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※営業時間については変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　
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■１１月２3日（水・祝）6２9日（火） 
■本館地下1階 生鮮各売場 

【生鮮】
お買得市

美味しい・うれしい「お得」がいっぱい！ 4〈築地 
中島水産〉
上にぎり鮨
（9貫）1,080円
《各日50点限り、
お一人様2点限り》

●〈柿安本店〉鹿児島XX豚小間切れ
（鹿児島県産・100ｇ当たり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円
●〈築地 中島水産〉とらふぐ刺身
（養殖・1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

●〈柿安本店〉黒毛和牛サーロイン
ステーキ（国内産・150g、1枚）・・・・・・・1,129円
《50枚限り》

◉このほかにも毎日お買得品をご用意しております。

日替り提供品

23日
（水・祝）

27日
（日）

●〈柿安本店〉松阪牛万能切り落とし
（三重県産・300g）・・・・・・・・1,500円《50点限り》

26日
（土）

❶商品を選択します ❷クレジットカードで事前にお支払い ❸本館8階 催会場　
　 にてお受取り

▶ご注文は右記から！
※一部対応していない機種・アプリがございます。

ネットエンデパ

〈プーマキッズ〉（130～160㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,000円《3～8点限り》
〈ボーネルンド〉（ベビー、トドラー、ファミリー）各5,500円《5～10点限り》

〈OXO〉×〈グリーンパン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円《 4点限り》
〈ラッセルホブス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 6点限り》
〈フィスラー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《22点限り》
〈ビタクラフト〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《15点限り》
〈WMF〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 3点限り》
〈ティファール〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《10点限り》
〈ティファール〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《20点限り》
〈日本橋木屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
〈日本橋木屋〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円《 5点限り》
〈ツヴィリング〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 5点限り》
〈京セラ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 5点限り》
〈ヘレンド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《 5点限り》
〈ジノリ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《15点限り》
〈ナルミ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《20点限り》
〈ノリタケ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
〈ハリオ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円《20点限り》
〈リーデル〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《 5点限り》
〈西川〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《20点限り》
〈ムアツ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《 3点限り》
〈ウンガロ〉タオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円《15点限り》
キャラクタータオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円《20点限り》
国産タオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《15点限り》
国産タオル（フェイスタオル10枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,750円《50点限り》
トイレタリー（3点セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《15点限り》
スリッパ（5足セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円《30点限り》

〈スチームクリーム〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,520円《20点限り》
〈サボン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,100円《120点限り》
〈ジョンマスターオーガニック〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円《40点限り》

〈資生堂パーラー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《200点限り》
〈春華堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円《25点限り》
〈フォションブティック〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《10点限り》
〈ゴディバ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円《200点限り》
〈ゴディバ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円《10点限り》
〈モロゾフ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《300点限り》
〈チーズピゲ〉焼菓子バーレルBOXセット  4,191円《50点限り》
〈ゴンチャロフ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《210点限り》
〈ブールミッシュ〉福BOX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《276点限り》
〈メリーチョコレート〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《256点限り》
〈セゾンドセツコ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円《120点限り》
〈竹茗堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《40点限り》
〈小山園〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《20点限り》
〈キャピタルコーヒー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円《200点限り》
〈プログレ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円《40点限り》
〈プログレ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《10点限り》
〈山田屋まんじゅう〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円《100点限り》
〈蕪村菴〉お福分け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,566円《400点限り》
〈式部郷〉慶福・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円《200点限り》
〈山本海苔店〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《30点限り》
〈プレスバターサンド〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円《48点限り》
プレミアム焼酎入りセット（720～900㎖×6本）・・・8,000円《18点限り》
日本酒2本セット（720㎖×2本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円《24点限り》

食料品

こども服・おもちゃリビング

リビング

化粧品

〈ぬくもり工房〉(遠州綿紬）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《 6点限り》
〈ぬくもり工房〉（スリッパ新年特別セット）・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円《20点限り》
〈ルルド〉（フリーサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
〈セレブ〉（M・Lサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,000円《各10点限り》
〈ベラ〉（フリーサイズ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《20点限り》
〈プーマライフスタイル〉レディース（M・Lサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,000円《各10点限り》
婦人靴下5点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円《50点限り》
ハンカチ・雑貨セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円《50点限り》

婦人服・婦人雑貨

〈プーマライフスタイル〉メンズ（M・L・XLサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各11,000円《10～20点限り》
〈コムサメン〉ボクサーパンツ3点セット（M・Lサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,300円《各20点限り》
〈ハッシュパピー〉A（M～LLサイズ）・・・・・・・・・・・・・各11,000円《4～9点限り》
〈ハッシュパピー〉B（M～LLサイズ）・・・・・・・・・・・・・各11,000円《4～5点限り》

紳士服・紳士雑貨

２０２３年の福袋の全アイテム情報は特設サイトをチェック！

〈築地 中島水産〉〈柿安本店〉〈鶏三和〉〈サンフレッシュ〉

ご注文
方 法

で年内予約・事前決済！ 〈お渡し期間〉

〈お渡し場所〉

2月月・3火

本館8階
催会場

2023年1月

各日午前10時6午後6時
振休

きょう１１/２3水　午前10時予約販売スタート！
※店頭受取のみとなります。 ※お支払いはクレジットカードによる事前決済のみとさせていただきます。

◉ご予約は11/23水   612/19月

・大トロ（1柵）2,500円
・中トロ（1柵）2,300円
・赤身（1柵）     2,000円

26日（土）1日限り
【午後3時から】

〈築地 中島水産〉
国産本マグロ
解体セール

※特典分のポイント（4倍分）は2023年１月末までに自動加算。※ゲスト購入除く。

リブロースすき焼き用
（滋賀県産・100g当たり）
・・・・・・・・・・・・・・1,980円

〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円《10点限り》
〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円《10点限り》

〈柿安本店〉近江牛お買得特集

えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉による
お支払いで、えんてつポイントを通常の5倍進呈！

レジ待ち不要で、お持ち帰り！

11月23日（水・祝）
625日（金）限り



※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理･盛り付けの一例です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始が遅れたり、販売を中止する場合がございます。

期間
限定

催 
事

①ワッチキャップフォーム・・・・・・・・・・・・41,580円
②ティアドロップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,380円
③カサブランカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,780円
※オーダーからお渡しまで約3週間頂戴いたします。

木型制作から帽子完成までのすべての工程
を1人で行う世界でも数少ない帽子ブランド。 先進のEMSトレーニングを自宅で楽しめる

〈シックスパッド〉。会場では「パワースーツ
コアベルト」など、人気のトレーニング・ギア
をご体験いただけます。※EMSとは、電気刺激に
よって筋肉をトレーニングするテクノロジー。

期間
限定

ショ
ップ

栗三秋（茨城栗プリン・熊本栗クリーム・愛媛栗ムース）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円《各日10セット限り》

産地の異なる栗三種の風味を引き立たせ
る絞りでモンブランに。それぞれのアクセン
トとなるトッピングもご用意しました。

〈シックスパッド〉
期間限定体験販売会期間

限定

ショ
ップ

■　　 11月30日（水）612月6日（火）
■本館３階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

〈ワビサビズム〉
■11月23日（水・祝）629日（火）

■本館2階 スペース２※最終日は午後5時閉場

■11月23日（水・祝）612月6日（火）
■本館地下1階 　　〈おいしさGarden〉
※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。
※写真は調理・盛り付けの一例です。

※京都府産以外の原材料を使用している商品もございます。

まざあぐうす
6京のふんわり
クリームシフォン
（フルーツ）（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

●京都717まめとしょうがのすぅぷ ●村上重本店しば漬 ●佐近京の味がさね 
●賀茂とうふ 近喜青碧（あお）豆腐 ●くらま辻井うなぎ山椒煮
●味工房 志野ゆずとすだちとだいだいのぽん酢

①

②

③

予告

〈レディスアデランス〉
ウィッグフェア

■　　 12月5日（月）69日（金）
■本館7階 プレミアムステージ

※最終日は午後5時閉場

〈栗りん〉
モンブラン食べ比べセット

■本館地下1階 〈栗りん〉予告

2in1のスクラブ
洗顔「フェイスポ
リッシャー」に男
性用が登場。簡
単ステップで角
質ケアと深剃り
が叶います。

男性特有の肌悩みにアプローチするメンズ
スキンケアを体感できるキットです。

大切な人に、
心が伝わる贈りものを。

えんてつクリスマス ■12月25日（日）まで ■各階で開催

〈サボン〉フェイス
ポリッシャー 
ジェントルマン
（150㎖）3,960円
■新館1階

〈生活の木〉
冬季限定
ウィンターシトラス
①シアバターボディ
ミルク シトラス（200㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・2,420円
②シアバターハンド
クリーム シトラス
・（20g）・・・・・1,100円
・（60g）・・・・・2,200円
■本館7階 生活の木

〈フォッシル〉ペアウォッチ
・メンズ23,650円・レディス14,300円
■本館2階 タイム プラス スタイル

①〈フェリーチェ・
レガーロ〉ストール
（約70×190㎝）
・・・・・・・・17,600円
②〈フルラ〉
ストール（約50×190㎝）
・・・・・・・・26,400円
■本館2階 
婦人洋品

■11月30日（水）612月12日（月）
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

■11月30日（水）612月6日（火）

※一部対応していない機種・アプリ
がございます。

〈河合楽器〉グランド
ピアノ ナチュラル
（本体サイズ〈脚付き・蓋閉じ
状態〉/42.5×45×高さ20.5㎝、
鍵盤数/32鍵〈F5～C8〉）
・・・・・・・・・・・・・・・25,300円

〈シャオール〉わっかミラー
（約13×2.5×高さ15㎝、22g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,650円

特集ページはこちらから!

好奇心旺盛な赤ちゃんの
ためにつくられた布製の
ソフトミラー。ミラーに映
るものを見ることは、創造
力を育み、自己への認識
のきっかけを作ります。

飽きのこないクラシカルなデザイン。
大切な人と同じ時を刻んで。

〈THREE〉THREE
フォー・メン ジェントリング
トライアルキット（THREE 
フォー・メン ジェントリング/
ローション〈化粧水〉30㎖、
フォーム〈洗顔料〉30g、
エマルジョン〈乳液〉28㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・4,730円
■新館1階

① ②

①
②

12.26月まで
■本館8階 催会場※各日午前10時6午後6時

北欧デンマーク発のファンライフスタイル雑貨ストア！
浜 松
初登場！

〈フライング タイガー コペンハーゲン〉
期間限定ショップ

イベント
スペース

晩秋の京都から、美味を取り揃え開催する２週間。2週
開催！

京だんご藤菜美
①わらび餅３色詰合せ（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,250円 
②京だんご詰合せ（10本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,050円

【2週目】11月30日（水）612月6日（火）※各日午前１０時6午後７時、　最終日は午後6時閉場【1週目】11月23日（水・祝）629日（火）※各日午前１０時6午後７時、　11月29日（火）は午後6時閉場

阿闍梨餅（1袋、5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・702円
《各日160セット限り》

満月 阿闍梨餅

京料理 井筒
4祇園鯖寿司
（1人前、6切）1,998円

京都ヴェネト
4京都宇治抹茶生チーズケーキ 
ジェミニ（1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

京都宇治抹茶の香りを活かし数種
類のクリームチーズをブレンド、濃い
抹茶の苦味を感じるチーズケーキ。

さいき家 牡蠣・穴子だし巻弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

中国料理 東東来
九条ねぎと牛すじ煮込み
（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

2週間
出店

2週間
出店

2週間
出店

新登場

新登場

イノダコーヒ
6抹茶と栗の

モンブラン（1カット）
・・・・・・・・・・・・・・・590円

期間限定ネット販売

※一部対応していない機種・アプリがございます。
▶ネット注文はこちら！

①
②

オーダーメイド・
ウィッグを中心に
豊富にご紹介。
押すだけでピタッ
と止まる“スマート
タッチ”もお試し
いただけます。

●とり山卯吉鶏の黒酢南蛮九条ねぎ和え
●井筒八ッ橋本舗八ツ橋・夕子 秋の四味 ●湯葉弥くみあげ湯葉

●くらま辻井・庄左衛門豚角煮（京山椒） ●ごまの専門店 ふかほり金つきたてごま
●丹波園丹波の雫（大納言） ●華ぜる玉子カツサンド ●ぴょんぴょん堂ポチ袋（うさぎ）

2週間出店

1週目のみ出店

2週目から出店

そ
の
ほ
か
の
出
店
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