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◎好評販売中
◎１階 エクラナチュレ

〈ナチュラグラッセ〉
3つの光（紫外線・ブルーライト・
近赤外線）から肌を守るUVシリーズ

肌にダメージを与える「紫外線」「ブルーラ
イト」「近赤外線」から肌を守りながら、植
物の力で角質細胞内までうるおいで満た
し、日焼けしにくい肌へと導くUV下地と
UVパウダー。

4,400円UVパウダーコンパオン
パクト（パフ付）

3,520円UVプロテクションベース

◎好評販売中
◎３階 旅行かばん

〈ACE〉
春のおすすめアイテム

美しい光沢が印象的なバッグシリーズで
す。雨に強く、軽量でポケットが沢山ある
ので、整理が簡単に出来ます。気軽なプ
レゼントにも最適です。

12,100円
カナナ モノグラムリュック
（幅38㎝×高さ32㎝×奥行13㎝・430g・8ℓ）

◎募集中
◎３階 呉服サロン

京都嵯峨野きもの学院
新規受講生募集

前で帯を結んでくるっと回す簡単な前結び
で、きものを着られる自分になってみません
か？きものの基本の着方を学べる本科コース
で、自分できものが着られるようになります。
詳しくは3階呉服サロン（083-902-1194）
にお問い合わせ下さい。

本科コース　3ヶ月／週1回・12回
（1回2時間） 4,000円/月

◎募集中
◎４階 サービスサロン

友の会「春コース」
会員様募集

12ヵ月積み立てると1ヵ月分のボーナス
がプラスされる山口井筒屋の友の会をご
存知ですか？
お得に賢く積み立てて楽しくお買物！
井筒屋グループ各店にてご利用いただけ
ます。

◎好評販売中
◎５階 寝具売場

眠りの深化で
快眠をサポート！

眠りを深化させる特殊立体波型凹凸構造。
全身をしっかり支え、バランスの良い寝姿
勢を保持します。「体圧分散」機能を高め
ることで、質の高い睡眠を提供します。

44,000円
［エアー 01］SEマットレス／BASIC
（セミシングル 約8×80×195㎝・3.9㎏ 日本製）

◎開催中～４月６日（火）
◎１階 特設会場

〈オジコ〉
期間限定販売会

3,740円～5,280円
パンダッコ  
（90㎝～155㎝、レディースM・L、メンズM・L）

「インテリジェンス」と「アバンギャルド」
をコンセプトに一筋縄ではいかないストー
リーのあるデザインのオジコ。新作も多数
ご用意しております。

※最終日は16：00閉場※最終日は16：00閉場

◎開催中～４月６日（火）
◎４階 特設会場

〈ミキハウス〉
ダブルB
期間限定ショップ

クールでカッコイイ、なのに愉快なミキハ
ウスのアメリカンカジュアルです。
人気の黒クマ「Bくん」が遊び心を引き立
てます。
取扱いサイズ：80㎝～110㎝
※写真はイメージです。

◎開催中～５月31日（月）
◎４階 ウィズカードカウンター

ウィズカード
ご入会キャンペーン

◎４月１日（木）より
◎５階 リビング売場

〈フェイラー〉
スプリングコレクション

大輪の花が優雅に描かれた「アソルティ」
シリーズのメガネケース。立体的かつ丸み
のあるシルエットがやわらかい雰囲気を演
出します。

6,050円
メガネケース
（サイズ：7×16×3㎝、付属品：メガネ拭き）

◎４月１日（木）より
◎５階 ギフトサロン

『とっておきの
　　ニッポンを贈る』

四季折々の美しい自然に囲まれた日本。
作り手の技術と情熱、土地の素材と魅力、
伝統の食文化と真面目な美味しさ・・・。
そんなとっておきのメイドインジャパンを
一冊のカタログギフトに集めました。大切
な方への贈り物にご利用下さいませ。

4,180円から
カタログギフト
「とっておきのニッポンを贈る」

◎４月１日（木）～４月6日（火）
◎５階 リビング売場 特設会場

〈merippa（メリッパ）〉
2021スプリング
コレクション

“大人可愛いルームシューズ”
靴下でもないスリッパでもない、まったく
新しい感覚のフットウェア。
一足が約100gという軽さでふんわりと
優しく足を包みこんでくれます。
汚れたらお家で丸洗い、リバーシブルに
なっており、コンパクトにたためたりと
“メリヤス”のいいとこどりをした室内履き
＝メリッパです。

◎４月１日（木）～４月11日（日）
◎３階 レリアン

〈レリアン〉
Leilian, The Week
～ 2021 SPRING & SUMMER

微笑みをつれて。
ニューノーマルな日常になって、自分時間
の在り方に新たな価値が生まれています。
大切な人たちとの時間に想いを寄せ、自
分らしく丁寧に暮らす“ステキ”をレリアン
は服を通してお手伝いします。

◎４月１日（木）～４月15日（木）
◎５階 漆器売場

祝 初端午

可愛らしい風神・雷神を螺鈿で配した縁
起の良い丸いお盆です。
裏面に記念の名入れ承り致します。
（有料・約2週間）

7,700円
〈山田平安堂〉丸盆風雷神
（∅27×h2㎝ カシュー塗・天然木）

◎４月１日（木）～４月30日（金）
◎１階 クリニーク

〈クリニーク〉
チークポップ
フラワーパレット

5,170円
ピュアな彩り咲き誇る、ポップなチークカ
ラー。カラフルなフラワーデザインパレットが
数量限定発売。4/23（金）～全国数量限定。
人気のチークポップから、限定色のコーラ
ポップと肌なじみ抜群のヌードポップ、ゴール
ドが華やかにきらめくハイライターの3色を
パレットに。ポップなカラーを頬に咲かせて。

〈クリニーク〉 
チークポップ 
フラワーパレット

◎４月１日（木）～６月30日（水）
◎１階 化粧品売場

ビューティポイント
キャンペーン

1階化粧品売場にてお得なビューティポイ
ントキャンペーンを実施。
井筒屋カードをお持ちの方でお買上げ税
込み価格5,000円毎に1個捺印いたしま
す。10個貯まりましたら次回の化粧品お
買上げ本体価格に対して「+5%」分のポ
イントをプレゼントするキャンペーンです。

◎４月７日（水）～４月13日（火）
◎１階 特設会場

KO SILVER & 
アトリエa.p.r
S/S collection2021

気持ち晴れやかに今年の春のお出かけを
楽しめる作品達が揃います。

29,700円

〈アトリエa.p.r〉

※最終日は17：00閉場※最終日は17：00閉場

ジャケット

24,200円
ブラウス

12,100円
ハンドバッグ

左12,100円
右11,000円

〈KO SILVER〉
シルバーネックレス

11,000円
シルバーリング

◎４月７日（水）～４月13日（火）
◎１階 洋品側 エスカレーターホール

備後絣〈カスリラ〉
期間限定販売会

165年以上の伝統を引き継ぐ備後絣を使
い、希少性の高い絣をモダンにUPデート
したカスリラの商品。
ナチュラルで、飽きの来ないデザインが魅
力です。是非この機会にお立ち寄り下さ
いませ。

※最終日は16：00閉場※最終日は16：00閉場

◎４月８日（木）～４月11日（日）
◎１階 駐車場側 特設会場

〈フォンテーヌ〉
エンジョイウィッグフェア

うきうき心弾む春。ウィッグでヘアスタイ
ルを変えれば春のおうち時間とお出かけ
がもっと楽しくなります。
特別ご提供品もご用意しております。是非
この機会にお立ち寄り下さいませ。
〈無料ご相談会も開催（他社商品もOK）〉

◎４月15日（木）～４月20日（火）
◎１階 洋品側エスカレーターホール

アジアン雑貨
カラッシュ

衣料・小物等、綿100%を中心とした心
やすらぐ素材の商品をアジア各国から直
輸入でお届けします。

※最終日は17：00閉場※最終日は17：00閉場

◎４月15日（木）～４月27日（火）
◎１階 駐車場側 特設会場

天使の綿シフォン
期間限定販売会

綿100%ならではの優しい着心地を、豊
富なデザインとカラーで楽しめる天使の
綿シフォン。2021年春夏のカラーも入荷
します。是非、この機会に天使の綿シフォ
ンをお試し下さいませ。

※最終日は16：00閉場※最終日は16：00閉場

◎４月15日（木）～４月21日（水）
◎３階 ユキ・トリイ ショップ

〈ユキ・トリイ〉
アーリーサマー
コレクション

今シーズンのユキ・トリイは、多彩な素材
とカラー、柄のミックスでエレガントなス
タイルを自由な遊び心で大人のフェミニン
を演出致します。

◎４月15日（木）～４月25日（日）
◎３階 サンフェルメール

〈サンフェルメール〉
アーリーサマーフェア

ボタニカルプリントのブラウスやカット
ソー。ナチュラルで健康的な美しさを表現
したファッションをお楽しみ下さい。
お買い上げの方にプレゼントがあります。
数に限りがあります。

9,900円ブラウス

◎４月15日（木）～４月25日（日）
◎５階 リビング売場 特設会場

母の日エプロン
コンテスト開催

母の日エプロン人気
コンテスト開催しま
す。
一番人気のエプロ
ンをお選びいただ
いた方より1名様に
エプロンをプレゼン
トいたします。

投票期間
4月15日（木）～4月25日（日）

◎４月15日（木）～５月５日（祝・水）
◎４階 ミキハウス

夏のミキハウスフェア

期間中、22,000円以上お買い上げのお
客様に「レジャーシート」をおひとつプレ
ゼントいたします。
※プレゼントは数に限りがございます。なくな
り次第終了させていただきます。
※画像はイメージです。

◎４月16日（金）～４月25日（日）
◎２階 NEWYORKER

〈NEWYORKER〉
アーリーサマー
NOVELTY FAIR

心地良い初夏の上品サマースタイルをご提
案いたします。期間中、¥33,000（税込）
以上購入でオリジナル保冷ボトルをプレゼ
ント。※数に限りがございます。

◎４月21日（水）より
◎２階 キッシュ

〈キッシュ〉
クークロワッサン
世界中のデザイナーの感性をあなたに。

クークロワッサンは国内外を問わず、様々
なデザイナーのジュエリーやバッグなど、
幅広く取り扱っています。
ここでしか出会えない特別なアイテムをご
紹介致します。

◎４月21日（水）～４月27日（火）
◎１階 洋品側エスカレーターホール

〈群言堂〉
期間限定販売会

「群言堂」は、世界遺産の町、石見銀山で
「根のある暮らし」を考え、衣食住の提案
をしています。
“復古創新”を合言葉に、古きを活かし、時
代に合った進化を続け、心ある「衣・食・
住・美」を追求した商品を手にとってご覧
下さいませ。

◎４月21日（水）～４月29日（木・祝）
◎１階 特設会場

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。

◎４月21日（水）～５月９日（日）
◎２階 アンタイトル

〈アンタイトル〉
初夏のSサイズフェア

アンタイトル“初夏のSサイズフェア”を
開催致します。普段お取扱いのないSサ
イズ・5号サイズを期間限定で販売です。
Sサイズ・5号サイズをお探しの方、是非
この機会にアンタイトルへお越し下さい
ませ。
期間中、Sサイズ・5号サイズをお買い上
げのお客様へワールドプレミアムポイン
トを通常の5倍でプレゼント。

◎４月28日（水）～５月４日（火・祝）
◎１階 洋品側エスカレーターホール

ラプチャーポップアップ

様々な素材感の生地にグログランリボンと
ファスナーのカラーミックスが楽しいポー
チ。様々な用途で使えるのでバッグの中を
すっきり華やかに。
ご自身はもちろん、ちょっとしたギフトに
もオススメのアイテムです。


