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第２弾
４/２３ （金）～５/５ （水･祝）
■１階婦人服飾雑貨

■６階家庭用品

綿１００％で柔らかく肌触りが
良いため、
肌の弱い方にも安心です。
ＵＶ加工が施されているので
これからの日よけ対策にも
活躍します。

ドット柄がリズミカルなシビラの
今季の新作です。
薄手のポリエステルサッカー
生地を使用しているため、
シワになりづらく、
洗濯後のケアも簡単です。

ロングハンカチ
綿 100％･日本製

[税込]１,９８０円

〈シビラ〉 エプロン
ポリエステル 97％･
ポリウレタン 3％

親骨を折らずに開ける
らくらく開閉傘。
開いた時の形が綺麗です。

母の日ギフト５,５００円 [税込] 以上
お買上げの場合

折りたたみ
晴雨兼用傘

全国送料無料

親骨の長さ：50cm

※一部離島など除外地域がございます。

[税込]５,５００円
ピンクの花とリボンが華やかに輝くブーケが、
あなたのシーンを彩ります。
母の日や大切な方へのギフトとして
最適なデザインです。

スチームクリーム 限定缶
LE BOUQUET DE BONHEUR
75ｇ

[税込]１,８４８円

■１階化粧品

■２階バレニー

〈ジェラートピケ〉 ルームウエア
カップ付き、 裏地付きの
着心地良いワンピースとサッと羽織れる
ロング丈カーディガンです。

レミパンプラス発売５周年を記念して新色 「イエロー」 が登場。
キッチンを華やかな印象にするカラーは、
料理する気分も盛り上げてくれます。

半袖ワンピース
Ｍ〜Ｌ

レミパンプラス
■６階食器

ロングカーディガン

SHISEIDO が２６年かけて開発した
薬用美白美容液。
紫外線が強くなる季節に向けて
たっぷり使えるラージサイズ。

[税込]７,７００円

本物の花を押し花にしたガラスの
フラワーベース。
押し花の退色を防ぐ特殊な加工を施し、
自然の花の美しさをそのまま
フラワーベースの中に閉じ込めました。

■２階ワコール

〈SHISEIDO〉 ホワイトルーセント
イルミネーティング マイクロ S セラム
ラージサイズ

高さ 12× 横 7× 奥行 4cm

[税込]２,７５０円

※写真は一例です。

バルーン袖が
可愛いデザインの
コットン１００％
７分袖ナイティです。

コスメデコルテが誇る、
美白美容液成分 ・ コウジ酸配合。
成分を肌の奥まで瞬時に
届けるストレッチ性 × 密着性の
着圧２層シートマスク。

〈コスメデコルテ〉
ホワイトロジスト
ブライトニングマスク

〈マタノアツコ〉 ナイティ
Ｍ〜Ｌ

■３階エムニプラス

（医薬部外品）17.5ml×６枚入

[税込]１１,０００円

２

４/３０ （金）限り

■

押し花 フラワーベース

[税込]１６,５００円

（医薬部外品）50ml

[税込]１３,２００円

限定カラー : イエロー

[税込]７,９２０円

Ｍ〜Ｌ

化粧品

[税込]５,５００円

■６階寝具
体のプロと眠りのプロがつくった
医師がすすめる健康枕。

[税込]１３,２００円 もっと肩楽寝
[税込]５,５００円
ヘンプは、 地球に優しい持続可能な資源 「麻」 の一種です。
ヘンプとオーガニックコットンを使用した２重織のガーゼケット。
軽くサラッとした感触で通気性にも優れた１枚です。

軽くて持ちやすく、 雨にも強いのが
特徴です。 アレンジフラワーを
添えて、 プレゼントにおススメです。

〈フィオリ〉 ネオバッグ
[税込]３,０８０円

〈フィオリ〉 ボトルケース
[税込]１,９８０円

〈フィオリ〉 アレンジフラワー

[税込]３,３００円

〈昭和西川〉
エシカルウエア
ヘンプ混ガーゼケット
日本製、140×190cm

[税込]１３,２００円

第２弾

４/２３ （金）～５/５ （水･祝）
■ ４階アウトドアセレクトショップ

■ ４階アウトドアセレクトショップ

■５階子供用品

ワンタッチで簡単に設営できるサンシェード。
ピクニックや野外イベントなどに
快適に楽しめます。

〈ＣＨＵＭＳ〉
ポップアップ
サンシェード
二人用
[税込]６,３８０円

アウトドアからスポーツ、
ソロキャンプまで幅広く対応。
保冷力もバツグンです。

ファミリーキャンプに
ちょうど良いサイズ。
たき火やＢＢＱなど
手軽に楽しめます。

〈ＳＴＡＮＬＥＹ〉
クーラーボックス
6.6Ｌ
15.1Ｌ

〈ＵＮＩＦＬＡＭＥ〉
ファイアグリル

[税込]８,８００円
[税込]１２,９８０円

[税込]７,５００円

サンプロテクション機能と吸水
速乾機能を備えた、 キッズ用
グラフィック T シャツ

繊維に虫を寄せ付けにくい特殊加工を
施した素材 “スコーロン” を使用。
吸汗速乾 ・ UV カットにも優れた１枚です。

〈コロンビア〉
〈Foxfire〉 フルジップパーカー グリズリーグローブショート
メンズ M・L・XL [税込]１０,７８０円 スリーブグラフィック T シャツ
110cm 〜 140cm
レディス M・L・XL
[税込]１３,２００円

①

[税込]２,２００円

②

③

④

① 5/3 ㊊㊗より発売 ③ 5/9㊐限定
〈文明堂〉 母の日
カステラ 特１号

ダークチョコレートを溶かした
バームクーヘン生地を焼き上げ、
ミルクチョココーチング。

【10 個限定】

[税込]１,６２０円

期間限定のチョコレートと花々を
デザインした扇子のセット。

4/23㊎より発売
※写真はイメージです。

〈ゴディバ〉
〈ゴディバ〉 マザーズデー
母の日お祝いメッセージ入り スペシャル ギフトセット
チョコレート８粒・扇子（ケース付）
内容･価格等のご要望に応じて バームクーヘン オ ショコラ

フルーツギフト

１個

詰合せいたします。

着物地
おしゃれ服フェア
◆ 開催中〜

4/26（月）まで

※最終日午後４時閉場

◆1

階 下りエスカレーター前

久留米絣や紬などの
こだわりの着物地で
おしゃれに仕立てた
創作ウエアをご紹介
いたします。

[税込]４,５３６円

[税込]４,７３０円

〈ミーニャキラキラ〉婦人服
お買得セール 70 〜 50％OFF
◆ 4/27（火）〜

5/3（月･祝）

※最終日午後４時閉場

◆1

階 下りエスカレーター前

㋱ [ 税込]１４,３００円の品

[税込]５,５００円

[税込]９,９００円

4/25（日）まで

※最終日午後４時閉場

◆ ５階 美術工芸サロン

半島陶磁器が持つ技を
現代に継承する
日韓作家らの作品を
展観いたします。

申 明浩 （ｼﾝ ﾐｮﾝﾎ）作
三島魚紋瓶

オーダーメイド
ララちゃんランドセル
◆ 開催中
◆ ５階 ランドセル売場

郷 土 作 家展

◆ 4/27（火）〜

5/9（日）

※最終日午後４時閉場

◆ ５階 美術工芸サロン

郷土作家の
心意気溢れる
作品を
展示即売
いたします。

渡辺貞一
３号
夕景

◆ 4/24（土）〜

5/11（火）

◆ ６階 寝具特設会場

お肌に心地よい
リラクシングウエア

１ホール

[税込]１,６２０円

紅玉リンゴを丸ごと搾った果汁を
使用した甘酸っぱさとさわやかな
香りが特徴のスパークリング
ワインです。

④ 〈ニッカ〉 シードル紅玉りんご
720ml・１本
[税込]１,０８０円

婦人服地バーゲン
◆ 4/23（金）〜

4/27（火）

※最終日午後４時閉場

◆6

階 催事場

国産から海外まで !
生地のほか糸など
驚きの価格で
取り揃えました。
同時開催

早期割引価格
6/30（水）まで [税込]６３,８００円

㋱ [ 税込]２７,５００円の品

◆ 開催中〜

[税込]１,２９６円

通常価格
[ 税込]７９,２００円のところ

ジャケット

現代高麗･李朝作陶展

１ホール

ララちゃん
オーダー
ランドセル

星型プルオーバー

日本のやきもの その源流

② 5/8 ㊏･9㊐限定
〈モロゾフ〉
マザーズデー
マスカルポーネ
チーズケーキ

〈モロゾフ〉 マザーズデー
グルノーブル

ミシン展示販売会

春の一坪ショップ
◆ 4/29（木）〜

5/5（水･祝）

※最終日午後４時閉場

◆ ６階 催事場
・ 〈八戸市〉ＲＡＬＩＡ パールアクセサリー
・ 〈平川市〉 がばん屋 レザー
・ 〈むつ市〉 iolite-DECO スワロフスキー

クリスタルのデコアクセサリー

・ 〈青森市〉 リネン雑貨オーデニール
リネン製品 ・ レジンアクセサリー

・ 〈八戸市〉 スパイラルアンテナ
ワイヤーアート 5/3･4 出店

・ 〈青森市〉 インティモ
ビーズ ・ 天然石アクセサリー 5/2 ～ 4 休み

〈一例〉
マショマロガーゼ
カラーレディスパジャマ

・ 〈青森市〉 ねんどのおはなやさん

[税込]１９,８００円

・ 〈青森市〉 メディカルカイロオフィス
流氣麗 ヘルスケア 4/30 休み

※写真はイメージです。

クレイクラフト 5/2 休み

6

30 分

