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この冬、とっておきの
プレゼントを。

贈ってうれしい、もらってうれしい、
プレゼントにピッタリな

おすすめ冬ギフトが盛りだくさん！



クリスマスギフト  自分へのご褒美&

アーガ
［1F レディス ★］

ウールを圧縮したメルトン生地を使用し、ジャージー
編みを採用することで適度なストレッチ性を兼ね
備え快適にご着用いただけます。
フューチャーメルトンビッグカラーコート
41,000円（税込） r・p・s（アール・ピー・エス）

［2F レディス］

ふわふわとした起毛感がぬくもりのある大判
マフラー。
ボリュームマフラー
1,499円（税込）

r・p・s（アール・ピー・エス）
［2F レディス］

上品なフードデザインで、カジュアルスタイルは
もちろん通勤や通学にもお使いいただけます。
フェイクウールフードコート
4,499円（税込）

アクシーズファム
［2F レディス ★］

デザイン性と機能性を兼ね備えたスノーブーツ。
レースアップに、配色のファーとステッチデザイン
がポイントです。
配色ファースノーブーツ
8,250円（税込）

センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ
［2F レディス］

肌触りが柔らかく毎年人気のアイテム。差し色として
使えるビビッドカラーから、コーデに馴染みやすい
ベーシックカラーまで豊富な5色展開。
カシミヤ混ウールストール
4,400円（税込）

ローリーズファーム
［2F レディス］

毎年人気の起毛感がある太フリンジのマフラー。
首に巻かなくても、肩掛けでカーディガン風や室内の
膝掛けにも。
フトフリンジマフラー 各種
各3,850円（税込）

イング
［3F レディス］

ずっと触れていたくなるほどふんわりあたたかな
ストール。シンプルなワンカラーで合わせやすい
です。太めのフリンジがアクセント。
マカロンボリュームストール 各種
各1,870円（税込） ユニオン ステーション

［3F メンズ］

普段使いを意識した、トレンドに左右されない長く
ご愛用いただけるアイテムです。
PRO-SPERITY 別注ボディバッグ
8,800円（税込）

ティゴラ バイ スポーツデポ
［1F レディス&メンズ］

「アルミが生み出す+11.4℃のテクノロジー」
アルミニウムを裏地素材にすることで、
ポリエステル比+11.4℃の暖かさを実現！
アルミ蓄熱パデットフードジャケット 
レディス/メンズ 各6,589円（税込）

ディーゼル
［1F レディス&メンズ］

人気シリーズ「1DR」からミニサイズのクロスボディ
バッグが登場。アクセサリー感覚でも取り入れたい
コンパクト&おしゃれな一品です。
1DR BAG
29,700円（税込）



フレディ&グロスター
［1F レディス&メンズ］

ソフト&リラックスな履き心地のよい、楽ちんスモック
シューズ。デイリー使いはもちろん、キャンプやアウト
ドアなど、幅広いシーンで重宝します。
ワンマイル スモックシューズ 
スリッポン UNISEX 3,960円（税込）

claudio pandiani
［2F レディス&メンズ ★］

ふわもこで暖かく軽いカーディガンです。ポケットの
別素材でアクセントも抜群！ルーズシルエットで
ゆったりしたサイズ感のため、カップルでお揃いも◎
ルーズシルエットフリースカーディガン 
各種 各14,300円（税込）

CB CRESTBRIDGE
［2F レディス&メンズ］

ブランドアイコンであるクレストブリッジチェックのネ
イビーカラーを使用したストールやトレンドカラーの
マフラーなど、肌触りが柔らかくふんわりとした質感が
この冬にピッタリです。

①CBチェックストール 
　16,500円（税込）
②カラーマフラー 
　12,100円（税込）

フレッドペリー
［2F レディス&メンズ ★］

大切な人へ特別なアイテムを贈りたい人におすすめ。
イギリス伝統の赤のタータンチェックがコーディ
ネートをより華やかに演出します。
タータンチェックウールマフラー
11,000円（税込）

カンタベリー オブ ニュージーランド
［3F レディス&メンズ ★］

保温性に優れる機能をもったフリースジャケット。
リサイクルポリエステルを使用したボアフリースを
採用。タウンユースからスポーツ観戦など幅広く着用
できます。

フリースジャケット
13,200円（税込）

ブリックハウスby東京シャツ
［3F レディス&メンズ］

ベーシックなデザインからトレンド感のあるデザイン
まで、カラーバリエーション豊富に取り揃えています。
メンズニット 各種
4,990円（税込）から

RVCA（ルーカ）
［3F レディス&メンズ ★］

シンプルなデザインで着まわしやすいニット。
カップルコーデにもおすすめです。
シンプルロゴニット 各種
各12,100円（税込）

RVCA（ルーカ）
［3F レディス&メンズ ★］

胸もとにブランドロゴを大きくあしらったカレッジ
カーディガン。ゆったり着れるアイテムです。
カレッジロゴカーディガン 各種
各16,280円（税込）

HUF
［3F レディス&メンズ］

オリジナルボディを使用したプルオーバーフーディ
で、HUFトリプルトライアングルをモチーフにした、
ユーモアのあるデザインが特徴。ワンウォッシュ
加工により独特の風合いに。

SATURDAY MORNING TT 
HOODIE 15,950円（税込）

アルジー
［2F キッズ・ベビー］

ロゴあり・なしのリバーシブルで使える2way使用。
見た目からも首もとを暖かくしてくれるファーティ
ペットです。
2wayエコファーティペット 各種
各2,790円（税込）
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X-girl Stages/XLARGE KIDS
［2F キッズ・ベビー］

寒い時期にぴったりの中綿ブルゾンです。流行の
ショート丈になっています。
中綿ブルゾン
14,190円（税込）

アニアリ
［1F ファッショングッズ］

収納やサイズ感にこだわった、オンオフ問わず使い
やすいトートバッグです。他のシリーズと比べて、
経年変化をより楽しめます。
アイディアルレザー トートバッグ
53,900円（税込）

アルテミスバイダイアナ
［1F ファッショングッズ］

温かみのある本革ベロア素材に、ふわふわのエコ
ファーを合わせた冬にぴったりのローファーと、
バイカラーのカラーブロックデザインでスタイリッシュ
にアレンジしたエコファーバッグです。

①本革ベロアエコファーローファー 各種
　各13,200円（税込）
②ストラップ付き2way
　カラーブロックエコファートートバッグ 
　9,900円（税込）

Canal4℃
［1F ファッショングッズ］

聖なる日に大切な人を想う、“祈り”をテーマにした
限定ジュエリー。特別な輝きの百面体ストーンを
セッティング。
2022 Christmas Limited
各18,700円（税込） スワロフスキー

［1F ファッショングッズ］

中央にフラワーモチーフ、チェーンには繊細な花
びらをあしらった2連のネックレス。
レイヤードネックレス
33,000円（税込）

テイクアップ アウラ
［1F ファッショングッズ］

「幸運の訪れ」や「平和」を象徴する白鳩をイメージ。
地金で表現した羽のモチーフは先端まで細かく、
まるで本物のように表現されています。
YG フラッター ピアス・ネックレスセット
59,400円（税込）

ビジュソフィア
［1F ファッショングッズ］

お気に入りのメロディのように祈りや願い、そして
癒しとともに人 の々人生に彩りと輝きを加えてくれる、
そんな想いを込めたジュエリーです。
K18YG "wish upon a star®" 
ダイヤモンド/ルビーペンダント
55,000円（税込）

アモスタイル バイ トリンプ
［2F ファッショングッズ］

“くるみ割り人形”の世界観からインスピレーションを
受けたエレガントなデザイン。ホリデーシーズンを
盛り上げてくれます。
夢みるブラ Deep V 各種
4,510円（税込）から エメフィール

［2F ファッショングッズ］

痛くなりにくいワイヤー&余分な脇肉をホールド
してくれるブラジャーです。
カシュクールレース脇高ブラ 各種
各2,750円（税込）

アルペンアウトドアーズ
［1F ファッショングッズ ★］

おしゃれでかわいいLEDランタン。調光も可能な
暖色の光は、優しく周囲を照らしてくれます。
ベアボーンズリビング レイルロードランタン
（35～200ルーメン/
連続点灯 3.5～100時間） 各種
各9,680円（税込）



靴下屋
［2F ファッショングッズ ★］

パッと目を惹くデザインと、ふかふかのパイル編みで
足もとを明るく温めてくれるルームソックスです。
異素材ブロック柄ルームソックス
1,760円（税込）

コモンタイム
［2F ファッショングッズ］

ブランドNo.1のフラッグシップにして時計界に
燦然と輝くNo.1のパイロウォッチです。発表70
周年を迎え2022年にリニューアルされたおす
すめモデル。

ブライトリング ナビタイマーB01 
クロノグラフ43 
1,122,000円（税込）

ダブルエー オリエンタルトラフィック
［2F ファッショングッズ］

ハリのあるスムース素材できちんと感もありつつ、
程よいスクエアトウで、どんなスタイリングにもハマる
万能デザイン。
スクエアトウヒールロングブーツ 各種
各9,900円（税込） トゥデイズダイヤモンズ ツツミ

［2F ファッショングッズ］

落ち着いた輝きを放つ、スクエア型のダイヤモンド。
すっきりと、上品な印象を与えてくれます。
K18YG ダイヤモンドネックレス
70,000円（税込）

エース
［3F ファッショングッズ］

上品な杢調生地を使用した、薄型のスタイリッシュな
リュック。生地裏面やファスナーに、雨に強い加工を
施しています。男女問わずお持ちいただけます。
エースジーン PC収納対応
ビジネスリュック 28,600円（税込）

ウニコ
［1/2F インテリア］

すねた表情がかわいらしいクマをモチーフにした
湯たんぽ。抱き心地のよいもこもことした温かい
肌ざわりが魅力です。湯たんぽがスムーズに入る
スナップボタンが付き。

BUBSY 湯たんぽ アイボリー
5,940円（税込）

アクタス
［1F インテリア］

ディフューザーの人気ブランド「CULTI」から、
数量限定のSOAP&CREAMセットが発売。
TABACCO ASSOLUTOの香りで甘くて深みの
ある雰囲気に。

【数量限定】
CULTI SOAP&CREAMセット
6,930円（税込）

レスポートサック
［2F ファッショングッズ］

ブラックとピンクのナイロン生地にきらめくビジュー
を配置したコレクション。ホリデーシーズンのギフト
にぴったりな華やかなデザイン。※12上旬発売予定
①バケットバッグ
　20,900円（税込）
②ショルダーバッグ
　24,200円（税込）

クラークス
［3F ファッショングッズ］

人気のワラビーブーツ。レディス・メンズともにギフト
アイテムとしておすすめです。
ワラビーブーツ
26,400円（税込）

Local Brand
［3F ファッショングッズ］

1年間頑張った自分へ、大切な人へ、クリスマスギフト
に想いの詰まったハワイアンジュエリーはいかが
ですか。
K14YG フアララペンダント&チェーン
各77,000円（税込）

①

②



アフタヌーンティー・リビング
［1F 生活雑貨］

体のラインにそってフィットするスプリング機能が
ついたもみ玉を使用することで、まるで人の手で
マッサージされているような滑らかなもみ心地。
マッサージクッション
12,799円（税込）

エイアンドエフカントリー
［1F 生活雑貨］

夏場の定番サンダルブランドの冬用あったか
シューズです。175gと超軽量で、中が起毛素材の
ためとても暖かく過ごせます。
Chaco（チャコ）軽量防寒シューズ
8,800円（税込）

XLUXES YOKOHAMA
［1F 生活雑貨］

米麹エキスと米酢発酵エキス配合のスキンケア3点
セットと、大人気“ヒト幹コスメ”のスキンケアお試し
セット、マスク+セラムの贅沢ご褒美セット。オリジナル
バッグ付き。

ORIGAMI X'masセット
（オリジナルバッグ付き）
〈7,730円（税込）相当〉 3,000円（税込） オルビス

［1F 生活雑貨］

［医薬部外品］
オルビスユー エッセンスローション 
180mL
2,970円（税込）

うるおいに満ちた、変化にゆらがない肌*へ。
*明るく押し返すような肌。

西川直営店シエスタリア
［1F 生活雑貨］

西川直営店シエスタリアのAIRシリーズのまくら
「4Dピロー」。高さもLOWとHIGHで2種類あり、
感触も良く首と肩にフィットするまくらです。
4Dピロー
22,000円（税込）

ロクシタン
［1F 生活雑貨］

スキンケアを格上げしてくれるプレオイルと、たっぷり
眠ったようなツヤ肌へ導く夜用美容液。いつものケア
に差し込むだけで、肌にハリとうるおいが満ちあふ
れる2つのスーパーアイテムをセットで。

イモーテル エキスパートデュオ
［キット内容］
イモーテル 
ディヴァインインテンシヴオイル 30mL、
イモーテル オーバーナイトリセットセラム 
30mL
19,800円（税込）

オリンピア
［2F 生活雑貨］

クリスマスのプレゼント交換におすすめ！ペンやメモ
帳、消しゴムなどが入ったおトクな文具セットです。
文具ギフトセット
550円（税込）

サンリオ ギフトゲート
［2F 生活雑貨］

3～4歳のお子さまにぴったりなぬいぐるみでお世話
を楽しめるセットです。
マイメロディ ヌイグルミオセワセット
3,960円（税込）

マークスアンドウェブ
［2F 生活雑貨］

やさしくさわやかな柑橘が香る、高保湿タイプの
ハンドクリーム。
モイスチャーハンドクリーム 
限定ユズ/ビワ葉 1,870円（税込）

KARENDO
［3F 生活雑貨］

飾るだけでお部屋が華やかになるクリスマスリース！
ギフトや自分へのご褒美にもぴったり！今年の冬は
リースを贈りませんか？
クリスマスリース
3,300円（税込）



クラフトハートトーカイ
［3F 生活雑貨］

簡単操作で初めてのミシンにもおすすめです。
シンガーミシン モナミピア
（mon ami PIA） 
37,840円（税込）

ガトー・ド・ボワイヤージュ
［1F フーズ］

クリスマス仕様のボックスに、人気の焼き菓子を
詰め合わせました。
Xmas アソートボックス（7個入）
1,296円（税込）

ぐるめどさんこ市場
［1F フーズ］

北海道スイーツランキング1位！大人気のチーズ
ケーキです。
ふらの雪どけチーズケーキ ホール
1,642円（税込）

ルピシア
［1F フーズ］

30種のティーバッグの詰め合わせで踊り出したく
なるような楽しいお茶の時間をお届けします。
ブック オブ ティー・
ダンス！ダンス！ダンス！ 
3,850円（税込）

ゴディバ
［1F カフェ&レストラン］

雪が舞い降りるクリスマスファクトリーを描いた
ロマンチックなパッケージに、ホリデー気分いっぱい
の限定チョコレートなどを詰め合わせました。
ゴディバ クリスマスファクトリー 
アソートメント 13粒入 
3,780円（税込）

マザー牧場 CAFE&SOFTCREAM
［3F カフェ&レストラン］

カマンベール、ブラックペッパー、わさびなど様々な
種類のチーズを取り揃えております。
バラエティチーズ 各種
各630円（税込）

楽天モバイル/Anker Store
［3F サービス・カルチャー・その他］

Anker独自技術ウルトラノイズキャンセリング2.0。
使用シーンに最適な強度のノイズキャンセリングを
自動で起動。音楽への没入感を極限まで高めます。
Anker Soundcore Liberty 3 Pro
17,800円（税込）



お歳暮   手土産・帰省ギフト&

仏壇ギャラリー香咲
［3F 生活雑貨］

優しい4種類の花の香り（カサブランカ、ラベンダー、
ローズ、カトレア）をあわせ花束のイメージにしました。
コンパクトなサイズのご進物です。
香りの花束
4,400円（税込） 沖縄宝島

［1F フーズ］

沖縄の味をご自宅で！らふてー、てびちなど全8種類。
沖縄料理がお手軽に楽しめます。
沖縄宝島「島つまみギフトセット」
4,040円（税込）

ガトー・ド・ボワイヤージュ
［1F フーズ］

ガトー・ド・ボワイヤージュ人気の焼菓子を詰め
合わせた季節限定のギフトです。
馬車道冬の贈り物 21個入
3,240円（税込）

治一郎
［1F フーズ］

しっとり・ふんわりとしたボリューミーなバウム
クーヘンと、サクッと軽い食感のラスク3種類を1つ
にまとめた詰め合わせ。
治一郎 ラスク
3,500円（税込）

台湾甜商店（タイワンテンショウテン）
［1F カフェ&レストラン］

ひと晩寝かせた台湾のおうちカステラ。ひんやりと
した口当たりです。
台湾カステラ 各種
580円（税込）から

台湾甜商店（タイワンテンショウテン）
［1F カフェ&レストラン］

台湾定番のお菓子のパイナップルケーキ。4個・
6個セットの販売もございます。
台湾パイナップルケーキ
330円（税込）から

ラ・メゾン アンソレイユターブル
［1F カフェ&レストラン］

フルーツやコーヒーのクリームと、パイを重ねた
ミルフィーユを口どけの良いチョコレートでコー
ティングしました。
ミルフィーユショコラ 12個入
2,500円（税込）



※商品・ノベルティ等はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。※掲載内容は
予告なく変更となる場合がございます。※［★］マークのショップはキッズも取り扱っています。
※画像はイメージです。

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。
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。
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。

●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。
●ご来館前に体調をご確認の上、ご来館時はマスクの着用をお願いいたします。
●館内に設置の手指アルコール消毒液のご利用をお願いいたします。
●接触を最小限に抑えるため、キャッシュレス決済をおすすめいたします。


