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◎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 ウィズカードカウンター

ウィズカード
入会キャンペーン

最大1,500ポイント
プレゼント！

初年度年会費無料（２年目より500円（税込））

1,000ポイントプレゼント！
期間中、新規ご入会された方全員に
もれなく特

典
１

カウンターでの入会に限り、
JCBエコバッグとタオルハンカチ
プレゼント！
※先着1,200名様、無くなり次第終了

特
典
３

500ポイントプレゼント！

新規ご入会のうえ、４月～７月の期間中
クレジット払いを10,000円（税込）以上
ご利用いただいた方に特

典
２

※特典②のポイント付与は翌月の中旬になります。

さらに

◎開催中～５月３日（火・祝）
◎１階 駐車場側玄関前特設会場

着物と古布の布遊び展
～土に還る洋服たち～

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

やがては大地に還りゆく環境に優しい絹の
着物や木綿の絣など、日本文化の素晴らしさ
が詰まった素材で作られている「布遊び」の
創作衣服をお楽しみ下さい。

◎開催中～５月10日（火）
◎１階 エスカレータ横特設会場

〈ポロ ラルフローレン〉メンズ
期間限定販売会

王道のプレッピー
スタイルをギンガ
ムチェック、シア
サッカーストライプ
ケーブル編みセー
ターで表現。また、
「POLO」ロゴやス
プラッシュペイント
など遊び心あるデザ
インをスポーティー
な商品とミックスし
ポロならではの世界
観をお届けします。
ポロ ラルフ ローレ
ンの魅力がつまった
スタイルを是非ご覧
ください。

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

※写真はイメージです。

◎開催中～５月８日（日）
◎２階 婦人服 アンタイトル

〈アンタイトル〉
Sサイズフェア

2022年、夏のSサイズ
フェアのご案内です。
今回のフェアでは、鮮度の
上がるカラーや柄アイテム
に、着まわし力のあるボト
ムなど夏に着たい新作を
ご用意しています。トレン
ド感のあるトップスや、軽
い着心地できれい見えす
るボトムスなど、Sサイズ
フェア対象商品の一部を
スタイリングにてご紹介い
たします。
ブラウス 19,800円
スカート 19,800円

◎開催中～５月３日（火・祝）
◎５階 エスカレータ前特設会場

ジェイギャラリー
はかた錫フェア

純度99.9％の錫は浄化作用やイオン効
果が高く冷酒やビール等の器に最適です。
夏の食卓にふさわしい食器や日常使いで
きる小物、アクセサリー、博多「献上柄」
を取り入れた商品も揃えています。
会場では製作実演も行いますので気軽に
お立ち寄り下さい。

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

◎開催中～５月９日（月）
◎５階  催場

全国うまいもの大会

全国のうまいものが大集合!!
名店の伝統の味から、今話題の人気商品
まで一堂に取り揃えました。
北から南までの全国のうまいものを、会場
にてお楽しみください。

愛知県産のうなぎを丁寧に焼き上げた逸品
です。

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

【愛知県産】うな重（1折） 2,800円

◎好評発売中
◎５階 ヒカリミライ／綾花（ちふれ）

ヒカリミライ新商品
ミルクプライマー

毛穴をカバーし、汗・皮脂による化粧崩れを
防ぐ、ミルクタイプの下地です。透明感を引き
出し、血色感を与えるピンクベージュカラー。
夏に向けて化粧下地を変えてみられません
か？（紫外線吸収剤無配合・ウォータープルーフタイプ）

〈ヒカリミライ〉
コントラスト ミルクプライマー
（30㎖/SPF30PA++） 4,180円

◎５月１日（日）～新発売
◎１階 化粧品 資生堂

〈SHISEIDO〉 
太陽を味方にする
逆転の発想の日焼け止め

強力な紫外線から肌を防御しながら、太陽
の光をまるでスキンケアする光へと変換。
ハリとうるおいに満ちた明るい肌へ。
365日使用できる、新世代の日焼け止め
用乳液です。

〈SHISEIDO〉
アーバン トリプル ビューティ 
サンケア エマルジョン
（日焼け止め用乳液/30㎖） 5,280円

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎１階 化粧品 資生堂

〈SHISEIDO〉 
新しい肌測定ツール
Beauty Alive Circulation Check

業界初メイクしたまま肌内部の美のめぐり
を測定。一人一人に合わせたパーソナルな
ビューティアドバイスを実施しています。

◎５月１日（日）～５月５日（木・祝）
◎２階 コムサイズム

〈コムサイズム〉
スタンプフェア

期間中、5,500円以上お買い上げのお客
様にファイブフォックスメンバーズカード
のお買い上げポイントを通常の３倍とさせ
ていただきます。

コムサイズム
“スタンプフェア”のご案内

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎３階 ネイルサロン ディスコレ

〈ネイルサロン ディスコレ〉 
話題のV3アイテムで
美肌へ

守る・高める・整える 日焼け止め
守る・育てる・魅せる ファンデーション
で美肌へ導きます。

V3プロテクション
サンスクリーン
8,800円

V3シャイニング
ファンデーション
9,350円

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎３階 旅行用品売場

〈ACE〉
抗菌・抗ウィルスフェア

安心・安全の抗ウィルス・抗菌機能を備えた
リュック。本体生地にウィルスを99.9%減少
させるバーテクトクロスを使用。抗菌性能の
他、防汚性・高耐久性を備えています。
これからのお出掛け・普段使いにもおすすめ
です。（15.6インチPC対応）

ガジュタブル 
バーテクト 
リュック
サイズ：
W30×H42×D10
重さ：1,080g
容量：15ℓ

26,400円

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎５階 リビング

〈NARUMI〉
ミラノ50周年

1972年に1客のカップ&ソーサーから
始まった「ミラノ」シリーズ。発売50周年
を記念した新作です。
電子レンジ対応の金彩を施していて、普
段使いにぴったりです。

バルーンマグカップ・
マグカップ 各3,300円

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎５階 リビング

『HARIO outdoor』

家でも外でも、こだわりの本格コーヒーを
楽しみたい。アウトドア仕様のコーヒー器
具シリーズです。

〈ハリオ〉 
V60メタルコーヒーサーバー 4,400円

◎５月１日（日）～５月31日（火）
◎５階 漆器

抗ウィルス・
抗菌コーティングの器

●安心の国内塗装仕上
●ウイルスを99.9%以上低減（24時間）
●レンジ・食洗機対応（フタ以外）です

IN/OUTDOOR イン/アウトドア
（PET・ステンレス） 1,430円～

◎５月４日（水・祝）～５月10日（火）
◎１階 駐車場側玄関前特設会場

〈スルシィ〉
期間限定販売会

初登場

スルシィはフィルピンのセブ島に自社工場
を構え、現地の女性達が天然素材ラフィア
でかぎ針を使用してバッグを作製し、持続
可能なモノづくりをしているバッグブランド
です。ナチュラルな色合いで、夏にぴったり
のバッグを取り揃えています。

フローラルバッグ（サイズ：約28×36㎝）

18,700円ラフィア100%

◎５月９日（月）～５月31日（火）
◎１階 化粧品特設会場

初夏のコスメフェア

太陽を味方につけるメイク
今年の人気ブランドから夏コスメ続々登場!
そろそろ紫外線が気になり始め、まだまだ
マスクが外せないこの夏どんなファン
デーションを選んだら良いでしょう?!
夏に必要なスキンケアやメーキャップ等
この機会にご相談下さい。

◎５月11日（水）～５月15日（日）
◎１階 エスカレーター横特設会場

※最終日は17:00閉場※最終日は17:00閉場

〈ギャラリー i〉〈ヴィカポタ〉
特別販売会

70%～

60%
OFF!
20%
OFF!

春・夏物売り尽くし

新作春物商品

◎５月11日（水）～５月29日（日）
◎２階 マックレガー

〈McGREGOR〉
サマーコレクションフェア

マックレガー“サマーコレクションFair”
を開催致します。
期間中お買上げで、メンバーズカードW
ポイントプレゼント致します。

◎５月12日（木）～５月17日（火）
◎５階 催場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

第82回
中古CD・DVD
ウルトラバーゲン

◎５月13日（金）～５月15日（日）
◎１階 ハンドバッグ売場

イビサフェア

ナイロンのベーシックカラーにホワイトレザーを
合わせたカジュアルで遊び心のあるデザインです。
機能性もイビサならではの充実感。期間中イビサ
製品税込11,000円以上お買上げの方にオリジナ
ルノベルティをプレゼントいたします。

2wayハンドバッグ（H23×W32×D14㎝）
31,900円ナイロン/牛革

◎５月18日（水）～５月24日（火）
◎１階 エスカレータ横特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

靴あるいとう
期間限定販売会

シンプルなスリッポンタイプは脱ぎ履きも
楽で、普段使いしやすいです。
本革なのに軽量で、足への負担が少なく
長時間歩いても疲れにくいです。

スリッポン（サイズ：21.5～28.8㎝）
15,400円イタリア産マストロット社製牛革

◎５月18日（水）～５月24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

〈ECOX〉
期間限定販売会

ファッションの街・神
戸で企画開発されてい
るオリジナルブランド
『ECOX』。
女性を美しく見せるシ
ルエットデザインのス
トレッチパンツを多数
ご用意いたします。
ECOX春夏人気No.1
パンツもご準備してお
待ちしております。

メリルアンクルパンツ
（S～LL）

13,090円

◎５月18日（水）～６月１日（水）
◎５階 アミ・ブルージュ

〈アミ・ブルージュ〉
まとめ買い応援キャンペーン

期間中、
❶プロパー商品1,100円以上お買い上げ
❷2点以上お買い上げ
❸合計6,600円以上お買い上げ
上記の3つの条件を満たされたお客様は
10%OFFさせていただきます。
模様替えやギフトなどにぜひご利用下さい
ませ。

◎５月20日（金）～５月29日（日）
◎２階 human woman

〈ヒューマンウーマン〉
Wポイントフェア

ヒューマンウーマン“Wポイントフェア”を
開催。期間中H/membersのポイント
が通常の2倍となります。初夏に向けて
の新作商品をご紹介致します。

◎５月20日（金）～５月30日（月）
◎３階 ウンディッチ・ノーべ

〈ウンディッチ・ノーべ〉
アーリーサマーコレクション

“アーリーサマーコレクション”
今年は敢えてのミドル丈ノースリーブジャケット。
テーパードパンツでかっこいいスタイリングに。
期間中、メンバーズカード5倍プレゼント。

VEST
35,200円

BLOUSE
26,400円

PANTS
19,800円

◎５月20日（金）～５月30日（月）
◎３階 サン・フェルメール

〈サン・フェルメール〉
サマーコレクション

サマーコレクションを
開催致します。これか
らの季節にぴったりな
爽やかな清涼感を漂
わせてくれるストライ
プワンピース。
重ね着や小物を合わせ
てカジュアルにもキレイめにも変化します。
街の中でリゾート気分を楽しんで。
税込11,000円以上お買い上げでオリジ
ナルバッグプレゼント。

ワンピース
（色：ブラック・ベージュ・
　　　　 ブルーグリーン）

26,400円
綿100%

◎５月25日（水）～５月31日（火）
◎１階 エスカレータ横特設会場

※最終日は16:00閉場※最終日は16:00閉場

ギャラリー まねき猫や
和紙のかたち展

オノカヨが運営する大分市に構えられた工
房「和紙場地」。小さな和紙工房で漉かれ
た和紙に耐水の加工をしたり、染めたり、
縫ったりのすべての工程を行ってます。
心や暮らしを豊かに演出してくれます。

◎５月28日（土）
◎３階 詩仙堂 BY HITOSHI TAMURA

〈詩仙堂〉 
詩仙堂デザイナー・ヒトシタムラ
“トーク&ファッションショー”

詩仙堂デザイナー・ヒトシタムラ氏来店。
“トーク&ファッションショー”開催。
●１回目：午前11時30分～
●２回目：午後2時30分～
世界文化遺産・厳島神社やGINZASIX、観世能
楽堂でのショーの出来事、ロンドン・パリ・ニュー
ヨークの出店エピソードなど、楽しいトークを交え
ご紹介。笑いと感動の時間をお届けいたします。


