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日本茶2種「萌黄」・・・・・・・2,900円
ルピシア（1F）

抹茶入りの玄米茶と、春らしい爽やかな香りにほんのり重なる
バニラのような甘い香りが特徴の日本新茶を詰め合わせました。　

クネ カヴァ・ブリュット・・・・・・・・・1,499円
KITANO ACE（1F）

女性のみが審査するサクラアワードにて、2020年ゴールド受賞。どんな
料理にも合わせやすい、クセが無く飲みやすいスパークリングです。 麻ストールマスク

・・・・・・・・2,860円

東急ハンズ（1F）

カルディコーヒーファーム（1F）

カーミエン ルイボスティー
フローラルベリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・861円
ルイボスティーにローズ、矢車菊などの花弁、ハニーブッシュ、ローズヒップ、
ラベンダー等のハーブをブレンド、ベリー系の香料も加えほんのり甘く、
酸味が効いた華やかな味わい。

イタリア サンパトリャーノ
アウレンテ・ロッソ・・・・・・・・・・・・・・・・1,431円
ほのかにバラとブラックチェリーの香り、レッドペッパーや赤いキャンディ
のニュアンス。優しくやわらかな口当たりで、豊かな果実味とまろやかな
タンニン。エレガントな赤ワインです。

植物の美しさを引き出す、月のように輝くフラワーベースです。
静かに輝く真鍮のプレートと、ガラスの器を組み合わせた一輪
挿しのLUNAベース。プレートは植物の葉をサポートする形状で、
一輪挿しや多肉植物の水耕栽培も安定して生けられます。

ポケッタブルペーパー3帽子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,050円
シェルシリーズ ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,080円
ストライプ 日傘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,000円

ドゥ・セー（1F）

これからの季節に活躍する服飾アイテムを集めました！さわやかなブルーの色味の日傘と帽子、シェル素材の
涼しげなアクセサリーは普段使いもしやすいです。日頃の感謝の気持ちを可愛い雑貨と一緒に贈りませんか？

カナナプロジェクト フリーウェイリュック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円

エース（3F）

普段使いしやすいカジュアルテイストの多機能バッグ。ポケットが
たくさんあり、セキュリティロック機能も付いています！

クールラッシュガードアームカバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円

PLAZA（1F）

着けた瞬間、ひんやりクールなアームカバー。吸水性速乾性
も抜群！ 快適な付け心地でアウトドアに最適です！

バイカラートートバッグ・・・・・・・・・5,280円
&シュエット ギャラリー（1F）

シンプルで、たっぷり入る舟形のトートバッグ♪ 軽量で使いやすいバッグです！

Style プレミアムDX
・・・・・・・・・・・・・37,180円

Style（1F）

座るだけで腰を楽にする、心地よさを追求した
本格姿勢ケア。まるで無重力のような座り心地
を実現し、腰の負担を軽減します。

Hana Loa
フェイスタオル・・・・・・・・・・・1,320円
フワタオルケット・・・・・・・・・3,080円
バニティポーチ・・・・・・・・・・1,980円
クリアトート・・・・・・・・・・・・・・3,080円

BAYFLOW（2F）

ハワイの空気が感じられ南国リゾート気分が味わえるギフトは
母の日にもぴったりです！無料、有料ギフト承ってます。

タオルとマスクのギフトセット・・2,068円
タオル美術館（2F）

レースがポイントのふんわりやわらかいタオルと防御フィルター入りの
ガーゼマスクのセットです。

ルルド ハンドケア ホワイト
・・・・・・・・・・・・・・・11,000円

Francfranc（2F）

母の日におすすめの、指を１本ずつ
包むグローブ型ハンドマッサー
ジャーです。パソコン疲れやスマホ
疲れ、家事疲れに、エアバッグ×ヒー
ターのW効果で気軽にご褒美マッ
サージが楽しめます。

LUNAベース
M（ブラウン・クリア）・・・・・・・・2,530円
L（ブラウン・クリア）・・・・・・・・・2,750円

GEORGE'S（1F）

カーミエン グリーンルイボスティー
オレンジカモミール・・・・・・・・・・・・・・・・・・861円
ほんのりカモミールの優しい味わいと柑橘系の香りがグリーンルイボス
に加わり、ミルクとの相性もぴったり。

森の朝 Rose（2F）

コスメデコルテ アイピーショット アドバンスト マスク
（シワ改善マスク）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12包（24枚） 7,700円
目もと口もと、同時速攻。浸透性ヒアルロン酸配合の業界初のシワ改善マスク。目尻からほうれい線まで
を覆う形状で湧き上がるようなハリ、いきいきとしたツヤをもたらします。※医薬部外品

キャンバストートバッグ・・・・・・・・・・・4,950円
オペーク ドット クリップ（2F）

すっきりとしたキャンバス素材にクロコ調型押しフェイクレザーでアクセントを
つけた扇形の今年らしいデザインのトートバッグ。

UVカットストールとマスクが一体
型になりました。
耳に掛ければマスク代わりに、
耳紐を外せばストールとして使える
便利なアイテムです。

【内訳】メルレット（タオルハンカチ）660円、防御カラーガーゼマスク 1,188円、刺繍代110円、箱代110円

四季友禅マグペア風呂敷付
（マグ×２・木箱×１風呂敷付）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,700円

織部（1F）

とても軽く使いやすいマグペアです。お家時間に花を
添えます。華やかな風呂敷でお包みいたします。

扇形の今年らしいデザインのトートバッグ。

数量限定

その他の母の日オススメ商品はこちら
施設のウェブサイトでも掲載中!

アーリーサマー限定
シルバーネックレスピンクゴールドコーティング
2本セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,400円

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。みずみずしさを感じ
させる石使いのモチーフとシンプルなお花ネックレスの2本セット。

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症拡大防止のため様々な取り組みを実施しております。ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新
の方針をご確認ください。また、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。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。
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