
ワタシの「秋が好きな理由」
待ちに待った秋！過ごしやすい秋だからこそ、楽しみたいことはたくさんあります。

なぜか楽しい、なぜか美味しい。

ニット 7,900円（税抜） チェックスカート 8,900円（税抜） 
ビーミング ライフストア by ビームス／1F

バドミントンラケット 2本入り
※価格については店舗までお
問い合わせください。
スーパースポーツゼビオ／
3F
公園で遊べて運動にも◎な
バドミントンラケット。
シャトルと買えば、親子ですぐ
に遊べる2本セット。
遊ぶのに丁度よい軽さです。

リフティングボール
2,500円（税抜）
スーパースポーツゼビオ／3F
リフティングの練習用ボール。
視認性の高い蛍光カラーです。
公式用のボールよりも一回り小さく、
ボールタッチの質を養えます。

「スポーツが楽しい」
ワタ
シの「

秋が好きな理由」

スポーツで身体を動かすからこそ、
秋の心地よい風を感じられる。

左：ソフトタッチクルーネックT（長袖） 
790円（税抜） ドライストレッチス
ウェットパーカ 1,990円（税抜） ドライ
ストレッチスウェットパンツ 1,500円
（税抜） ユニクロ／1F その他 スタイ
リスト私物 右：ポケッタブルUVカット
パーカ 2,990円（税抜） ストレッチカノ
コポロシャツ 1,990円（税抜） ウルトラ
ストレッチアクティブアンクルパンツ 
1,990円（税抜） ユニクロ／1F その
他 スタイリスト私物

saucony KINVARA 10
9,500円（税抜）
エービーシーマート グランド
ステージ／3F
120年以上の歴史がある
アスレチックブランド
saucony。代名詞ともいえる
KINVARAの、10作目となる
新作モデル。軽量かつ安定
感のある仕様でスピードに
乗りやすい設計。

シティランニング向けの新しいランニングシューズ。
安定性と反発性があり、
アスファルトなどのオンロードでも摩耗しにくい。

adidas PULSE BOOST
14,000円（税抜）
エービーシーマート グランドステージ／3F

asics GEL-KAYANO 26 
16,000円（税抜）
エービーシーマート グランドステージ／3F

GELクッションを搭載し、
クッション性と安定性を
高めた最新モデル！レー
スにも活用できるほどの
汎用性が特徴です。
（菊池彩音）

ジュニア野球グローブ 
※価格については店舗までお問い合わ
せください。
スーパースポーツゼビオ／3F
公式戦でも使える、ジュニア用のグローブ。
オールラウンド用でどのポジションを守る
ことになっても使えるので、
野球入門に最適。

いっしょに
たくさん

、

うんどう
しよ！

左：ライトウォームパデットベスト 
1,500円（税抜） フランネルチェック
シャツ 1,500円（税抜） スウェットシャ
ツ 1,500円（税抜） ウルトラストレッチ
デニムスリムフィットパンツ 1,500円
（税抜） ユニクロ／1F その他 スタイリ
スト私物 右：フリースジャケット 
20,000円（税抜） ロングスリーブティー 
6,800円（税抜） パンツ 14,000円（税
抜） ヘリーハンセン／3F その他 スタ
イリスト私物

「アウトドアが気持ちいい」
ワタ
シの「

秋が好きな理由」

秋の中に飛び込んで、
移り行く季節に自分だけの秋を見つけよう。

だいすき
なあき、

みっけ！

GSI ネスティングワイングラス 2個セット
2,800円（税抜）
エイアンドエフカントリー／1F
ボウルとステムで取り外しができる、携帯しやすい
ワイングラス。さらにスタッキング式なので、
コンパクトです。

Barebones Living 
ソフトクーラートレッカー
ブラック/グレー 
各3,600円（税抜）
エイアンドエフカントリー／1F
掃除がしやすく耐久性の高い
素材で作られたソフトクーラー。
飲み物や新鮮な食品を最大12
時間保冷でき、ピクニックに
最適。

ヘリノックス 
タクティカルテーブルS コヨーテ
14,500円（税抜）
エイアンドエフカントリー／1F
軽量・コンパクトな折り畳み式
テーブル。持ち運びが便利で、
アウトドアシーンで活躍します。

NOVELTY COMPACT 
JACKET 8,800円（税抜）
ザ・ノース・フェイス / 
ヘリーハンセン キッズ／
2F
軽くて丈夫な生地に撥水
加工を施した定番のウイ
ンドブレーカー。冷え込む
秋冬に欠かせないアイテ
ムです。

HORIZON HAT 4,700円（税抜）
COMPACT JACKET 13,000円（税抜）
SEQUOIA CHINO PANT 14,000円（税抜）
ザ・ノース・フェイス／3F
アウトドアシーンでの活躍はもちろん、
オシャレ着としてタウンユースにも。
幅広く活用できる機能的なコーデです。

タンブラー 480円（税抜） プレート 800円（税抜）
ビーミング ライフストア by ビームス／1F

ミルク用ボトルをリサイクルして作られたエコな
タンブラーとランチプレート！扱いやすく軽すぎ
ないので、子ども用にピッタリです！（森田未来）

モデル着用 
スタイリスト私物

「食べものが美味しい」
ワタ
シの「

秋が好きな理由」

食欲がかきたてられる季節。
味覚で秋の姿を感じよう。

おなかいっぱい、しあわせ！

アマンディーヌ
1,500円（税抜）
ガトー・ド・ボワイヤージュ／1F
イタリア産マロンとコクと
風味を増す発酵バターを加え、
しっとり香ばしく焼き上げています。

佐藤水産 鮭のルイベ漬
1,398円（税抜）
ぐるめどさんこ市場／1F
天然鮭と新鮮いくらを一緒に
特製の鮭醤油に漬け、
丁寧に味を整えられています。
お酒にもご飯にもぴったりな逸品。

和三盆と焼き芋のフールセック
480円（税抜）
ガトー・ド・ボワイヤージュ／1F
焼き芋ペーストのほっくりした、
やさしい甘さの一口サイズのクッキー。
手作業で丁寧に作り上げています。

ラ・メゾン アニバーサリーショート
ケーキタルト 1ピース
1,000円(税抜)
ラ・メゾン アンソレイユターブル／1F
カスタードタルトに、いちごや洋梨、
オレンジ、キウイをサンドした
ショートケーキタルト。
※9/30（月）まで

ハロウィン ダズン 12個
2,000円（税抜）
クリスピー・クリーム・ドーナツ／1F
見てカワイイ、食べておいしい
ハロウィンを盛り上げてくれるドーナツです。
家族や友だちとのパーティーに最適です。

花畑牧場 自家製チーズタルト 788円（税抜）
ぐるめどさんこ市場／1F

花畑牧場自家製のフロマージュ・ブランやラク
レットなど3種類のチーズを使用した、とても
濃厚な味のチーズタルトです！（石渡幸代）

スモーキーな色合いが、紅葉のように普段とは違う一面を醸し出す。
今年は“わたし”の変化も楽しむ秋に。

FASHION

ベイクドカラーで最旬秋冬コーデ

COSMETICS

Mustard
マスタード

スパンブロード前後2wayブラウス 
1,990円（税抜） 10枚プリーツパッ
チワークスカート 2,990円（税抜） 
r・p・s（アール・ピー・エス）／2F

キルティングBOXスウェットトップ
ス 3,990円（税抜） スエードタイト
スカート 5,990円（税抜） マニッ
シュSHOES 4,990円（税抜） ロデ
オクラウンズ ワイド ボウル／1F

ボタン側・リボン側と着こなしや気
分によって使い分けできるブラウス。
アンティークなボタンも上品さを演
出してくれる。主役級のスカートは
存在感バツグン。大人カワイイ
パッチワークデザインがポイント。

Orange
オレンジ

オーバーサイズなシルエットのトッ
プスは、キルティングパッチと刺繍
のあしらいがポイント。タイトスカー
トはスエード生地で秋らしく、メンズ
ライクなシューズでカジュアルに。
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Terra
cotta
テラコッタ

フォックス混総針コーディガン 
9,500円（税抜） フラワープリント
ジャガードワンピース 8,500円（税
抜） スクエアソフトフラット 4,500
円（税抜） ナチュラルビューティー
ベーシック／1F

ハイツイストコットンVネックヘムフ
レアニット 6,990円（税抜） ポリエ
ステル2wayストレッチテーパード
パンツ 7,990円（税抜） プラステ／
2F

身頃に透け感があり、女性らしさを
演出してくれるテラコッタカラーの
ジャガードワンピース。コーディガン
を羽織れば秋感をプラスしてくれる。

Pink
ピンク

デコルテ周りをスッキリ見せてくれ
る上品なVネックニットは、一枚着
でも上品でサマになる。テーパード
パンツのウエストは後ろゴム仕様
でストレスフリー。さらりとした穿き
心地で幅広く活躍。
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デオドラント6×2リブショートソックス 
500円（税抜）

デオドラントゴム長ショートソックス 
500円（税抜）
靴下屋／2F

秋冬も引き続き人気のある、丈が長めの
ボトムスや、スニーカーと相性バツグン。
バランスよく、いろいろなコーデと合わせ
やすい万能くつ下です。

スピングルムーブ 
20,000円（税抜）
ウォッシュ／2F

パールスタッズフラットパンプス 
6,500円（税抜）

ダブルエー オリエンタルトラフィック／2F

アーモンドトゥプレーンパンプス 各種 
各6,800円（税抜）

ジェリービーンズ／2F

柵編みプルオーバーニット 
8,800円（税抜）

フレディ&グロスター／1F

コンパクトショルダー 
19,000円（税抜）
アニアリ／1F

カンガルーレザー素材のミッドカットモ
デルです。両サイドのゴムで足を包み込
んでくれるので、ラクに履くことができま
すよ！（富田公徳）

デイリーに活躍するシンプルなプレー
ンパンプスに、待望の新色が登場しま
す。サイドが浅いカットで、低めヒールで
も足がキレイに見えます！（平井希和）

落ち着いたカラーでこっくり秋っぽく。
編地が柄になった、フレディ&グロス
ターがオススメする定番のニットです！
（佐 木々綾香）

軽快さを求めて作られたレザーカバン
です。片手がすっと入って片手でひょ
いっと取り出せるサイズ感は、きっとく
せになるはずです！（辻絵理）

暗くなりがちな秋冬コーデを足もとか
ら明るく彩りましょう！明るめのくすみイ
エローなら、早い時期から取り入れや
すいです。（西坂優季野）

Terra cotta

初めてでも取り入れやすいテラコッタカラー
リップを主役に。洋服と合わせたワントーンカ
ラーでまとめると今年っぽくなります。唇にくす
み色を入れたときは顔全体の印象が暗くなら
ないよう、肌作りはラベンダーなどをカラーベー
スに使いトーンアップを意識すると◎ ONLY 
MINERALS ミネラルカラーセラム02 テラコッタ 
2,500円（税抜） コスメキッチン／1F

ウォームな色味で秋っぽく、
大人っぽい印象に

テ
ラ
コ
ッ
タ

Pink

くすみピンクのアイカラーで
囲み目にすると秋っぽさが
でます。きつくなりがちな囲
み目メイクも、優しい色なら
挑戦しやすい。目元にポイントをだす
ときは、リップをヌーディカラーで仕上げ
るとバランスが良くまとまります。 エレガンスレヨンジュレアイズ 
09/10/11 各3,000円（税抜） 東京小町／2F

くすんだ色味で
ほんのり華やか

ピ
ン
ク

監修 ヘアー&メイクアップアーティスト 川端皐月

RECOMMEND ITEMRECOMMEND ITEM

エレガンスルージュシュペルブ 13
3,800円（税抜）
東京小町／2F

ひとぬりで濃密に、軽やかに唇に溶け込
む潤う美発色ルージュ。肌馴染みバツグ
ンの絶妙なローズカラーです。

m.m.m（ムー）カラーチューナーLA 
ラベンダー 2,900円（税抜）
コスメキッチン／1F

くすみを飛ばして肌をワントーン明るく見
せてくれる化粧下地。オフの時でもつけて
いたくなるような心地よさです。

ナチュラグラッセアイカラーパレット
3,600円（税抜）
東急ハンズ／2F

まぶたに溶け込むようななめらかなテク
スチャーで、目もとに美しい発色と立体感
を与えてくれます。いきいきとした華やかな
目もとに。

バランシングフェイスオイル 30ml 
ダマスクローズ/ジャスミン 各1,950円（税抜）
モイスチャーハーバルマスク 1枚 

ダマスクローズ/ジャスミン 各278円（税抜）
マークスアンドウェブ／2F

化粧水前のブースター用として浸透性の
よさにこだわった顔用美容オイルと、シー
トマスクに贅沢なジャスミンとダマスク
ローズ精油が登場！

※掲載価格は、税抜価格で表記しております。 ※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2019年9月1日（日）現在のものとなります。掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。
予めご了承ください。 ※画像はイメージです。　


