


〈フィットフィット〉
ブーツコレクション

〈UCHINO〉マシュマロガーゼパジャマ
あったかフェア

■本館4階 ミセスエレガンス
問TEL.053（457）6582［直通］まで

プレミアムフライデーイベント
ワインテイスティング3DAYS

■11月22日（水）628日（火）
■本館7階 スペース7

問TEL.053（450）4677［直通］まで※最終日は午後4時閉場

〈アルアート〉
アルミのアート小物特集
■11月22日（水）612月5日（火）

■本館7階 和洋食器
問TEL.053（457）5386［直通］まで

2018年
お年賀タオル好適品特集

2018年は戌年！
ぽすくま＆しっぺいと
いっしょに写真を撮ろう！

【年内納め】紳士・婦人
イージーメード2着セール

■2018年1月6日（土）まで
■本館7階 タオル・バス・トイレタリー

問TEL.053（457）5397［直通］まで

〈センチュリー〉
プライムタイム
（婦人用、クォーツ、ダイヤモンド0.03ｃｔ、
ステンレススチール、ケース径24㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・442,800円

〈センチュリー〉フェア
■11月22日（水）612月5日（火）

■本館7階 時計
問TEL.053（457）5408［直通］まで

〈アルアート〉一輪挿し「うたかた」
①S（径17㎝）2,160円 ②M（径30㎝）3,240円

フェイスタオル
①干支／戌年（刺しゅう）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円
②干支／スヌーピー（プリント）・・・・・・・・・・・・・1,080円

■　　　11月23日（木・祝）628日（火）
■本館8階 スペース8

※各日午後6時30分閉場、最終日は午後5時閉場
問TEL.053（457）5358［直通］まで

■　　　12月9日（土）・10日（日）
各日午前11時・午後1時30分・3時（各回約30分）

■イ・コ・イ スクエア 5階
問TEL.053（457）1500［直通］まで※土・日・祝日を除く

歩きやすさと美しさを兼ね備えた新作ショート
ブーツが多彩にラインアップしました。

驚くほど軽くて柔
らかいマシュマロ
ガーゼ。ふんわりと
した優しい感触と
風合いのパジャマ
をご紹介いたします。

〈ルロワ〉をはじめとする
フランスワインの繊細な味
わいをぜひ、この機会に飲
み比べてください。

女性の手元をエレガント
に演出し、最上の時を刻
む〈センチュリー〉。
多彩なラインアップでご
紹介いたします。

アルミニウムを使い創作した花器や箸置きな
ど和モダンな小物を特集いたしました。

年始のご挨拶
に喜ばれる上
質なタオル。干
支柄をはじめ
縁起の良い柄
までバラエティ
豊富に取り揃
えました。

〈フィットフィット〉
①ボアインブーツ（22～25㎝）・・・・・・各17,172円
②フラッピンソフトレザーブーツ（22～25㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各15,012円

〈UCHINO〉
マシュマロガーゼ
①ピンストライプ
レディスパジャマ（S～L）
②チェックメンズ
パジャマ（M～XL）
・・・・・・各19,440円

①

①

②

②

プレゼント　　　　　　期間中、ご成約のお客
様に「〈センチュリー〉オリジナルグッズ」
を差しあげます。

❶〈ルロワ〉3種×
　〈日本料理繁松〉ほかマリアージュ
■11月24日（金）午後5時66時30分
■参加費／1,500円《先着10名様》※ご予約不要
❷〈エノテカ〉格付けボルドー3種飲み比べ
■11月25日（土）・26日（日）
　各日午後2時30分66時30分
■参加費／3種セット4,104円※ご予約不要

①
①

②

②

着心地の良いスーツ
を年内仕立てで。

予告

あす

※しっぺいは12月9日（土）の
みの登場となります。※カメラ
をご持参ください。※会場で
年賀状の販売もいたします。

日本郵便のキャラ
クター「ぽすくま」、
磐田市イメージキャ
ラクター「しっぺい」
といっしょに写真を
撮って年賀状にしよう!

【同時開催】年賀状作り教室
えんてつカードキッズクラブ詳しくは

©磐田市

※1着でもお求めいただけます。詳しくは売場販売員におたずねください。

●紳士・婦人
イージーメードスーツ
　　　
64,800円から

●紳士・婦人
イージーメードスーツ
　　 54,000円
《25セット限り》

■11月24日（金）626日（日）
■新館地下1階 和洋酒
問TEL.053（457）5495［直通］まで

きらめくクリスマスメモリー、二人の心が通う聖夜に贈ります。

■12月30日（土）まで
※最終日は午後5時閉場
■新館1階 特設会場

〈ジェラート ピケ〉期間限定ショップ

〈プティバディ〉期間限定ショップ

第36回 ふるさと知名人
チャリティー色紙展
静岡県ゆかりの知名人に寄贈していただい
た色紙を展示・販売いたします。
■12月2日（土）64日（月）※最終日は午後5時閉場
■イ・コ・イ スクエア6階 ギャラリー・ロゼ
主催／中日新聞東海本社、中日新聞社会事業団、
　　　中日ショッパー 
後援／静岡県、静岡県社会福祉協議会
問中日新聞東海本社 事業部 TEL.053（421）6217
※12月2日（土）に色紙の購入をご希望のお客様は本館1階西入口
　にお並びください。午前9時から整理券を配布いたします。
※12月2日（土）の一般入場は午前10時30分とさせていただきます。
※収益金の全額を県内の福祉事業に役立てます。

㊧堀部莞爾作
　　4,000円
㊨ツバキアンナ作
　　入札制

4〈ヘレンド〉リボンベアー
　（高さ約5.5㎝）27,000円
　　■本館7階 
　　 特選洋食器

6〈ビレロイ
＆ボッホ〉
ノースポール
エクスプレス 
スノーマン＆チルドレン
（高さ6.5㎝）5,400円■本館7階 特選洋食器

〈レイモンド ブリッグズ〉
チャリティーサンタ人形（高さ約4.5㎝）
300円《500点限り、お一人様5点限り》
※現金のみのお支払いに限らせていただきます。
※各種ご優待、えんてつカードのポイント付与およびポイ
ントでのお支払いは除外とさせていただきます。

〈レイモンド 
ブリッグズ〉
チャリティー
サンタ人形販売

アドベントカレンダーを持ち、クリスマスを
楽しみに待つレイモンド ブリッグズのサン
タさん。こちらのチャリティーサンタ人形を
販売いたします。売上金の一部は、国連
WFPに寄付され、飢餓に苦しむ人々へ
の食糧支援に役立てられます。

■本館2階 婦人洋品

〈ロイヤル コペンハーゲン〉
2018イヤープレート
「CHRISTMAS TREE MARKET」（径18㎝）
・・・・・・・・・・10,800円 ■本館7階 特選洋食器

2018年のイヤープレート。空を舞う白い鳩は、
「クリスマスに平和をもたらす」という意味が
あります。

〈アガタ パリ〉
①ネックレス（シルバー、ガラス）・・・・・・15,120円
②ブレスレット（シルバー、ガラス）・・・・・・16,200円

【クリスマスアクセサリー特集】■本館2階 婦人アクセサリー
「雫」「雨」をイメージしたシリーズ。
ドレッシーな装いに似合う華麗なデザイン
が魅力です。

〈ヴァンドームブティック〉ネックレス2本
セット（メタル、淡水パール、スワロフスキー®ほか、オリジ
ナルBOX付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

淡水パールとスワロフスキー®クリスタル、
キュービックジルコニアの清楚で上品な
輝きが胸元を引き立てます。

〈イマック〉
①ラインストーンネックレス・・・・20,520円
②ラインストーンイヤリング・・・・・・・7,020円

ヨーロッパならではの繊細かつ華麗な
ラインストーン使いがチャームポイント。
大人可愛いドレスアップにオススメです。

〈パンドラ〉
①ブレスレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92,880円
②リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10,800円

ジュエルカラーが華やかな彩りを演出
するアクセサリーで、さり気なくおしゃれ
センスをアピール。

〈ペッレモルビダ〉トートバッグ（44×17×高さ32㎝）
42,120円 ■本館6階 鞄・旅行用品

男女問わず人気のシンプルトートシリーズ
からセパレートできるバイカラーのポーチが
付いた新作が登場しました。

子供たちとスノーマンの
楽しそうなシーンが
モチーフです。

〈ヘレンド〉の特徴的
な手描きのウロコ模
様のリボンが可愛い
クマの置物です。

4ロングブーツ
①〈サヴァサヴァ〉（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円
②〈リーガル〉（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円
③〈バークレー〉（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円
■本館2階 婦人靴

トレンドに左右されず長く愛用
できるシンプルデザインのロング
ブーツ。程良い高さのヒールで
美脚効果も期待でき、コーディ
ネートも華やかにみせます。

雪の結晶がモチーフのハンド
バッグと巾着です。キラキラと
光るルーレックスがクリスマス
気分を演出してくれます。

遊び心がうれしい
ネクタイをタイピンと
セットにして聖夜の
ギフトに。

メタリックな艶カラー
に印象的なハート型
の花をデザイン。
小物もクリスマスらし
い華やかさをプラス。

ジャケットスタイルに柔らかな
タッチの上質ストールをコーディネートして
センスアップを。
〈タケオキクチ〉紳士グレンチェックマフラー
（80×186㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
■本館6階 紳士洋品・雑貨

〈ノックスブレイン〉ジャパンブルー
②2面パスケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
③単パスケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
■本館5階 文房具

①〈フェドン〉
クロコメガネケース
・・・・・・・・・・・21,600円

■新館6階 特設会場

6〈フェイラー〉
①ハンドバッグ
（31×16×高さ20㎝）
・・・・・・・21,600円
②巾着
（19×高さ17.5㎝）
・・・・・・・・・・5,400円
■本館2階 
　〈フェイラー〉

〈フレーバー・ドレッサー／ピンキー＆ダイアン〉
コート52,920円
■新館3階 キャリアキャラクターズ

ソフトで極上のウール素材を使用したノーカラーコート。
Ｖラインに開いた首元がおしゃれで、ゆったりシルエット
が上品な印象。長めの着丈もこなれ感があります。

〈ノイインテレッセ〉紳士キーケース
13,500円 ■本館6階 紳士洋品・雑貨

2〈タケオキクチ〉
ギフトボックス入り
ネクタイ＆タイピン
・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
■本館6階 
紳士洋品・雑貨

4〈アンテプリマ〉
①婦人長財布
・・・・・・・・・・・・・・21,600円
②婦人財布
・・・・・・・・・・・・・・15,120円
■本館2階 婦人洋品

北欧デザインが光る〈スカーゲン〉の
ペアウォッチは、シンプルな文字盤
がスタイリッシュ。
8〈タイム プラス スタイル／
スカーゲン〉腕時計
①婦人用（ケース径34㎜、クォーツ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
②紳士用（ケース径40㎜、クォーツ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
■本館2階 
〈タイム プラス スタイル〉

●チャリティー
色紙（1枚）

■11月22日（水）
612月5日（火）
※最終日は午後6時閉場
■新館3階 特設会場
レディスアイテムと着脱
簡単な小型犬用の
ドッグウェア。愛犬と
おそろいのファッション
を楽しむ“リンクコーデ”
をご紹介いたします。

・コーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・21,384円
・ドッグウェア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,344円

ワークソンの手掛ける
ミッキーマウスがデザ
インされた、クラシカルな
ワークグッズをご紹介
いたします。

「大人のデザート」を
コンセプトに着心地に
こだわり、着る人それ
ぞれのライフスタイル
に喜ばれるアイテムを
“デザート価格”で実現
したルームウェアコレ
クションです。

〈ディズニー／ワークスタイル
クリエーション〉
期間限定ショップ
■11月22日（水）
628日（火）
※最終日は午後5時閉場
■本館2階  
アクセサリー特設会場

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

今年も見つけて心温まる贈りものを。
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〈アガット〉①リング（18金イエローゴールド、ダイヤ
モンド）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,400円
②ネックレス（18金イエローゴールド、ダイヤモンド）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,400円

人気のローズカットダイヤモンド入りの
限定品。スペシャルボックス付です。

2着で

2着で

オープニングサービス

（株）JAMMY




