございますので、お早めにご予約くださ
いませ。

●お渡し：12 月20日（月）から順次

〈オジコ〉

期間限定販売会
◎11月３日（水・祝）〜11月７日（日）
◎１階 特設会場

※無くなり次第終了

トリプルスタンプ

2 点以上お買上のお客様は購入価格より
10%oﬀ いたします。
期間中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。

西川羽毛ふとんフェア
◎11月３日（水・祝）〜11月15日（月）
◎ ５階 寝具売場

※最終日は17:00 閉場

カナナマイトローリー

（トローリー小：2.1㎏ /18ℓ、トローリー大：2.2㎏ /24ℓ）

24,200 円〜（大）26,400 円

（小）

おでかけにうれしい♪充実機能トローリーが登場
しました。近くのお出掛けにもちょうどいいキャス
ターストッパー機能をつけました。使う人の事を考
えたアイデア満載のトローリーです。音が静かな
双輪・静音キャスターで取り回しがしやすいです。
トラベルシーズンにぴったりなおすすめ商品です。

Mila Owen Winter Fair
◎11月５日（金）より
◎ ２階 フェリーチェ Mila Owen

OPIプロスパ

各種

2,090 円〜

皮膚科学の観点から生まれたハンド&フットケアシス
テム。天然植物保湿成分をはじめとする、エイジング
ケアに効果的な独自のフォーミュラでふっくらとハリ
のあるお肌へと導きます。
「マンスリーカレンダーを見
た」でハンドエステを1,100円→550円でご提供。

〈ヒューマンウーマン〉

Wポイントフェア &
アウターポイント3倍
◎11月５日（金）〜11月23日（火・祝）
◎ ２階 human woman

トレーナー「ハピネス」

ミキハウス「ダブル B」のテーマはオールド
アメリカ。シンプルでヴィンテージ感あふ
れるデザインで、格好良く着こなせます。
取扱いサイズ：80 ㎝〜110 ㎝
※画像はイメージです。

〈ゆとりの空間〉

オータム・ウインターウェア
◎11月９日（火）〜11月23日（火・祝）
◎ ５階 リビング 栗原はるみ

（90 ㎝〜155㎝、レディースM・L、メンズM・L）

SNOOPYといっしょなら、雪の降る夜も
あたたかく過ごせそう。ベビー &キッズ、
レディース、メンズウエアの他、雑貨アイ
テムも多数展開致します。

まねき猫や
「梅村マルティナ展」
◎11月10日（水）〜11月16日（火）
◎ １階 エスカレーター横 特設会場

5,500 円〜7,480 円

親子お揃いで人気の「OJICO」が期間限
定で登場 !!2022 年福袋予約受注会も同
時開催いたします。

〈UNDICI・NOVE〉

ウインターコレクション &
5倍ポイントフェア
◎11月10日（水）〜11月16日（火）
◎３階 ウンディッチ・ノーベ

〈西川〉羽毛布団フェア開催！

おかげさまで西川は創業 455周年。
この機会にお買替えを検討してみません
か？豊富なラインナップをご用意して皆
様のご来店をお待ちしております。

〈ハナエモリ〉

“アルマ・アン・ローズ”
POP UPフェア
◎11月10日（水）〜11月23日（火・祝）
◎ ３階 婦人服 ハナエモリ

※最終日は16:00 閉場

ウールブレンドタートルプルオーバー

（フリーサイズ、着丈：前 64 ㎝・後 69 ㎝）

11月5日（金）よ り「felice」に て “Mila
Owen Winter Fair” を開催致します。
Mila Owen のアウターをお買い上げの
方にノベルティをプレゼント!!（※数量限
定となります）
是非この機会に店頭へお越し下さいませ。

クリスマスフェア（第一弾）
◎11月10日（水）〜11月30日（火）
◎ １階 化粧品特設会場

毛54%・アクリル43%・ナイロン3%

H/members 限 定 で、期 間 中 お買い上
げの方はポイント2 倍。更にアウターをお
買い上げでポイント3 倍付与いたします。
（当日ご登録された方も対象）

〈ミキハウス〉

クリスマスフェア
◎11月10日（水）〜12月25日（土）
◎ ４階 ミキハウス

13,200 円

ふっくらとしたウール混の糸をローゲージで
編み立てています。ワイドなサイズ感で1枚
で着て様になる便利なアイテムです。スカー
トでもパンツでもあわせやすいボリュームで
ワンマイルウェアとしてご使用下さい。

カラフルな色柄が人々を魅了する魔法の
毛糸（オパール）は今年で誕生 25 年。こ
れを記 念し今 年は オパール 毛 糸レシピ
ブックレット日本語版も登場。新作毛糸
やイベント限定品、ニット製品を一堂に取
り揃えてご紹介いたします。
11/10（水）梅村マルティナさん来店

〈NEWYORKER / NEWYORKER L〉

Winter Collection 2021
Wポイントフェア

イビサフェア
◎11月12日（金）〜11月16日（火）
◎ １階 ハンドバッグ売場

◎11月12日（金）〜11月21日（日）
◎ ２階 婦人服 ニューヨーカー /ニューヨーカー L

チェックツイードコート

ボアコート

毛 15%・ポリエステル85%

69,300 円

11月10日（水）よりウンディッチ・ノーべ
“ウインターコレクション”を開催致します。
“期間中、UNDICI・NOVEポイント5倍付与”
フェイクファーのボアコートはトレンドのボッ
クス系シルエットと大きな襟がポイント。少し
抜き気味に着ることで印象が変わります。

〈ユキ・トリイ〉

ウインター
コーディネートフェア
◎11月13日（土）〜11月23日（火・祝）
◎３階 ユキ・トリイ ショップ

アクリル60%・毛33%・
ナイロン6%・ポリエステル1%

75,900 円

期間限定で3 階ハナエモリにて “アルマ・ア
ン・ローズ”の POP UPフェアを開催致し
ます。日々の暮らしの中に溢れている様々
な美しさ、ふと気づいて新たな発見に心が
ときめく。そんな小さな喜びを大切にした
気持ち華やぐコレクションを提案致します。

〈クリスチャン・オジャール〉

Old is Gold collection

◎11月18日（木）〜11月28日（日）
◎ ３階 クリスチャン・オジャール

（左）

ジャケット
+ スカート

レース刺繍ニット
本体：レーヨン68%
ポリエステル32%
レース部分：ポリエステル100%
刺繍糸：ポリエステル33%
キュプラ33%・その他34%

ハンドバッグ（H23×W34×D22 ㎝）

2021年クリスマスシーズンの到来。今年もど
こよりも早くコフレ& 限定品の情報をお届け
いたします。各ブランドから発売される季節限
定のコスメと新製品を取り揃えております。
今年限りの限定デザインで、おしゃれが好き
な親 友に、自分への1年間のごほうびに・・・
憧れのコスメをプレゼントされませんか。

〈詩仙堂 TOMOコレクション〉

デザイナー タムラトモ
ファッションショー［落花流水］
◎11月20日（土）
◎３階 詩仙堂 TOMOコレクション

フェイクファー（アクリル100%）×牛革

ミキハウスから贈る特別なクリスマス。
期間中16,500 円以上お買いあげのお客
様にオリジナルノベルティプレゼントを差
し上げます。

第10回
萩焼精鋭作家8人展

BON FUKAYA

◎11月24日（水）〜11月29日（月）
◎ ５階 催場

◎11月24日（水）〜11月30日（火）
◎ １階 エスカレーター横 特設会場

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

※最終日は17:00 閉場

「シセンドウ トモ コレクション」デザイナー、
タムラトモによるファッションショー［落花
流水］を開催致します。
デザイナー自らコーディネートアドバイス
や創作のエピソードを含め楽しいトーク&
ファッションショーです。
［1回目］11時30分〜［2回目］14時30分〜

※最終日は16:00 閉場

bussola ブソラ

〜日本のクリスマスは山口から〜
萩焼で作ったクリスマスにちなんだテー
ブルウェアや酒器などオリジナリティ溢れ
る作品の数々を展示販売いたします。

101,200 円

31,900 円

秋物の新作バッグをはじめ、イベント限定品から定番シリーズまで幅
広く取り揃えております。14（日）15（月）の2日間、イビサ専属マイ
スターによるイビサ製品のお手入れや修理のご相談を承ります。特別
企画としまして14・15日の2日間限定イビサ製品税込¥33,000
以上お買い上げの方、各日先着10名様へお好みの革パーツの組み合
わせで制作した「レザーチャーム」をプレゼント致します。

16,280 円

1978 年イタリアで誕生したシューズブラ
ンド。旅を意識した日常生活をベースにし
ており、一度履いたら手放せなくなる履き
心地です。その理由から世界 30か国以
上で愛されています。

108,900 円
（右）

コート + ニット
+ パンツ
+ マフラー

173,560 円

今シーズンはYUKI TORIIらしいコーディネイ
トをお楽しみ下さい。チェック+アニマルプリン
ト（パイソン柄）、ニットやデニムにレースモチー
フをあしらいスポーティにフェミニンをミックスし
て大人の存在感を作りました。冬の防寒着ダウン
コートなどもご用意してお待ちしております。

クリスチャン・オジャール“Old is Gold
collection”を開催します。
クラッシックなコートはそのシルエットの
雰囲気を残しつつ今の時代のファッション
に生まれ変わります。古いものとトレンド
の調和を提案します。

期間限定販売会

フリー工房もくもく
木のおもちゃコロポロ物語

手づくり創作帽子

◎11月24日（水）〜11月30日（火）
◎ １階 駐車場側 特設会場

◎11月24日（水）〜11月30日（火）
◎１階 エスカレーターサイド 特設会場

◎12月１日（水）〜12月７日（火）
◎ １階 エスカレーター横 特設会場

お手持ちのワードローブにプラスするだけ
で、今年らしいスタイリングになるコート
インウインタースタイルをご提案致します。
会期中は「NY.CLUB」のポイントが通常
時の2 倍になります。

〈エコックス〉

※最終日は16:00 閉場

〈ECOX〉期間限定販売会を開催致します。
世界ではき心地 No.1。デニムの様でデニ
ムではない抜群のはき心地のストレッチパ
ンツです。サイズも3号〜21号まで対応。
1年中快適にはいていただけます。是非こ
の機会に店頭へお越し下さいませ。

※最終日は17:00 閉場

※最終日は16:00 閉場

キャスケット

初めての知育玩 具をはじめ「想像力・集
中力・工夫力」を楽しく育てる、ご家族み
んなで遊べるオリジナル木のおもちゃを
展示販売します。

12,100 円

キャスケットやベレーなど色々な布地を
使ったカラフルであたたかさを感じる手
づくり帽子です。配色がステキな創作帽
子でコーディネイトを楽しんで下さい。

