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館 の

◎12月25日（土）まで
◎４階 ミキハウス

〈ミキハウス〉
クリスマスフェア

1年で一番ワクワクするこのシーズン。
ミキハウスではプレゼントにオススメなア
イテムを取り揃えてお待ちしております。
期間中、16,500円以上お買い上げのお
客様にオリジナルノベルティをプレゼント
いたします。
※プレゼントは無くなり次第終了となります。

◎１月10日（月・祝）まで
◎４階 キッシュトイ

木のおもちゃ
杢・MOKU特集

1,870円
木のおもちゃ杢・MOKU（作家・守重シ
ゲ子）の組み木は山口県萩市で製作され
ています。木のぬくもりあふれる組み木作
品を、ぜひ手にとってお楽しみください。

パンツのトラちゃん

◎12月1日（水）～12月７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

手づくり創作帽子

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。

キャスケット

◎12月1日（水）～12月７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

アルパカニットと小物

63,800円
アンデス高原のアルパカの毛を使ったニット
ウェア。軽くて温かく長くお召し頂けます。

アルパカニット ［ペルー製］
（アルパカ100%/サイズL）

◎12月1日（水）～12月７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

TONOBL × KENLAND

62,700円

防府市富海の藍染ブランド「とのブル」の秋冬
ファッション。山形県のリネンニットメーカー
「KENLAND」のツイードジャケットとドレスを
藍染め。カシミヤストールやプルオーバーなどこ
の冬のドレスアップファッションをご提案します。

リネンツイード
ジャケット

38,500円
リネンドレス

◎12月1日（水）～12月12日（日）
◎１階 化粧品コーナー（grâce AVEDA）

grâce AVEDA

3,740円
オーガニックにこだわり、ピュアな花と
植物エッセンスによるヘアケア・スタイリ
ング・スキンケア・ボディケア・アロマ製
品を展開するAVEDA（アヴェダ）のコン
セプトサロンが山口県に初上陸！
オープン記念としまして人気のパドルブラ
シをご購入で無料刻印サービスの予約を
受付中。お渡しは12月20日（月）以降
になります。

パドルブラシ 限定100本

◎12月1日（水）より数量限定販売
◎１階 クリニークコーナー

テイク ザ デイ オフ 
クレンジング バーム

6,160円
《数量限定・３ヶ月分の特別サイズ》
皮膚科学から生まれた「クリニーク」売上No.1
クレンジング。肌にのばした瞬間、バームか
らオイルに変化する、とろけるテクスチャー。
落ちにくいアイメークやファンデーション、肌
の汚れをやさしく、しっかり落としながら、植
物由来の保湿成分「ハイブリッドサフラワー
オイル」配合でしっとりとした洗い上がりに。

テイク ザ デイ オフ クレンジング バーム
（200㎖）

◎12月1日（水）～12月31日（金）
◎１階 コスメデコルテ

〈コスメデコルテ〉 
フレグランスディフューザー

16,500円
5,500円

暮らしにくつろぎの時間を。
コスメデコルテからホームフレグランス
が新登場。マルセルワンダースデザインの
ナルミ製陶器、ローズ＆ミュゲ・ペア＆ウッ
ディの2種類の香り。

［コスメデコルテ］フレグランスディフューザー
ホルダー

フレグランスディフューザーレフィル

◎12月1日（水）～12月25日（土）
◎１階 化粧品特設会場

クリスマスフェア（第二弾）

2021年クリスマスのシーズン到来。
今年もどこよりも早くコフレ&限定品の情報
をお届け致します。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。

◎12月1日（水）より 無くなり次第終了
◎２階 キッドブルー

〈KID BLUE〉 
オススメインナー

キッドブルーの冬の定番として人気のシリー
ズが、素材も新たにリニューアルしました。
長袖インナーは、防寒アイテムとして重宝し
ます。

長袖インナー
（色：レッド・サックス・チャコール
 サイズ：M・L） 9,900円

◎12月1日（水）～12月25日（土）
◎２階 ニコル

〈ニコル〉 
クリスマスフェア

センターフロントの切り替えがアクセント
になりゆったりとしたシルエットのラム
ウール素材のセーター。
プレゼントや、忘年会シーズンにもオススメ
の発色のいいセーターや柄コートなど揃え
ております。

セーター

19,800円

◎12月1日（水）～12月25日（土）
◎２階 アツロウ タヤマ

〈アツロウ タヤマ〉 
クリスマスフェア

やわもち質感が魅力のハイネックニット。
女性らしい着こなしに仕上がるアイテムで
す。クリスマスシーズンのコーディネート
に贈り物にいかがでしょうか。

やわもちニット 8,800円

◎12月1日（水）～12月15日（水）
◎３階 ウンディッチ・ノーベ

〈UNDICI・NOVE〉
ニットコレクション

27,500円
クルンと返すと裏の配色がかわいいシアー
スリーブプルオーバー。大胆な透け感とハ
リのあるニットで袖コンジャスを楽しんでく
ださい。他にも様々なデコラティブニット
をご用意してお待ちしております。

プルオーバー
ナイロン40%・毛24%・
アクリル32%・アンゴラ3%

◎12月1日（水）、12月3日（金）～12月6日（月）
◎２階 コムサイズム

〈コムサイズム〉
スタンプフェア

5,500円以上のお買いあげでメンバーズカー
ドポイントを通常の3倍お付け致します。

※レディース・キッズのみ

トリプルスタンプ

新春福袋
予約受付スタート
12/3（金）～6（月）

12/1（水）より

◎12月1日（水）より
◎５階 ヒカリミライ／綾花（ちふれ）

ウインターキャンペーン
2021

店内商品を税込10,000円以上お買いあ
げのお客様へ、肩かけにもなるオリジナル
5WAYブランケットをプレゼント。

オリジナル5WAYブランケット
（縦60㎝×横130㎝） 数量限定

◎12月1日（水）より
◎５階 リビング売場

「BRUNOコンパクト
ホットプレート」
お買上プレゼントキャンペーン

累計販売数200万台を突破した大人気商
品！コンパクトホットプレートの21AW限定
カラー、ブリーングレー色です。A4サイズの
コンパクトなホットプレートは毎日の食卓か
ら特別な日まで幅広くご使用いただけます。

BRUNOコンパクトホットプレート
［限定カラー］グリーングレー、平面プレート・たこ焼きプレート
（サイズ：約375×高さ140×奥行235mm）

9,900円

◎12月1日（水）～12月31日（金）
◎５階 リビング売場

「寅」置物
三枝惣太郎作

きたる新年の干支置物を飾ると福を招くと
言われています。2022年の干支は「寅」。
寅は古くから神秘的な存在とされ、決断力
と才知の象徴とされています。招福・繁栄
の願いが込められた干支置物は贈り物に
もおすすめです。

三枝 惣太郎作　繁栄 親子 5,500円

◎12月1日（水）より
◎５階 リビング売場

〈フェイラー〉 
2022アニュアルバージョン

毎年好評のアニュアルバージョン。
2022年は、女性と白馬が朝靄の中まだ未
知の世界へ走り出す前に、共に見つめ合い
感情を通わせている瞬間を描きました。

ウォッシュタオル
（サイズ：30×30㎝） 3,520円

◎12月２日（木）～12月12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〉
Future days collection

印象的なフラワープリ
ントのトップスに袖口
や裾の配色がスタイ
リッシュな羽織を合
わせた大人のカジュ
アルスタイルです。

39,600円
カーディガン

25,300円
カットソー

31,900円
パンツ

期間中、税込み16,500円以上お買い上
げ頂いたお客様にノベルティをプレゼン
ト致します。数に限りがありますのでお早
めにご利用下さいませ。

◎12月３日（金）より 
◎２階 ジェラートピケ

〈ジェラートピケ〉
ノベルティフェア

◎12月８日（水）より 
◎１階 エクラナチュレ

〈エクラナチュレ〉
ガミラシークレット

3,630円
この時期だけの特別なフレーバー“ワイル
ドローズ”。
ガミラシークレット愛用者に圧倒的人気
なワイルドローズ。ワンランク上のギフト
としても、1年間頑張った自分へのご褒美
としてもおすすめです。

ガミラシークレット スキンケアソープ 
ワイルドローズ（約115g）

◎12月８日（水）～12月14日（火）
◎１階 洋品側エスカサイド

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

〈ナルエー〉
期間限定販売会
クリスマスギフトフェア

上質な素材と洗練されたデザインでおう
ち時間を快適にする〈ナルエー〉のルーム
ウェア。あたたか素材で、クリスマスのプ
レゼントにもおすすめです。是非この機
会に店頭へお越し下さいませ。

◎12月９日（木）～12月13日（月）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

冬の服地・ハギレ
バーゲン

冬の服地・ハギレバーゲンを開催致しま
す。これからの季節にピッタリな生地を
デザイン豊富に取り揃えました。特別ご
奉仕品も多数ご用意しております。
是非この機会に店頭にお越し下さいませ。

◎12月10日（金）～12月12日（日）
◎５階 エスカレータ前 特設会場

輝く女性たちの
お洒落なハンドアート展

展示販売
ステンドグラス・ネックレス・シャインカービング・

スクラップブッキング・粘土細工

クリスマ
ス

ワークシ
ョップ

開催しま
す

12月10日（金）
ステンドグラス
〈参加・材料費〉
2,200円（税込）

12月11日（土）
ネックレス
〈参加・材料費〉
2,200円（税込）

12月12日（日）
シャインカービング
〈参加・材料費〉
1,870円（税込）

◎12月15日（水）～12月25日（土）
◎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

まねき猫やのX’mas

とっておきのアイテムをご用意しました。
ご自分用にもプレゼントにもお気に入りを
見つけて下さい。

バッグ 22,000円
財  布 13,200円

◎12月15日（水）～12月19日（日）
◎１階 駐車場側 特設会場

〈フォンテーヌ〉
ウィンターコレクション

期間中、商品のシャンプーセットを半額に
て承ります。※ウィッグは2～3週間お預
りいたします。
その他、いろいろなウィッグをご用意して
おります。お気軽にスタッフへお声かけく
ださい。

◎12月15日（水）～12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。ミキハウス、
赤ちゃんの城のお買いあげ金額に応じた
ノベルティもプレゼントいたします。

〈福田園芸〉
2021 X’masプランツフェア
◎12月18日（土）～12月19日（日）2日間
◎５階 エスカレータ前 特設会場

山口市阿東の福田園芸さんによるX’mas
プランツ展示販売会です。プランツギャザ
リングという特殊技法によるグリーンの
数々を販売します。今年のクリスマスは生
のグリーンリースで大切な人と大切な時を
過ごされませんか？

◎12月26日（日）～12月30日（木）
◎１階 駐車場側入口 特設会場

うつわが彩る華やかな食卓
「有田焼to365シーズン
コレクション」

いつもの食卓にプラスワンアイテムでテーブ
ルコーディネートが気軽に楽しめる華やか
なアイテムをご紹介いたします。食事の時
間がさらに楽しくなるような華やかさあふ
れるテーブルシーンをぜひお楽しみ下さい。

中古CD・レコードからDVD・ブルーレイ
まで洋邦全般・ジャズ・クラシックなど、
オールジャンルで大放出。

◎12月29日（水）～１月４日（火）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

第81回 
中古CD・DVD・レコードetc
ウルトラバーゲン
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