
5/ 9 MOTHER’S DAY

HUMPTY DUMPTY ［1F］

FESTINO
フェイシャルモイスト
ナノスチーマー
8,800円（税込）

温かいナノスチームでい
つでも自宅エステができ、
本格的なスキンケアがで
きます。

Lbc with Life ［1F］

キッチンエプロン
2,750円（税込）

母の日にぴったりな華や
かなエプロンです。お手頃
なのでプレゼントの＋1点
アイテムにも。

KEYUCA ［1F］

[日本製]
J本革ワンハンドルトート
SS花レース刺子BE
4,389円（税込）

ちょっとしたお出かけに
ちょうど良いミニサイズ。
内側には1つポケットがつ
いています。

B-DESIGN ［1F］

じぶんまくら　
レギュラー
27,500円（税込）

がんばっているお母さんへ
快適な眠りをプレゼント。
全国145店舗でメンテナン
ス可能です。

インナチュラル ［1F］
毎年大人気な定番の赤色！
ボリューム感と力強い深紅
の色合いで感謝の気持ち
を伝えてみませんか？

カーネーション
”グランルージュ”
2,990円（税込）
※数に限りがございます。

Fontana by ensoleille ［1F］
袖口のフレアーとリボンが
チャームポイント！お花柄
が春の彩りと共にお顔に
華やかに映ります。

花柄カットソー
4,290円（税込）

生活の木 ［1F］
ザクロやクコの実のハーブ
ドリンクと水出しで飲める
いちごのハーブティーで、
きれいを応援！

ハーブティー習慣で、
お母さんのキレイを
応援ギフト
3,352円（税込）

ドクターエア ［1F］

マルチソニックウェーブ
BMS-01
19,800円（税込）

振れる。動く。キレイ整う。
頭皮も顔全体もすっきり
心地よく。

BAKE CHEESE TART ［1F］

チーズテリーヌ
2,970円（税込）

ねっとりとした食感で口
いっぱいにチーズとミルク
の風味が広がる贅沢な
一品です。

崎陽軒 ［1F］

母の日弁当
1,250円（税込）

9つの仕切りに3種のご飯
と華やかなおかずを詰め
合わせた、感謝の気持ち
を伝えるお弁当。

KITANO ACE ［1F］
メッセージの詰まったパッ
ケージデザイン。パッケージ
のメッセージが贈り物に
ピッタリです。

ムレスナティー　
キューブボックス各種
778円（税込）

URBAN RESEARCH DOORS ［2F］
手提げでも、肩がけでも
合わせられる2wayバッグ。
見た目以上の収納力が魅
力です。

2wayスクエア
ショルダーバッグ
12,100円（税込）

ECC外語学院 ［2F］
”英会話を習う”時間を母
子で共有し、一緒に楽しむ
習慣を始めませんか？
初心者大歓迎です！

お昼間限定クラス
『月謝deECC』
9,268円（税込）
※月謝（教材費別）

アルテミス by ダイアナ ［2F］

ソフトな本革を使用した
柔らかな履き心地。吐き口
がVカットの為美脚効果も
狙えます。

スクエアトゥ
バブーシュ風
フラットシューズ
11,000円（税込）

Canal4℃ ［2F］
初夏の恵みの雨、自然美と
きらめきを表現した限定
商品。

アーリーサマー限定
（SVネックレス
PGコーティング2本セット）
限定パッケージ付き
15,400円（税込）

AMPHI FULFRU ［2F］
脇から背中にかけての段
差をスムージング！薄手の
お洋服もキレイに着こな
せます♪

BRAGENIC
スムージングブラ
3,960円（税込）～

透け感のある素材でトレ
ンドっぽく♪ギフト袋とし
てもご使用できるのでプ
レゼントにオススメ☆

オリジナルエコバッグ
1,980円（税込）

And Luna ［2F］

KIO ガラスピアス＆
KIO スワロフスキーピアス
1,100円（税込）

ガラスとは思えない様な
上質な雰囲気にしてくれる
ピアスはいかがでしょうか。

EPOCHGATE ［2F］

プチペン・リング・
イヤリング
1,430円（税込）～

母の日にオススメのプチ
サイズのアクセサリーです。
シンプルなモチーフがと
ても上品な印象に♡

キールズ ［2F］
いつまでも透明感あふれる
若々しい肌に。

キールズ 
透明美白美容液
スターターキット
8,250円（税込）

当施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウイルス感染拡大防止のため様々な取り組みを実施しております。なお、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際
には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。あわせて、お住まいの都道府県の移動に関する最新の方針もご確認ください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。※画像はイメージです。

COLLECTORS ［2F］
ちょこっと使いにぴったりな
小さめのエコバッグ。荷物
の少ない日にばっちりです。
カラーも豊富！

nahe ショッパーS
(エコバッグ)
935円（税込）

サマンサ ベガ ［2F］
瑞々しいハリ感やふっくら
感を感じる手肌に整えて
くれる。ヒアルロン酸Na、
シアバター配合。

SAMANTHAVEGA
ハンドクリーム
1,650円（税込）

Style Factory ［2F］
日頃の感謝を込めて、料理
が楽しく楽になるフライパン
セットはいかがですか。

取っ手が外せる
ストーンマーブル
フライパン・鍋
5点セット
4,980円（税込）

スノーピーク ［2F］
手になじむ形状で、フタの
開閉をスムーズに。保温・
保冷効力は6時間。

ステンレス真空ボトル 
タイプT350
7,128円（税込）

スワロフスキー ［2F］

ETERNAL FLOWER
(エターナルフラワー)
21,890円（税込）

繊細なディテールとクラ
シックなスタイルが魅力の
デイジーのペンダントは
母の日に最適です。

grit AVEDA ［2F］
クッションが気持ちいい
大人気のマッサージブラシ
です。プレゼントにも最適
です！！

パドルブラシ
3,740円（税込）

ミニパドルブラシ
3,300円（税込）

靴下屋 ［2F］

ゴム口ソフト
お花フロート
ショートソックス
770円（税込）

合わせやすいデザインと
優しい履き心地で、母の日
のギフトにオススメです。

フルーツギャザリング ［2F］

心洗われるような清らか
なグリーンティーの香り。
人気商品が限定のキット
になって登場です。

ボディケアギフト
ブリスフル・グリーン
3,850円（税込）

マークスアンドウェブ ［2F］
浸透性のよさにこだわった
顔用の美容オイル。ダマス
クローズ精油の優雅な花
の香りです。

バランシング
フェイスオイル30ml 
ダマスクローズ
2,200円（税込）

coen ［3F］
キャンバス地を使用した
スリッポンタイプのスニー
カー。紐がないため楽に
脱ぎ履きできます！

キャンバススリッポン
3,190円（税込）

OPAQUE.CLIP ［3F］

クロススリッパ
4,389円（税込）

クロスデザインのフラット
サンダル。カジュアルにな
りすぎずキレイ目に着用し
ていただけます。

オーガニックオイル
1,980円（税込）

オーガニックスキン＆ヘア
オイル。べたつきすぎない
サラッととした肌なじみの
良いオイルです。

WA ORiental TRaffic ［3F］
艶を抑えたスムース素材
で季節問わず使える1足。
スクエアトゥで大人フェミ
ニンな仕上がりに。

スクエアトゥ
バレエシューズ
5,500円（税込）

Local Brand ［3F］

太陽の様な
笑顔のお母さんへ
ぴったりな贈物
「ナナラペンダント」
12,100円（税込）

「あなたを幸福にする」と
いう意味がある手彫りが
美しいシルバーのひまわり
モチーフペンダント。

ensoleille ［3F］
2種類のストライプ柄を合
わせ、少し広げた裾と少し
のふんわり袖。涼しさと着
心地をお母様に！

綿麻混 
ストライプブラウス
17,380円（税込）

fitfit ［3F］
柔らかくて歩きやすい
ウェッジシューズ。ナチュラル
でキラキラしたニットの素
材感が涼やかです。

フワッポンニット
オープントゥ
8,690円（税込）

DADWAY LIFE DISCOVERY ［3F］
ふっくらやわらかなダブル
ガーゼかるくてシワになり
にくい。同柄の巾着付きで
持ち運びもしやすい。

MOOMIN BABY 
授乳ケープ
4,180円（税込）

コムサスタイル ［4F］

リネンニット
4,900円（税込）

リネンカーディガン
各6,400円（税込）

通気性に優れ、さらりと
快適なリネンニット。ゆと
りあるシルエットで、リラッ
クス感も演出。

眼鏡市場 ［4F］
サングラスでUVも花粉も
飛沫も防ぎましょう。ラッピ
ングもできます。

母の日に
サングラスをプレゼント
1,980円（税込）～

LIME.INC ［4F］
綿100％の優しい肌触り。
柄も豊富、サイズも３サイズ
とプレゼントにピッタリです。

オリジナル
コットンマスク
770円（税込）


