
コンコース
１階 半期に一度

食料品

スイーツフェア

18㊎－9/

８／２１（金）～２３（日）

8/

2020 AUTUMN

◆2階・テットオム

9/22㊋・祝

9/
18（金）

9/16（水）
9/

◆2階・カステルパジャック

◆2階・ミッシェルクランオム

◆2階・サブストリート

◆2階・ゴールデンベア

9/

「COZY-CHIC」時代に左右されな

いタイムレスな装い。程よくトレン

ドを取り入れた着心地の良いシッ

クなスタイルをご紹介いたします。

OPEN

アートな世界観を表現し、流行にとらわられ

ない、クリエイティブな紳士・婦人のスポーツ

ウェアです。

NEW SHOP

9/

11（金）

11（金）
9/

11（金）
9/

情報社会・トレンド飽和の時代において、

「本物のカッコ良さとは何か。」

を探求し続けるブランド

9/

9/
11（金）

9/
25（金）「大人が一日遊ぶゴルフウェア」をコン

セプトにした幅広い年代のファンを持

つゴルフブランド。アクティブな休日の

シーンでもお使いいただけます。

大人の女性のライフスタイル

に欠かすことのできない「接

点の役割をする服」を提案

8/

9/

18（金）

◆2階・レキップ

9/

◆2階・アマカ・トランスワーク

◆2階・イネド ７－ＩＤ

9/

17（木）

年齢にとらわれることなく今を自

分らしく生きる。女性たちのク

ローゼットを意識したブランド

11（金）
9/

11（金）
9/

9/
18（金）

9/
11（金）

9/
25（金）

上品かつスタイリッシュで色気のある男性

の魅力を引き出し.「本物」と「遊び」を感じさ

せる価値観を提案

あなたと、あなたの大切な家族とたくさんの

思い出を積み重ねていきたい。家族を思う

時、思い浮かぶ服

ワンランク上を目指す大人

の女性に、知的で上品なス

タイル機能性を備えたコンポ

ラリーベーシックを提案しま

す。

今の時代に柔軟にそ

してたおやかに受けい

れ強く生きる女性へ。

16（水）
9/ 9/

◆2階・アダバット

イタリア語でハンモックの意

包み込まれるように、心満た

される時を過ごすこと

真の豊かさをかたちにしたい

という思いが込められていま

す。



●表示価格は消費税を含む総額にて表示しております。●掲載商品は一部異なる場合がございます。また、万一品切れの節にはご容赦下さい。●印刷の都合により商品の色が一部異なる場合がございますのでご容赦下さい。

コンコース
１階

半期に一度
８／２１（金）～２３（日）

9/21（火・祝）～

■１階・化粧品

京の蔵

新品

8/29（土）
30（日）

［税込］4,400円～13,200円

コスメデコルテ

リフトディメンションスキン

ケアライン

秋のコスメ

■１階・化粧品

心地良い秋Ａｕｔｕｍｎ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ全館 ２０～１０％ＯＦＦ
１Ｆ ◇婦人服飾雑貨のフロア

◇婦人服のフロア

２Ｆ
◇紳士服・紳士雑貨のフロア

３Ｆ ◇子供服・ベビー用品のフロア

◇住まいと暮らしのフロア

ＢＲＡＮＤ ２０～１０％ＯＦＦ
◆１階・婦人靴

◆１階・ジュエリー時計

◆2階・レディスショップ

いち早くお買得
特別ご奉仕品

タイツバンドルセール

◆1階・パンストソックス

よりどり2点で

◆1階・婦人服飾

秋物婦人ストール

1,100円［税込］

◆2階・婦人コーディネート

婦人チュニック・カットソー
各種 ［税込］ 1,100円
◆2階・レディスアンダー

［税込］ 2,200円
◆2階・メンズアンダー
ＢＯＤＹ ＷＩＬＤ
2点以上お買上げで
レジにて 20％ＯＦＦ

◆3階・子供

子供パジャマ

（100～160㎝）
［税込］ 2,200円

◆3階・家庭用品

軽量フライパン

50％ＯＦＦ

一例 ＩＨ対応フライパン 26㎝

［税込］
2,860円の品 1,430円

22,000円

＜赤ちゃんの城＞

カバーリング布団７点セット
（掛け布団・敷布団・綿毛布・シーツ・枕

防水シーツ・キルトパット）

［税込］2セット限定

ブランドエプロン

［税込］ 2,200円
数量限定

敬老の日 ギフトフェア

◆2階・メンズアンダー

スカーフ

(シルク100％ )

［税込］4,400円

(税込)5,500円の品

◆1階・婦人服飾

30％ＯＦＦ

家族の日

そっと寄り添うギフト

長袖パジャマ
（Ｍ／Ｌ）

60枚限定

＜グンゼ＞

パジャマ・ベスト

ゆったりとした着心

綿紺のパジャマベ

ストとセットで

パジャマ［税込］4,400円
ベスト ［税込］3,850円◆3階・食器

こぎん刺し がま口 ［税込］3,630円

和風マグ ［税込］2,530円

津軽塗 滑らない橋 各［税込］2,750円

秋のコスメフェア

9/18（金）～22（火・祝）

■ 1階/化粧品

【秋のメイクキットのご案内】

クレ・ド・ポーテメイク製品

を15,000円（税抜）以上お

買上げのお客様に、カシミ

アのようナラグジュラリー

な質感で唇を彩るリップス

ティツクをセットで差し上げ

ます。（なくなり次第終了）

【9/16発売新商品】

ハリ上向き立体感。

美の基盤を立て直す

新エイジングケアラインデビュー。

【webチラシ観覧の方】

9/18(金）～22（火・祝）

(税込)40,000円以上の商品が

レジにて20％OFF

◆１階・婦人服飾

幾何学柄ストール

ﾒｰｶｰ希望価格［税込］2,750円の品

［税込］2,200円

ウール混キャスケット

ﾒｰｶｰ希望価格［税込］10,340円の品

［税込］8,272円

素敵におしゃれに

～秋のお出かけスタイル～

◆2階・婦人コーディネイト

私
ら
し
く

◆2階・レディスアンダー

＜ナルエー＞
秋の新作ルームウェア

一例 裏起毛ストロベリーセットップ
（フリーサイズ）

［税込］12,144円

5日間限定20％OFF

◆2階・ワコール

◆2階・婦人コーディネイト

＜ワコール＞

バストケアBra

無重力状態に近いまる胸

にととのえることで、バスト

の皮ふ伸びを抑える。昼

のバストケア

5日間限定10％OFF
［税込］6,380円～6,930円

（B～Fカップ）

◆2階・紳士ビジネス

◆2階・紳士服飾雑貨

＜ＴＡＫＥＯ ＫＩＫＵＣＨＩ＞

Ｂ４サイズ ３ＷＡＹであらゆ

るビジネスシーンの味方に

活躍の場が多くなるバッグ

ビジネスバッグ

［税込］39,600円

◆2階・紳士服飾雑貨

＜ＴＡＫＥＯ ＫＩＫＵＣＨＩ＞

ブランドネクタイ

スーツに合うストライプ。

小剣に遊び心をプラス

［税込］9,900円

TOPIX

◆3階・＜ハウスオブローゼ＞

◆3階・寝具

内野ウエアキャンペーン

ウエアをお買上げのお客様

にノベルティプレゼント

数量限定
5日間限定10％OFF

ウエア20％OFF

秋のシニールフェア 9/18（金）～24（木）

＜西川＞

◆2階・フリッカ フリッカ

＜YARRA＞

リトアニアリネンワンピース

上質なリトアニアリネンを使用し

たヤラの定番ワンピース。膝丈で

小柄な方にもおすすめ

（フリー）

ﾒｰｶｰ希望価格［税込］15,180円の

（一例） ブラウス
ワイドパンツ

ﾒｰｶｰ希望価格［税込］8,690円の品

［税込］6,952円(各）

＜イスタイーレ＞デビューフェア

DEBUT

”心地良い素材・心地よいシルエット”

毎日のスタートが楽しくなる大人のデ

イリーウェアを提案します。

機能的で洗練されたデザインのバッグやあたたかな

エプロンなどをご用意しております。

秋の羽毛布団販売会

秋の新作の羽毛布団やお買得品のアイ

テムをご用意しております。

（一例） 羽毛掛け布団（シングルサイズ）［税込］55,000円

ハウスオブローゼ

お買上げキャンペーン

ハウスオブローセの商品お買上げ

のお客様に、ノベルティプレゼント。

期間限定

「ＴＯＭＯＭＩＳ ｂｅａｄｓ ｗｏｒｋ」

◆1階・食品通路特設会場
期間・9/16（水）～22（火・祝）最終日17時閉場

「Ｊｏｙａ（ジョーヤ」お試し履き会＆販売会

スイス生まれの膝・腰に驚くほどやさしいやわらかい履き心地の靴

この機会にぜひお試しください。

Ｊｏｙａコンフォートシューズ

（牛革/22.5～25.0㎝）

［税込］38,500円

◆4階・文化ホール

期間・9/18（金）・19（土）

◆3階・ホットマン

ホットマン

メンバーズカード

Ｗポイントフェア

＜パンプルムース＞

カーディガン （80・90㎝）

［税込］3,960円

ミルキースーツ （80・90㎝）

［税込］5,390円

＜ｚｕｐｐａ di zucca＞

自然の大切さを語りかけるプリ

ント柄の上下 街に映えるファ

ンタスティックなスタイルです。
プルオーバー（100～160㎝）

［税込］7,480円～

吊ひヒモ付きスカート（S～フリー）

［税込］7,040円～

◆3階・子供服

ブランドノベルティフェア
期間中、お買上げのお客様にブランド

オリジナルノベルティプレゼント

◆3階・食器

◆3階・寝具

1枚で様になるデザインブ

ラウスにワイドパンツの

コーディネート

［税込］8,690円

◆1階・食品通路特設会場
期間・9/18(水）～27(日）

ｐｅｔｉｅキラキラ展

「ｒｉｐｐｌｅｓ」「ｓｏｒａ」

「ｉｏｌｉｔｅ-ｄｅｃｏ」

※9/19（土）～27（日）

11：00～20：00

2020 AUTUMN JEWELRY FAIR

Made in Japan＜ナディアをはじめ

イタリアの＜ビービージー＞など選り

すぐりのジュエリーの他

50%FFコーナーを ご用意しております。

※写真は

イメージです。

一例

生地から縫製検品まで完全日

本製。お祝いギフトにもお勧め

です。

パンスト・ソックス・帽子・スカーフ・ストール

セーター・ブラウス・カットソー・スカート・ジャケット

インナー・ナイティ

肌着・靴下・パジャマ・雑貨・鞄・ワイシャツ

男女児服・肌着・遊び着・出産準備用品・マタニテｒー

食器・キッチン用品・寝具・インテリア

<ＫＡＫＯＭＩ>

ＩＨ 土鍋 1.2Ｌ

季節を問わずヘルシー

料理が楽しめる

［税込］8,250円

イージーオーダースーツ

特別展示販売会

「Made in Japan」による

確かな縫製技術。専任

スタイリストが承ります。

(一例)

ナチュラルストレッチ素材

［税込］86,900円の品

50％OFF

※除外品がございます。

◆3階・立体駐車場横

9/11(金）＜カルチャーマート＞ オープン

子供から大人の洋服、雑貨などカジュ

アルスタイルを提案しております。

※除外品がございます。

秋
を
楽
し
む

※特別ご奉仕品をご用意しております。

【ＡＬＢＩＯＮ９月１８日限定発売】

フローラドリップ

ファｰストキット

80ｍ ［税込］7,700円
セット内容/乳液35ｇ・コットン10枚

肌質や年代を問わず、あらゆる肌に

多才な効果をもたらすことを目指した

濃密化粧液。

３階 子供服リニューアルオープン

柔らかい手触り

がポイント

ウール混でこれ

からの季節に

活躍アイテム

最終日17時閉場
【新発売】

ふわりうるおう新感覚パウダリー

エッセンス スフレファンデーション

（ＳＰＦ25・ＰＡ＋＋＋）

レフィル全７色

9/17～10/31 迄特別価格
ケースセット

各［税込］3,770円→3,390円

各税込］2,670円

5日間限定20％ＯＦＦ

5日間限定20％ＯＦＦ

5日間限定20％ＯＦＦ



食料品さくら野ポイント

[柳月]
北海道ロール「樺の木」

［税込］1,200円

スイーツフェア

9/18(金)～22(火・祝) 

［税込］599円 ［税込］500円

［税込］1,080円

豊水梨 黒豚バラスライス（解凍）

［税込］1,080円

つがるロマン

［税込］3,580円

ジューシー鶏もも唐揚げ

京の蔵

8/21（金）

～25（火）
8/29（土）
30（日）

白たまご

［税込］98円

肉厚あじフライ

［税込］158円［税込］108円
［税込］880円

8/

５倍

＜九州屋＞
「千葉県産他」

50パック限定（2個1パック）

＜九州屋＞
「青森県産」

栗こ南瓜

50㎏限定 （100ｇ当り）

［税込］39円

＜仙令平庄＞
「チリ産」

銀さけ切身（甘塩）

数量限定

（3切1パック）

＜仙令平庄＞
「千令鮨」

エビ・ホタテセット

（1折）

［税込］500円

「鹿児島県産」

（1㎏）

「つがる」

お1人様２パックまで

300パック限定

（10個入り）

100枚限定 （1枚） 10㎏限定 （100ｇ当り）

「青森県産」

50袋限定 （10㎏）

「三國屋」

有明海産焼寿司海苔

50袋限定（３０枚入り）

「高砂食品」

鍋焼きうどん

50箱限定（1ケース8食入り』

「荻原乳業」

青森県産 荻原牛乳

200本限定（1000ｍｌ）

［税込］198円

[白謙蒲鉾店]
極上笹かまぼこ1枚

［税込］194円

[みれい菓]バスクチーズケーキ
1ホール

［税込］1,350円

「大分県」

「福島県」 [三万石]
ままどおる 5個入り

［税込］540円

「宮城県」 「京都」 [鼓月]
つづみ栗 ５個入

【税込］1,350円

「千葉県」 [米屋]
千葉めぐり ３種８個詰

［税込］1,300円

「石巻カイタク」

炙り金華さば〆サバ １枚

［税込］1,080円

牛タン入つくね 10本

［税込］1,080円

9/１８（金）1日限りのお買得

[菊屋]
蜜衛門 5個入

［税込］810円

期間合計

100箱限定
期間合計

100箱限定

期間合計

100箱限定

期間合計

100箱限定
期間各日

2００枚限定

■9/18（金）～21（月・祝）

各日10：00～17：00

宮城県「牛たん炭焼 利久」

本場仙台より牛たん炭焼き利久

キッチンカーによる実演販売です。

３枚 ６切 ［税込］1,200円

■正面入口前

岩手県「石巻カイタク」

■食品売場前

特設会場

スィーツフェア・・数量限定お取り寄せ ■場所 １階 食品売場前特設会場 ■ 期間 9/18（金）～22（火）・祝

「北海道」 「北海道」

50㎏限定

≪かって値シール プレゼント≫

次週以降の

火曜市に

お使い 10％ＯＦＦシール

５枚セットいただける

9/19（土）1日限りのお買得 9/20（日）1日限りのお買得

人気のスィーツを

「千葉県産他」

別鍋仕込みおでん （1000ｇ）

［税込］658円・・・・・・・・・・・・・・・

「カネカ食品」

・・・・・・・・・・・・・・・

わが家の炊込みごはんの素 （松茸・栗）

各種3合炊用

［税込］298円

「エバラ」

すき焼のたれ（300ｍｌ）

・・・・・・・・・・・・・・・［税込］198円

「ハウス」

マカロニグラタンクイックアップ

各種2皿分

・・・ ［税込］98円

「丸善」

鶏鍋手羽元入りおでん （1000ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・［税込］658円

「サンサス」

きぬうち （かつおだし生きしめん

十割日本そば）
各種2人前

・・・・・・・・・・・・・・・［税込］358円

「ワダカン」

こんぶのおしょうゆ （1000ｍｌ）

・・・ ［税込］238円

「味の素」

ほんだし（450ｇ）

・・・・・・・・・・・・・・・［税込］798円


