PICK UP
カレンダー
〈AVEDA〉

冬の乾燥対策
◎ 好評販売中
◎ １階 AVEDA

全館

MONTHLY

イベントご案内
の

ぶちうま！山口

雛人形 展示即売会

◎ 好評販売中
◎ ５階 ギフトサロン

◎ 開催中
◎５階 リビング売場

〈ハウスオブローゼ〉

ウィンターセール

◎１月31日（月）まで
◎５階 ハウスオブローゼ

1 土 〜 31 月

1／

C A L E N D A R
おき まさゆき

ふれあいねこ展

野良猫写真家「沖 昌之」
ネコ写真パネル展

◎12月28日（火）〜１月10日（月・祝）
◎５階 催場（10:00〜18:00）

◎12月28日（火）〜１月10日（月・祝）
◎ ２階 コトサイト

※各日ご入場は閉店の30 分前まで
※最終日は17:00 閉場

日本中の外 猫を撮 影
し、猫の自然な姿をと
らえた写真が人気の野
良猫 写 真 家、沖 昌之
が出 逢った猫たちの
写真パネル展です。
★展示写真販売

330 円

★ネコグッズコーナー

ニュートリプレニッシュマスク
ライト（150 ㎖）

5,280 円

ディープ（200 ㎖）

7,040 円

第81回
中古CD・DVD・レコードetc
ウルトラバーゲン
◎ 開催中〜１月４日（火）
◎ ５階 催場

※最終日は16:00 閉場

しおさい

あかつき

3,850 円 5,500 円 11,000 円

「ぶちうま！山口」は、調味料・添加物を除
く原材料が100% 山口県産の商品を集め
たカタログギフトです。
ご 予算・贈り先 様 に合 わ せ て 選 べ る3
コースをご用意しております。

お子様の健やかな成長と幸せを願う桃の
節句は、ご家族の皆様であたたかな気持
ちをつなぐ、日本の風習です。
井筒屋推奨品の気品あふれるおひな様を
多数ご用意しております。

〈マックレガー〉

〈ゆとりの空間〉

◎１月２日（日）より
◎ ２階 マックレガー

◎１月２日（日）より
◎ ５階 リビング売場

1月のおすすめ商品

ウィンターセール

※無くなり次第終了

今年も開催、ハウスオブローゼの冬の大
セール！人気のスキンケアから冬に大活躍
な雑貨まで特別価格でお買い求めいただ
けます。お得なビッグサイズのアイテムも
お買い逃しなく！

〈ラブジョリエ〉

期間限定販売会
◎１月２日（日）
〜１月11日（火）
◎１階 駐車場側 特設会場
※最終日は16:00 閉場

珍しいネコや世界のネコが大集合！
ねこのいろんな仕草を間近に見て・触れ
て一緒に遊んでください。
入場料金

冬の乾燥対策、潤いある髪に導くニュートリプレ
ニッシュマスク2 種。ザクロやマンゴーなどのフ
ルーツエキスをたっぷりと配合した集中トリート
メントマスクです。髪のパサつきを抑え、潤いと
ツヤ感のある髪になり頭皮の乾燥も防ぎます。

せせらぎ

● 大人（高校生以上）
：1,000 円

● こども（4歳〜中学生）
：600 円
● 3 歳以下：無料

※井筒屋カード会員様100 円引（ご本人様限り）

絵画・版画 新春奉仕会
◎１月２日（日）
〜１月11日（火）
◎５階 美術ギャラリー

沖 昌之 来場！

2022 年1月2日（日）〜4日（火）

ご購入いただいた写真集や写真にサインいたします！

トークショー

1/3（月）
・4（火）各日 13:00〜
サイン会

1/3（月）
・4（火）各日 14:00〜15:00

〈フォンテーヌ〉

新春お年玉キャンペーン
◎１月２日（日）
〜１月15日（土）
◎３階 フォンテーヌクチュール

※最終日は16:00閉場

アンドレ・アングル
「穏やかな花束」
パステル 10 号

クルーカーディガン（サイズ：M）
レーヨン51%・ポリエステル30%
ナイロン19%

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。

16,500 円

ふんわりと柔らかい12Gジャガード編み
のカーディガンです。長めの着丈とシンプ
ルなデザインは、着回しやすい。
〈ウオッシャブル〉なので、お手入れもしや
すくなっています。

ウェア・エプロン

50%OFF

おすすめ まつ毛ケア

初節句 内祝 好適品

さあ、足のケアから
はじめよう。

◎１月２日（日）
〜１月31日（月）
◎３階 ネイルサロンディスコレ

◎１月２日（日）
〜１月31日（月）
◎５階 リビング売場

◎１月２日（日）
〜１月31日（月）
◎５階 ナイスディ倶楽部

ナチュラル×カジュアル〈ラブジョリエ〉
は今までのカジュアルスタイルやトレンド
だけにとらわれない、飾りすぎいない優
しいコーディネートをご提案。ご奉仕品を
ご用意してお待ちいたしております。

〈アルファー〉

カシミヤニット
特別販売会
◎１月５日（水）
〜１月11日（火）
◎１階 洋品側エスカレータ横 特設会場
※最終日は16:00 閉場

この度、山口井筒屋では新春特別奉仕会
として絵画・版画・浮世絵など 70点余り
を一堂に展示販売いたします。大変お買
い得な価格でのご提供となっております。
ぜひ、この機会にご高覧くださいませ。
その他予定作家

上橋薫・伊藤晴子・小林和作・織田廣喜・小倉遊亀・
中島 千 波・上村 敦 之・長 谷川彰 一・シャガール・
カシニョール・アイズピリ・ミュシャ・モネ 他

〈KID BLUE〉

人気アイテム

◎１月10日（月・祝）より
◎ ２階 KID BLUE

〈フォンテーヌ〉新春お年玉キャンペーンを
開催致します。期間中、税込 36,300 円
以上お買い上げのお客様にはウィッグケ
アグッズが当たる抽選会に1回参加して頂
けます。その 他にも初売りお買 得品や、
とっておきのウィッグをご用意してお待ち
しております。

LEDER MAKES
◎１月12日（水）
〜１月18日（火）
◎ １階 駐車場側入口 特設会場

※無くなり次第終了

※最終日は16:00 閉場

長袖ワンピース

山田平安堂 丸盆 うさぎ 朱

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

（5 ㎖）

11,000 円

自まつげのはり・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。

アクセサリー
watarite ワタリテ
◎１月12日（水）
〜１月18日（火）
◎ １階 駐車場側入口 特設会場
※最終日は16:00 閉場

（天然木・カシュー塗・ø24 ㎝×h2 ㎝）

5,500 円

可愛らしいうさぎの姿を螺鈿で配した丸
いお盆です。
裏面に金文字承ります

（1文字110 円 / 約 2 週間）

〈プランニング サトー〉

パール & 久留米絣
特別販売会

◎１月12日（水）
〜１月18日（火）
◎ １階 洋品側エスカレータ横 特設会場

カシミヤ100% 襟付きセーター（左）
カシミヤ100% クルーネックセーター（右）

アサヒフットケア 003

（サイズ：22.0〜26.0 ㎝ /4E）

8,800 円

❶ ぬい目の少ないシームレス構造

❷ 足の負担を低減「やわらか設計」
❸ 衛生的で快適なシューズ

〈ミキハウス〉

セレモニースタイルフェア
◎１月12日（水）
〜１月25日（火）
◎ ４階 ミキハウス

13,200 円

1897年創業のカシミヤニット老舗メーカー
「ALPHA」のカシミヤコレクションを期間
限定で開催致します。最高品質として知られ
る内モンゴル産カシミヤを使用したニットな
ど多数ご用意してお待ちしております。

（サイズ：M、色：アイボリー・
ライトグレイ）

14,300 円

KID BLUEで人気のワッフル素材に小花
柄をプリントしたシリーズが入荷 致しま
す。長袖ワンピースは女性らしい長めの着
丈でリラックスタイムにもぴったりです。
その他、長そでトップス・ボトムなどもご
用意してお待ちしております。

春コスメ2022

出産準備ご相談フェア

◎１月12日（水）
〜２月１日（火）
◎１階 化粧品特設会場

◎１月15日（土）〜１月21日（金）
◎４階 新生児コーナー

2wayショルダーバッグ

28,600 円

LEDER MAKES レダーメイクスは上質
な素材、栃木レザーを熟練の職人がひと
つひとつ丁寧に作り上げる国産のバッグブ
ランドです。

〈備後絣 カスリラ〉

期間限定販売会

◎１月19日（水）〜１月25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

藍染刺織ステン
カラーコート

（サイズ：M〜L）

カプリースブローチ

7,150 円

watarite は尾道在住作家による小さな
陶器店。丁寧な手仕事で仕上げした陶器
の上から、色ガラスや金彩を重ねて焼き付
けて作っています。
技法によって様々な表情をみせる陶器を
ぜひお楽しみ下さい。

〈インドストール〉

期間限定販売会
◎１月19日（水）〜１月25日（火）
◎ １階 洋品側エスカレータ横 特設会場

〈プランニング サトー〉パール & 久留米絣
特別販売会を開催致します。
● パールは
「アコヤ真珠」を中心にご準備
致します。成人のお祝いとしてプレゼン
トしてはいかがでしょうか？
● 久留米絣は、冬は温かく、夏は涼しく。
オールシーズンで着て頂けるものを多数
ご用意してお待ちしております。

〈ヒューマンウーマン〉

ノベルティ FAIR

◎１月19日（水）〜１月30日（日）
◎ ２階 human woman

綿 100%

スーツやジャンパースカートなど、ミキハ
ウスのフォーマルウェアを期間限定にて
お取扱いいたします。ふだん店頭にない
アイテムですので、この機会にぜひご覧く
ださいませ。
※取扱いサイズ：100 ㎝〜130 ㎝
※写真はイメージです

巨匠作家・郷土作家

大掛軸展

◎１月20日（木）
〜１月24日（月）
◎ ５階 催場

49,500 円

どこよりも早い2022 年春の新色、人気
のコスメ情報をお届けいたします。限定や
見逃せないアイテムが盛りだくさん。
肌にしっくりなじむスキンケアからファン
デーション、遊び心溢れるカラーを揃えて
おります。見ているだけで春気分を高めて
くれます。

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。

〈カスリラ〉は、165 年以上の伝統を受け
継ぐ備後織物を使い、絣の上質感を活かし
ながらディテールにこだわったモノづくりを
しま す。19日（水）〜25日（火）まで の 期
間限定販売会となっております。是非この
機会に店頭へお立ち寄り下さいませ。

輪島の漆芸作家展

萩焼 金子信彦 作陶展

半期に一度の
食品ギフト解体セール

◎１月20日（木）
〜１月24日（月）
◎ ５階 催場

◎１月20日（木）
〜１月24日（月）
◎５階 催場

◎１月27日（木）
〜１月30日（日）
◎ ５階 催場

※最終日は16:00 閉場

最大

箱物ギフト全品

半額処分 !!
※写真はイメージです

インドストール“バルティ コレクション” を
期間限定で開催いたします。厳選された
上質な素材・デザインのストールをインド
より直輸入して販売致します。

ヒューマンウーマンでは1月19日（水）〜
30日（日）の 期 間 限 定 で ノ ベ ル テ ィ
FAIRを開催致します。
期間中、定価商品27,500円（税込）以上
お買い上げのH/membersの方にステン
レスサーモタンブラーをプレゼント！
是非この機会にヒューマンウーマンまで
お立ち寄り下さいませ。

堂本印象
「天晴」

田中貴司作 香炉「なごみ」
（8×7×高さ11㎝）

（八寸 アンドン型 )

物故巨匠から現代人気作家までの軸装・
額装作品を充実させて展示販売をいたし
ます。

気鋭の漆芸作家たちが創り出す卓越
した技と豊かな表現力をご堪能くだ
さい。

半月窯変花入

（38 ㎝×14 ㎝×32 ㎝）

陶芸家 金子信彦先生の山口井筒屋初め
ての個展を開催いたします。大胆さと繊
細さが織込められた創意あふれる作品を
展示販売いたします。

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。

