
大人の休日スタイル。

ワイドなボトムにインするだけで大人カレッジコーデ☆

INDIGO URBANITYブルゾン 税込18,144円
ワッフル ロングTシャツ 税込4,212円

中空糸ドロップショルダーコート 税込5,389円

袖フリルブルゾン 税込7,452円
大人も着られる
カレッジTシャツ 税込3,132円
ベルト付き
チノワイドパンツ 税込6,372円
スヌード 税込3,132円
スニーカー 税込5,184円

グレーデニムパンツ 税込14,904円
アダムスジャグラー
［メンズ］  TEL.042-664-85842F

アメリカンホリック
［レディス］  TEL.042-673-35101F

イーストボーイ
［レディス］  TEL.042-664-84652F

アンゴラ混素材の上質な
ウールコートでON、OFFどちらも
コーディネートできます。
チェスターコート
税込32,389円

タカキュー
［メンズ］  TEL.042-668-81802F

蔵之助 KURANOSUKE
［メンズ・レディス・ファッション雑貨］  
TEL.042-673-6525

2F

大人気、LEEの鉄板コーデ。

LEE ロゴプルパーカー 税込8,100円
クライミングスキニーパンツ 税込3,229円
裏天竺MA-1 税込4,309円
LEE 2Wayショルダー 税込3,132円
LEE ローキャップ 税込3,564円

この冬をオシャレ&快適に!!

ショートブーティ 税込5,400円

自宅で洗える高見えニット。

ラメニットプルオーバー 税込2,149円

ギョウザパンツ 税込10,692円

衿ファーダウンベスト 税込10,584円
合皮スウェード切替 税込10,800円
袖ボリュームプルオーバー 税込7,452円

ストーン四角2連アクセサリー 税込2,052円

グランドグローバル
［レディス・メンズ］  TEL.042-673-43441F

グリーンパークストピック
［レディス］  TEL.042-673-28031F

冬のオススメ
あったかコーデ。

ダブルフェイスコーディガン 税込5,389円

あったかニットシリーズオススメです!!

③リブ編ハイネック 税込1,780円

衝撃吸収でたくさん歩いても疲れにくいふかふかのブーツです。

フェイクムートンブーツ 税込各2,484円

HAWKINS HL81010
税込10,692円

1玉を編み進めるだけで、
オシャレなくつ下の出来上がり♪
OPAL
フンデルトヴァッサー
一般価格 税込1,728円
会員価格 税込1,555円

これからの時期にピッタリの
大人気パジャマ入荷しました!!

もこもこパジャマ
税込各1,620円

ショコラのように甘くて
スイートな楽しいデザイン。

ニューマイヤー毛布
税込各5,400円

上記商品お買上げで

芸術の秋にぴったり!! アンディ・ウォーホルヘのリスペクトが詰まったコラボレーションシリーズが登場!!
ポップアーティストして知られるウォーホル氏の人物、作品、背景、歴史、スタイル、思想などが、
さまざまな形でデザインとして表現されています。

I’M ANDY WARHOL（全9型、47種類）税込7,560円～

ドクターシーラボ
エンリッチリフトシャイニーコフレ
税込15,000円

秋冬の定番!! 
大人気のハリスツイード。

金運が溢れると言われる水紋天珠に
天然石を組み合わせた限定ブレスレット。

この時期に大活躍間違いなしのショートブーツ!!
撥水加工＋クッションもフカフカで履き心地抜群です☆
定番モデルから今期トレンドの厚底デザインなど
幅広くご用意しております。

ハリスツイード

③2way ミニショルダー
税込3,888円

②3way トートバッグ
税込5,292円

①2way リュック
税込5,292円

NUOVO

⑤NE80151 サイドカットショートブーツ 6（撥水加工）
税込7,452円カラー：NAVY、  素材：スウェード

①NE80153 ストレッチショートブーツ 6（撥水加工）
税込7,452円カラー：BLACK、  素材：スウェード

②NC80114 ストームレースアップブーツ 9
税込5,940円カラー：LeoPARD、  素材：スウェード

③NC80111 レースアップブーツ 5.5
カラー：REDBROWN 税込6,372円
④NC80113 サイドジップブーツ 6.5

税込6,372円カラー：SAND、  素材：スウェード

胸元にシンプルかつ存在感のある
0.3ctのダイヤモンドを…。

プラチナダイヤモンドネックレス
（0.3ct）
税込53,784円

SEIKO 「LUKIA」
レディダイヤシリーズ 
SSQV040
税込67,392円

HAWKINS HL81009
カラー：S/MARINE

カラー：BROWN 税込10,692円

機能性に優れた商品でつくる
リラクシングビズスタイル。

オンオフ問わずに活躍するアイテムです。

コート 税込30,240円
スーツ 税込30,240円
ワイシャツ 税込4,104円

アメリカ西海岸生まれの
「GOTCHA」ウィンタースタイル。

ポリスウェード中綿ジャケット 税込18,349円

撥水ミドル丈裏ボア
スウェードシューズ 税込9,709円

軽量ウルトラライトダウンコート 税込10,584円

マルチストライプシャツ 税込7,549円
裏起毛ワンウォッシュ
ブラストデニム 税込8,709円

マイクロボア
耳付きパーカー
税込3,024円
マイクロボア
ロングパンツ

Winter
Coordination

Fashion item

Life goods

税込2,700円
接結ドット柄
丸首長袖
税込1,717円
モール
ミックスカラー
くまボーダー
税込378円

ネクタイ 税込4,104円

求心ジャガードニット
プルオーバー 税込3,229円
ストレッチテーパードデニム 税込3,229円
ファーモカシンシューズ 税込5,389円

サマンサモスモス ケイッティオ
［レディス］  TEL.042-673-75761F

スーパースポーツゼビオ
［総合スポーツ］  TEL.042-669-60612F

スーツセレクト
［メンズ・ウィメンズファッション］  TEL.042-669-08211F

リビング ザ ライフ
［メンズ・キッズ］  TEL.042-673-67562F

ティーズコレクション
［レディス］  TEL.042-666-82701F

チュチュアンナ
［ソックス・インナー・ウェア］  
TEL.042-673-6623
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サイズ：M、L

発熱繊維で厳しい寒さもおまかせ♪あったかラインシリーズ♪

フリース足袋 税込3,888円
サイズ：M、Lあったかラインスリップ 税込6,372円

サイズ：M、Lあったかライン肌着 税込4,968円
サイズ：M、Lあったかライン裾除 税込4,104円

HANAGOROMO
［呉服］  TEL.042-673-40882F

ハニーズ
［レディス］  TEL.042-673-68281F

ブランシェス
［キッズ］  TEL.042-673-27672F ABC-MART

［シューズ］  TEL.042-669-50332F

オリンピア 
チョコレートレーベル
［バラエティ雑貨］  TEL.042-673-2627
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キラット
［ジュエリー］  TEL.042-673-42411F

グランサックス
［バッグ］  TEL.042-673-56611F

水紋天珠限定
ブレスレット 税込19,440円

ザ・クロックハウス
［時計］  TEL.042-663-81002F

ザ グリーンターラ
［天然石・アクセサリー］  TEL.042-673-76822F

シャルロット バイ エービーシー・マート
［シューズ］  TEL.042-669-50361F

手芸センター ドリーム
［手芸用品］  TEL.042-673-67912F

ショコリブ＆ピローズbyスリープスクエア
［寝具・雑貨］  TEL.042-661-71771F

ゾフ
［眼鏡］  TEL.042-667-00652Fオリジナルコラボショッパープレゼント※ショッパーの柄はお選びいただけません 

※なくなり次第終了

※写真はイメージです。

※メガネは標準レンズ代込みの価格となります 
※オリジナルケースとメガネ拭きが付属します

11/9（金）～数量限定販売

ドクターシーラボ
［コスメ・健康食品］  TEL.042-668-33771F

楽に可愛くスタイルが決まる!!

きらめきのベールを纏う上品な印象肌へ。

1日使い捨てコンタクト。

2WAY
コンパクトストール 

税込各2,484円

20分間の充電で最長8時間もあたたかさ持続!!

蓄熱式コードレス
エコ湯たんぽ
税込2,678円 デイリーズ トータルワン 税込4,080円

ケース表面のふわふわのタオル生地＋刺繍で
キャラクターを立体表現しました!!

©Disney

iPhone8/7/6S/6用 税込各3,542円

そのまんまスヌーピー。ニット素材もグッド。
スヌーピー ルームソックス
税込648円

ミニプラ
［輸入生活雑貨］  TEL.042-673-67771F

ワンズテラス
［生活雑貨］  TEL.042-673-42051F

ヴィレッジヴァンガードLite
［バラエティ雑貨］  TEL.042-673-22422F

GAIN GARAGE
［携帯アクセサリー］  TEL.042-673-47662F 中央コンタクト

［コンタクトレンズ］  
TEL.042-669-1277
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②ケーブル編プルオーバー 税込1,980円
①ケーブル編カーディガン 税込1,980円

・IN-DP7S6SGRI/MN
・IN-DP7S6SGRI/CD
・IN-DP7S6SGRI/MK
・IN-DP7S6SGRI/PO

高い防水性と
防滑ソールでONと
OFFでも合わせられる1足。

あったか
シューズで
快適な冬を楽しもう!!

THE NORTH FACE 
NF51873 ヌプシブーティ WP6
税込17,280円

（レッド・ネイビー）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。


