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〈コンフォートクリニック〉
①婦人靴（22～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円
②婦人サンダル（22.5～24㎝）・・・・・・・・・・・30,240円

足型と重心のかかり具合を計測してお客様
の足にぴったりな初夏のコンフォートシューズ
をご提案いたします。

〈チャン・ルー〉
■5月16日（水）629日（火）

■本館2階 婦人アクセサリー特設会場
※最終日は午後5時閉場

〈ミスティ〉①キャッチレスピアス・・・16,200円
②チャーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

付け外しが簡単なキャッチレスピアス。チャー
ムを組み合わせて自分だけのコーディネート
をお楽しみいただけます。

ロサンゼルスを拠点に世界を旅してアクセサ
リーを創作している人気デザイナー、チャン・
ルーの作品が登場。一部特別提供品も取り
揃えてご紹介いたします。

〈ミスティ〉
■本館2階 婦人アクセサリー ■本館2階 婦人靴

〈コンフォートクリニック〉
足と靴のお悩み相談会
■5月18日（金）620日（日）

■本館2階 婦人靴※最終日は午後6時閉場

〈SY32〉フェア
■5月16日（水）629日（火）

■新館6階 デニムセレクト フォーメン
※最終日は午後5時閉場

〈オジコ〉リバーシTシャツ
・こども用（75～155㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,672円から
・メンズ・レディース（M・L）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円

白黒の駒に合わせて模様が反転したパンダの
イラストがユニークな一枚。

〈オジコ〉
■5月16日（水）629日（火）

■本館5階 特設会場※最終日は午後5時閉場

〈リネンラヴィ〉 
①ロングチーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円
②ハンカチーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

吸水・速乾性に優れ、使うほどに柔らかくな
じむリネン。UVカット加工のロングチーフとノン
アイロンのハンカチーフをご紹介いたします。

〈ヒロフ〉カプリサンダル・・・・・・・・・・・・各45,360円

シルクのような光沢のあるソフトバケッタレザー
で作ったリゾート感覚あふれるサンダルを多彩
に取り揃えました。

〈リネンラヴィ〉
■本館2階 婦人洋品
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② 〈SY32〉
①キャップ
（フリーサイズ）5,940円 
②「SWEET YEARS」
コラボTシャツ
（XS・S・M・L）6,480円

イタリアの世界的
  なサッカー選手
         ヴィエリと
   マルディーニの
アイデアによって
誕生したブランド
が初登場。

〈満願堂〉
■5月16日（水）622日（火）
■新館地下1階 プラザＢ１

※最終日は午後7時閉場

〈満願堂〉芋きん（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129円

厳選した上質のさつまいもを使用し、ひとつ
ひとつ手際よく仕上げる下町浅草の名物です。

期間限定ショップ

6〈ダディ オ ダディ〉
・Ｔシャツ（80～150㎝）3,564円
・パンツ（80～150㎝）・・・5,292円
■本館5階 ベビー・こども服

4〈アガタ パリ〉
ピアス・・・・・・・・・・・・・・・24,840円
■本館2階 
婦人アクセサリー

4〈パンドラ〉
①リング・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
②バングル・・・・・・・・22,680円
■本館2階 
婦人アクセサリー

〈エスティ ローダー〉
①ピュア カラー エンヴィ 
シャドウペイント（全6色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,780円 
②ピュア カラー エンヴィ 
ペイント オン リクイッド リップ
カラー（全18色）・・・各4,320円 
■本館1階 化粧品  

4〈アンタイトル〉ワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
　　　■新館3階 
　　キャリアキャラクターズ

6〈ｗｂ〉・ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円
■本館3階 プレタポルテ

「婦人服お買上げプレゼント」
5月16日（水）から本館3・4階、新館1～4階 婦人服
売場で1回のお買上げ21,600円以上のお客様、
先着700名様に、本館地下1階〈サンフレッシュ〉の
「ジュースお引換券」を差しあげます。  

 〈シビラ〉ワンピース
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52,920円

〈ヤヌーク〉・シャツ20,520円
・Tシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
・ワイドパンツ・・・・・・・・・・27,000円

〈ヤヌーク〉サマーフェア
■5月16日（水）629日（火） 
■新館4階 〈ジーンズショップ〉

〈シビラ〉フェア
■5月16日（水）622日（火） 
■本館3階 特設会場
　※最終日は午後５時閉場

〈23区〉・ブラウス・・・・・・・・・24,840円
・パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

〈パラスパレス〉
チュニック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
■本館4階 ミセスエレガンス

〈２３区〉×〈リべコ〉
スペシャルショップ
■5月16日（水）629日（火） 
■新館3階 特設会場
※最終日は午後５時閉場

4〈スウィートルーム／ジェラート ピケ〉
オールインワン各7,128円
■新館2階 ヤングセレクション
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②
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デザイナー穂積かおる
さんによる帽子ブランド
を期間限定でご紹介
いたします。

■5月16日（水）622日（火） 
■本館2階 スペース2
※最終日は午後５時閉場

〈デコレーションデザイア〉

■5月16日（水）629日（火） 
■本館2階 婦人アクセサリー
　特設会場※最終日は午後５時閉場

〈スチームクリーム〉

■5月16日（水）622日（火） 
■本館4階 特設会場
※最終日は午後５時閉場

〈スポーティフ〉

6〈スチームクリーム〉
ハッカ＆アロエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円《数量限定》

6〈デコレーション
デザイア〉婦人帽子
①19,440円
②16,200円

ハッカの香りが清涼感をアップ
する全身用保湿クリームです。

シワになりにくく1枚で着ても
透けず、お洗濯ＯＫのベスト
セラー素材。ノーアイロンで
旅行にも最適です。
6〈スポーティフ〉
ノースリーブロングワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,064円
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プレゼント                 期間中、コラボアイテムを16,200円
以上お買上げのお客様にオリジナルチャームを
差しあげます。無くなり次第終了とさせていただきます。

はじける夏のキッズウェア。

4〈トッカ〉キティコラボワンピース
（80～160㎝）・・・・・・・・・・・28,080円から

〈トッカ〉
Meets Hello Kitty Fair
■5月20日（日）まで 
■本館5階 ベビー・こども服

ⓒ1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S584851

爽やかな風が誘う
夏がやって来る。

天然帽子（ラフィア100％）14,040円
■本館2階 婦人洋品

②

①

6①〈キスコ〉
スニーカー（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
②〈イング〉
スニーカー（S・M・L）・・・・・・15,120円
■本館2階 婦人靴

ストール16,200円
■本館2階 婦人洋品

〈築地 中島水産〉旬の魚お造り
■本館地下1階 鮮魚

4〈RF1〉ズッキーニと茄子の
イタリアンサラダ（100ｇ）453円
■本館地下1階 惣菜

6〈Be!サンドイッチ〉
夏野菜サンド（1個）・・・・・・・・・・・・430円
■本館地下1階 野菜・果物

6〈あさ開〉純米酒 冷奨 豊潤旨口（720㎖）1,153円
■新館地下1階 和洋酒

夏を告げる美味を愉しむ。
※ご予算に応じて各種お造りを承ります、
売場係員までお気軽におたずねください。

浜松注染
オリジナル扇子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円
　■本館2階 
　　婦人洋品

初夏の婦人服・
雑貨おしゃれ市
■　　5月17日（木）621日（月）
■本館8階 催会場
あす

爽やかな初夏のファッションをお買得価格で！

※各日午前10時6午後6時30分、
最終日は午後5時閉場

・婦人ブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円
・ガウチョパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
・ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

婦人メッシュバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,504円

婦人カジュアルシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円から

6〈ヴァンドームブティック〉
①ネックレス各14,040円
②ネックレス2本セット
・・・・・・・・16,200円《数量限定》
■本館2階 婦人アクセサリー

※写真はイメージです。

本館8階 催のご案内

①

③

〈マッキントッシュ
フィロソフィー〉
トロッターシリーズ
①半袖シャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
②洗えるネクタイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
③パンツ・・・・・17,280円
■本館6階 
メンズカジュアル

〈リーガル〉ゴアテックス
ビジネスシューズ
（23.5～27.0㎝）・・・23,760円
■本館6階 紳士靴

②
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〈ヤヌーク〉
①綿麻半袖シャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
②綿麻ストレッチホワイト
デニム・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円
③〈アイランドスリッパ〉
レザースリッパ・・・15,984円
■新館6階 
デニムセレクト フォーメン
④〈ペッレモルビダ〉
リネントートバッグ38,880円
■本館6階 紳士洋品

機能をまとう快適さを追求
したクールビズ。

太陽の下、リゾート気分で
大人サーフな休日を。

※写真はイメージです。

〈ヒロフ〉カプリサンダル

③




