
Must Buy Item 
ニューノーマルなこの夏、売れているものはコレ！

まずはニューノーマルなショッピングのルールをチェック！

世界中で新型コロナウイルスの感染が広がる中、
日常生活が制限され、生活が大きく変わった人も多いのでは。

そんな中だからこそ売れ行きが伸びているアイテムを、ケリー編集部がリサーチ！
感染対策にもチカラを入れているららぽーと名古屋みなとアクルスで

withコロナでも上手にお買い物して、賢く生活を楽しもう！

ステイホームでだっておしゃれがしたい。
□オンライン飲みやテレビ会議に映るトップスを新調！
□上質なアクセサリーをオンして、おしゃれさをアップ。
□きちんと感＆リラックス感のバランスを重視。

本当にみんなで行く必要がある？ 出
かける前に一度考えてみて。空いて
いる時間帯を見計らう、会計時のレ
ジは一人で並ぶなど、新しい“買い物
エチケット”を忘れずに。

買い物は少人数、
又は一人で

可能な限り、他の人と約2ｍ距離を
置いてソーシャルディスタンスを心が
けよう。飛沫を防ぐことが感染予防に
繋がります。そして、自ら密閉・密集・
密接の3密を回避することが大切！

NOT密！ 
距離を保つ

マスク着用はマナーから義務へと昇
華。自分の身はもちろんのこと、相手
の身を守るためにも欠かせないアイテ
ムです。マスクの効果を発揮するため
に、正しい着用方法を見直そう。

マスク着用は
絶対のマナー

風合いや発色の良さが魅力。オフショ
ルダーに近いボートネックデザインの
ため、顔周りをすっきり見せてくれる
効果も。
ガーターニットプルオーバー 3,289円
OPAQUE.CLIP／2F

アディダス大定番のスリーストライプ
スTシャツは、ゆったりとした快適な着
心地で、宅トレ着にもぴったり。
メンズ3ストライプスTシャツ 4,389円、
レディース3ストライプスTシャツ 
4,389円
adidas Originals Shop／2F

軽量で伸縮性がありルーズなシル
エットなので、ステイホームでもリラッ
クスできる着心地。
ラコステ×ビーミング by ビームス 
Tシャツ 9,900円
B:MING LIFE STORE by 
BEAMS／1F

超音波で発生させたミストが、香りを
拡散。広い部屋でも香りを楽しめるほ
か、ライトをつければ心地よい明かり
でリラックス効果も。
超音波うるおいアロマディフューザー 
6,890円
無印良品／2F

人気のLove by Gapコレクション。
ソフトな肌触りのモダールニットが着
心地良く、普段着としても使えるデザ
インが好評です。
モダールリブレギンス 3,990円
Gap/GapKids/babyGap／2F

フレッシュで爽やかなベルガモットとマ
ンダリンに、ウッドやバニラ、ムスクな
ど様々な香りをミックス。その絶妙な
香りにファン多数！ 
ABSOLUTE LINEN スティックディ
フューザーシリーズ 250ml 4,990円/ 
500ml 7,990円
ZARAHOME／2F

形が変形自在なため、ソファはもちろ
ん椅子やベッドとしても◎。体をすっ
ぽりと包み込んでくれる座り心地は、ま
さに天国！ 
ヨギボーマックス 32,780円
Yogibo Store／3F

プラチナ×ダイヤモンドという女性なら
誰もが憧れる組み合わせ。シンプル
かつノーブルなデザインで、どんなスタ
イルのコーデにもマッチ。
プラチナ ダイヤモンド ピアス 0.2ct 
35,200円
SOPHY Ferie with festaria 
ELEMENTS／1F

事前にメモなどを用意して購入計画
を立てる、ホームページをチェックして
営業時間やお得情報を確認する、滞
在時間を短くする、などの工夫が感
染拡大を防ぐファクターに。

目的を持って
お店に直行！
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KELLy編集部がリサーチ！

Fashion

丁寧な生活へシフトチェンジ。
□お気に入りの物はしっかり管理して。
□日頃の疲れを香り高いアロマで解消。
□心地よくリラックスできるアイテムを取り入れる。

In the room

充実テイクアウトでホームパーティーを格上げ
□家でも手軽に本格料理を味わえる。
□旅先の味わいでお手軽旅行気分♪
□おいしい&かわいいで、テーブルを華やかに。

Food

お家時間を満喫する+αアイテム
□少人数でも盛り上がれるグッズを。
□野外で楽しむためのレジャー準備を。
□意外な才能と新しい趣味を発見。

Entertainment

Rule

バックスリットが女性らしい印象
で、ちょっとした外出にも最適で
すよ。

編集部コメント

曜日で違う香りを楽しむのも◎。
ライトをつけると、程よい光が空
間を素敵に演出してくれます！

編集部コメント

上質なアクセサリーは顔周りを
華やかにしてくれる必須アイテ
ムです。

編集部コメント

マシンウォッシャブル対応のた
め、自宅で洗濯可能なところも
うれしいポイントです。

編集部コメント

ジェンダーレスなデザインなの
で、カップルでお揃いにするの
も◎です。

編集部コメント

紫外線を通しにくい素材を使用
しているため、肌へのダメージも
和らげます。

編集部コメント

自宅で使えるアロマディフュー
ザーは、ちょっとしたプレゼント
にも喜ばれますよ。

編集部コメント

身体にフィットするスリムシル
エット。一度履くと虜になってし
まう気持ちよさですよ。

編集部コメント 衣類スチーマーには、除菌・抗
菌・滅菌などの除菌効果が！ ウイ
ルス感染対策に欠かせません。

編集部コメント

サラダやお寿司、丼物など、自
宅でアレンジメニューを作ってみ
るのもいいかも♪

編集部コメント

快適で動けなくなる魔法のビー
ズソファー。カラーバリエーショ
ンが豊富なところも魅力的です。

編集部コメント
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10 繊維の奥深くまで浸透する大量スチームで時短、し
わ伸ばしが簡単・キレイな「アクセススチームプラス」
とアイロンの機能も付いた２WAYタイプで軽くてコン
パクトな「トゥイニージェットスチーム」。
アクセススチームプラス（左）、トゥイニージェットス
チーム（右）
※オープン価格
ティファールストア／1F

ハワイと言えばの料理のひとつ。エビ
とガーリックの香ばしさが食欲をそそ
る。パンケーキ+フードメニューの組
み合わせで楽しむ人も急増中！ 
ガーリックシュリンプ ～ノースショアス
タイル～ 1,814円
※店内飲食の場合、1,848円
Eggs 'n Things／1F

12 ホームパーティーにもってこい！ 
華やかなビジュアルも人気の理
由です。

編集部コメント

調味料をこだわると、おうちごは
んのクオリティがぐっとアップし
ますよ。

編集部コメント

キャラクターの見た目もかわい
い！ 簡単なルールだから、小さな
子どもでも楽しめます。

編集部コメント

この本に習えば、難しそうな本
格的なハードパンも自分で作れ
ちゃうかも？！

編集部コメント

火力の問題で、家で作るのが難しい
中華は、テイクアウトが正解。中でも、
「酢豚&麻婆豆腐弁当」をはじめとし
た4種類のお弁当は、気軽に本格中
華を楽しみたい人に最適。
酢豚&麻婆豆腐弁当 1,296円
ロンフーダイニング／1F

お弁当とセットで人気のタピオ
カドリンク（324円）を頼むのも
おすすめです。

編集部コメント
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超希少な部位、イチボのローストビー
フは、ボリューム満点の250g！ しっと
りと柔らかくジューシーな味わいが人
気の秘訣。
厚切りローストビーフ 大1,274円 
※価格は変更となる場合有
ビュッフェザフォレスト／1F
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煮物はもちろん、照り焼きやだし巻き
卵、フレンチトーストなど、上品でまろ
やかな甘みが料理をワンランク上の
仕上がりにしてくれる。
三州三河みりん（700ml）1,122円
しなまつり／1F

旅行には行けないけれど、北海道の
味を楽しみたい時にぴったり。テレビ
でも紹介されたことのある人気インス
タントラーメン3種類。
オホーツクの塩ラーメン349円、すみ
れ味噌648円、利尻昆布ラーメン
356円
北海道うまいもの館／1F

自分のお気に入りを見つけて、
いつか北海道に行った時にお
店を訪れるのも楽しみに。

編集部コメント
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キャンプやバーベキューなど、自然の
中で楽しむ人が増え需要がアップ。
防災用としても備えておくと安心。
倍速凍結氷点下パックXL1,518円、
L1,298円、M1,078円、コンパクト
1,199円
LOGOS SHOP／1F

12種類のカードをめくる度に思い付き
で命名して覚え、後で同じものが出た
らいち早く名前を叫ぶことで、カードを
ゲット。獲得枚数を競う人気ゲーム。
ナンジャモンジャ ミドリ 日本版 
1,430円
ロフト／1F
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肌を労わるだけでは取り除けな
い、日頃の顔の疲れにこそ、ス
トレッチを！

編集部コメント

話題のおこもり美容の中でも人気の
アイテム。防水構造なので、お風呂
に入りながらゆっくり使えるのもうれし
いポイント。
フェイシャルローラー 19,800円
SIXPAD STORE／2F
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福岡の超人気店「パンストック」の
オーナーシェフ・平山哲生さん独自の
生地づくりに迫った一冊。家で、本
格的なパンづくりに挑戦してみては。
パンストック 長時間発酵のパンづくり 
3,850円
蔦屋書店／別棟
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ブランド定番のベーシックなポケット付
Tシャツは、この夏も大活躍間違いな
し。空紡糸タイプで肌にまとわりつか
ず、サラッとした肌触りだ。
USAコットンビッグポケットTシャツ 
2,530円
niko and ...／1F

Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4

かけるだけで車内の雰囲気もイ
メージチェンジ。コンパクトに収
納可能なところも◎。

編集部コメント

レジャーの際、使用したい時だけシートの上からサッと掛けることが
でき、車内を汚れや濡れなどから守る「防水シートカバー WAVE」と
ウェットスーツ素材のため、防水性・保温性や耐寒性に優れている
「JKM ウェットスーツ素材 防水シートカバー」。ともに、オリーブ、
ダークグレーと3色展開。
防水シートカバー WAVE（左）2,750円、JKM ウェットスーツ素材 
防水シートカバー（右）3,520円 
※一部の特殊シートを除き、ほとんどの前席シートに対応
JACK & MARIE／1F
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※掲載している料金は、消費税を含んでいます。
※掲載商品は売り切れの場合がございます。ご了承ください。
※掲載内容は2020/7/31現在のものです。

ありそうでなかったコンパクトサ
イズは、テイクアウト時の保冷
剤の使い道にも。

編集部コメント


