
スリーコインズ
☎ 048-985-3011

2F

2F 2F

2F
ザ・ボディショップ
☎ 048-961-3125

コンパクトで持ち運びに便利な折り
たたみ傘。バッグにすっぽり入って
携帯しやすいので旅先や普段使いに
もぴったり。晴雨兼用なのでいつで
も使えるのがポイント！

折りたたみ傘
1,100円

　　サリュ！
　　☎ 048-985-6617

肌の上でなめらかにとろける
クリーミィなソルトスクラブ
です。アフリカで「生命の木」
と呼ばれるキシメニアの実の
オイルが肌をしなやかに整え
ます。
アフリカンソフトニング
ボディスクラブ
4,950円

クリームのようなふんわりとした
テクスチャーのハンドスクラブで
す。古い角質をやさしく取り除き、
やわらかく、しなやかな手肌に仕上
げます。

ハードワーキング
ハンドスクラブ HP
1,980円

クリップでスマホを固定でき
るので手ぶらでレシピを見た
りリモート飲みに最適。

スマホクリップホルダー
（ホワイト・ブラック）
330円

ソファで寝転びながら
手ぶらで動画が楽しめる！

首かけスマホクリップ
330円

3F 3F 3F3F

3F3F2F

2F 2F 2F 2F

ポリネシア諸島で愛される美容
法をヒントにしたボディヘアオ
イルです。南国の甘い香りに
包まれて全身マッサージや
毎日のヘアケアが楽しめます。

ポリネシアン
モノイラディアンスオイル
3,520円

2F
サリュ！

☎ 048-985-6617

木のぬくもりを感じられるパ
ズルで遊べます。知的な雰囲
気づくりにもおすすめです。

木製パズル
1,650円

食卓がお洒落になる菊皿シリーズ
はサリュでも人気の商品です。
シンプルで落ち着いたお色が料理
を映えさせてくれます。

菊皿 25cm
770円

100 ピース入った正方形のパズ
ル。お子様から大人の方まで楽
しめるタイプ。ゆったりとおう
ち時間にご家族の方と一緒にい
かがでしょうか？
パズル
220円

新星堂
☎ 048-985-7124

叙情的な男女の物語を空や雨な
ど美しい色彩が繊細に描かれた
映像に仕上がっていて「晴れ」
が待ち遠しくなります。

天気の子
スタンダード・エディション
4,180円

キートス
☎ 048-986-0711

ジュニアサイズ：18cm～20cm 
大人サイズ　　：23cm～24.5cm
親子おそろいで履くと可愛い♡
ギフトにもオススメ

キャラクタールームシューズ
ジュニアサイズ   2,530円
大人サイズ　　   2,750円 

風に強い強化骨を使用！大きめの
55cmサイズで雨の日の風雨からあ
なたを守ります！

耐風傘 (カラフル )
1,650円

　　ブォーナビィータ
　　☎048-940-3099

分かりやすく家での備えを学べる本で
す！こんな時代だからこそ「備える」
ことが大事！

防災イツモマニュアル
1,320円

　　旭屋書店
　　☎ 048-985-5501

撥水・防水加工した雨傘ですが日傘とし
てもご使用いただけます◎また、傘袋が
ミニトート仕様になっているため、ご使
用後にサッと収納できるほか、ちょっと
した小物を雨から守ってくれます♪

折りたたみ傘 晴雨兼用
2,310円

　　好奇心の部屋
　　☎048-988-3385

抜群の撥水性と通気性を兼ね備えた、
しなやかなやさしい着心地のレイン
ウェアです。

アクアス ハック 
ステンカラーコート
4,378円

　　プレイヤーズ自由が丘
　　☎ 048-972-5664

北欧の世界観を刺繍で表現した大人
のレインコートです。撥水加工を施
した 生地を使用しています。

レインコート
7,700円

　　ブランチエム
　　☎048-940-5220

2F
プラザ

☎ 048-961-3211

BARTHは独自の製造技術で作られた、中性
重炭酸入浴剤。洗い流すことで汚れを取り除
き毛穴までキレイになります。週末のリラッ
クスタイムやギフトにいかがですか？

BARTH
3錠入り   363円
9錠入り　990円 

2F
キデイランド

☎ 048-961-3305

たたんで、ひろげてどこでも
楽しめる！持ちやすい立体
駒だから、本格的な遊びが
楽しめます。

リバーシ
638円

ジップアップブルゾンタイプのレイン
コートです。袖丈が長く、ポケットに
止水ファスナー付き。動きやすくスタ
イリッシュになること間違いなし！

RAIN ZIP UP
5,390円

　　アールト
　　☎048-985-2678

クリアボトルの中に防災ブースがセッ
トになったとても便利なボトル！ボト
ル、アルミシート、ライト、カラビナ、
軍手、ホイッスルの6Pセット。ギフ
トにもオススメです。
エマージェンシー
ボトルセット 
2,090円

ワッツ
☎ 048-940-1005

おうちで子供と遊べる
おもちゃ、各種取り揃
えております。

おもちゃ各種
110円

2F 2F
エルビーシー

☎ 048-986-2816

家の中でゴロゴロしながらゆったりと過ご
せます。手ざわりも良く、いやしの時間。
まくらもついています。

ごろ寝クッション 
4,389円

好奇心の部屋
☎ 048-988-3385

数式・科学・宇宙などの理数分野のクリア
ファイルを２０種類以上取り揃えました。
試験対策などで役立つこと間違いなしのほ
か、様々な年代の方に楽しんでいただけま
す！

サイエンス・数学クリアファイル
508円 

ゾフ
☎ 048-972-6390

ブルーライトカットが標準装備・追加料金 0
円。透明度重視の方へ約 33%カット、カッ
ト率重視の方へ約 50%カットの２種類から
お選びいただけます。レンズ交換のみの場
合はレンズ料金は発生しますが、ブルーラ
イトカットコートの料金は発生しません。

ブルーライトが標準装備
追加料金0円

旭屋書店
☎ 048-985-5501

ハウスオブローゼ
☎ 048-986-7736

温泉にも含まれている成分でできた 3種のス
クラブが入っています。古い角質をやわらか
くし、やさしく取り除いて、つるつる肌に！！
限定の香り、優しさに包み込まれるような清
らかなホワイトローズの香りです。

ボディスムーザー
ホワイトローズの香り
1,650円

わたなべぽんさんのかわいい絵と共に内容をス
ラスラ読めてしまう！自己啓発の本でもあるの
で、自分の中で整理したい事がある人にはオス
スメ！うじうじしないでスッキリしよう！

やめてみた
1,100円

新越谷 VARIE

　9月24日●
～10月31日●木 土

防災グッズ



■表示価格は税込価格です。■一部除外品がございます。■掲載内容に関するお問い合わせは各店舗にて承ります。■掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
★各種クレジットカードおよび JCB・DC・VISA・UC・日本信販・ダイナースクラブ ( ロイヤルチェック ) のギフトカード・東武百貨店および東武ストアの商品券もご利用いただけます。
( 飲食・食品店のみ、ジェフグルメカードもご利用いただけます。)★全国百貨店共通商品券はご利用できません。★各種クレジットのリボ払いもご利用いただけます。

SPECIAL EVENT
東武カードポイント

10月 開催

％

日5 15 25日 日

日

東武カードポイント

東武カードポイント

および

9月 開催

１・４・5 階・北館は 5％ポイントアップ

10

10

1010

●引換場所：2F特設カウンター(インフォメーション前)
●引換時間：10:00 ～ 21:00

2F
サリュ！

☎ 048-985-6617

2F
ザ・ボディショップ
☎ 048-961-3125

エルビーシー
☎ 048-986-2816

2F

使い方はいろいろ。腰に当てたり、
まくらにしたり…

メモリーフォームクッション
2,849円 

毎年人気の秋のインテリアシリーズが今年も入
荷しました。ドライフラワーリースをおしゃれ
でかわいいガラスボックスに入れたこちらの
アイテムは大人気商品となっております。

ナチュラルリースボックス
1,650円

ボタニカル標本は秋らしい色味のドライフ
ラワーが可愛らしいアイテムです。置くだ
けでおしゃれなお部屋に大変身します！

ボタニカル標本パネル
1,100円

手づくり感あふれる土藤素材のバス
ケット。かぼちゃやどんぐりなどを入
れて秋らしい雰囲気づくりにおすすめ
のアイテムです。

土藤ハンドルバスケット
1,100円 

バニラと焼きカボチャの甘く温かみのある香りでしっ
とり洗い上げるボディソープです。ハチミツやシュ
ガーの配合でお肌をやわらかくなめらかに整えます。

バニラパンプキンシャワージェル
1,320円 

シアバター、ソヤオイル配合で、心地
よい温かみのあるクリーミィな香りの
ハンドクリームです。指先までハロウィ
ンを楽しみましょう！

バニラパンプキンハンドクリーム
990円 

オーブンから漂う、甘い焼き菓子のような香り
の全身用ボディクリームです。まるで魔女が窯
で魔法の薬をつくっているようなパッケージで
登場します！

バニラパンプキンボディバター
2,530円 

新星堂
☎ 048-985-7124

2F

アールト
☎ 048-985-2678

3F

ワッツ
☎ 048-940-1005

3F

2F

スリーコインズ
☎ 048-985-3011

にぎると音が鳴り、頭の部分が
パタパタ動く毎年人気のアイテ
ムです！

パタパタ帽子
(カボチャ・オバケ )
550円 

ペットの頭にかぶせる
帽子です。

ペット かぶり物
(カボチャ・デビル )
330円 

単３電池で光るオーナメント。
毎年人気のアイテム！

LEDオーナメント
(カボチャ・オバケ )
330円 

2 コセットの起きあがりこぼし。
中に振動で光るボール入り！

起きあがりこぼしセット
(カボチャ・オバケ )
330円 

ハロウィンとクリスマスの世界を人形アニメと
ミュージカルで描く摩訶不思議な世界観は何年
経っても強烈！

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
1,980円 

ハロウィンにぴったりの LEDラン
タン！暗やみでほんのり光るイエ
ロー&マルチカラーの LEDがハロ
ウィン気分を盛り上げます！

ハロウィンランタン
1,100円 

仮装、インテリア、パーティグッズ
各種取り揃えております。

ハロウィングッズ各種
110円 

ハロウィングッズ


