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おせち料理
お正月2020

ご予約受付中

毎月 開催

※一部除外店舗および商品がございます。

ポイントアップデー

グリーン・グルメ/神戸コロッケ ☎048-987-3322

＊家族で愉しむスペシャルSOZAIセット 
1パック……………………………………2,160円

お酒にもごはんにもよく合うおかず中心のセット。

嬉しいお正月のオードブル

～12月18日（水）
予約期間

12月31日（火）
 店頭にて

お渡しいたします。

お渡し方法

12月31日（火）
店頭販売期間

店頭にて
予約受付中
店頭にて

予約受付中
店頭にて

予約受付中

40品目4人前。和洋タイプ
の３段重です。

1884年創業の佃浅が吟味
したこだわりのおせちです。

＊「おせち 縁」 3段重（4人前）
　……………………………  32,400円
　内寸：縦19.2×横19.2×高5.3cm×3段

※予約限定商品のため、通常販売無し

＊関東和風おせち「輝」 1段重（2人前）
　……………………………  8,640円
　内寸：縦17.9×横26.9×高4.5cm×1段

※予約限定商品のため、通常販売無し

予約期間
お渡し方法

～12月25日（水）
12月31日（火）店頭にて
お渡しいたします。

京樽   ☎048-985-0938

店頭にて
予約受付中
店頭にて

予約受付中
店頭にて

予約受付中

予約期間
お渡し方法

～12月25日（水）
12月31日（火）店頭にてお渡しいたします。

おかず本舗

佃浅   ☎048-988-1160

店頭にて
予約受付中
店頭にて

予約受付中
店頭にて

予約受付中

素材の旨みをじっくり引き
出した、おばんざいが中心
の団らんの味わいです。

予約期間
お渡し方法

～12月17日（火）
12月31日（火）店頭にて
お渡しいたします。

ザ・ガーデン自由が丘
☎048-988-1095

＊京都のおばあちゃんのおせち
3～4人前（3段）
　……………………………  21,600円
　内寸：縦21.0×横21.0×高4.6cm×3段

店頭にて
予約受付中
店頭にて

予約受付中
店頭にて

予約受付中

＊「おせち 舞」 1折
　……………………………  16,200円
　内寸：縦26.3×横26.3×高5.0cm×1段

※予約限定商品のため、通常販売無し

＊「夢」 3段重（4人前）
　……………………………  21,600円
　内寸：縦19.2×横19.2×高5.3cm×3段

※予約限定商品のため、通常販売無し

※予約限定商品のため、通常販売無し

4人前全33品の和の懐石
おせちです。厳選された匠
の味です。

※予定数量を完売の場合、期日を待たずに受付を終了させて頂きます。
※宅配の場合1セットに付き、880円（税込）別途がかかります。
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おうちでゆったり
、ぬくもりのクリスマス。

Sweets EventSweets Event1F スイーツ
イベント

開催！

期間限定 Shop

ブールミッシュ
☎048-989-2015

12/1 Sun  OPEN
ブールミッシュとはソルボンヌ大学のある、若者たちの集う
大通り「ブールバール・サンミッシェル」を縮めた呼び名で、
店主、吉田菊次郎のパリ修業時代の思い出深い通りの名です。
1973年に渋谷にオープン以来、本格的なフランス菓子の店と
して常に時代をリードし、ナショナル・ブランドとして新しい
お菓子の開発に努めています。

縁起の良い和の食材も盛
り付けた26品の1段重おせ
ち料理。
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バラエティ豊かなケーキを
お子さまから大人まで
みんなで楽しもう！

［モロゾフ ☎048-987-5760］

＊きらめく聖夜
（直径約15cm） 3,240円

聖夜にきらめく星を表現した、
贅沢なチョコレートケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月25日（水）

店頭・TELにて　

12月22日（日）～25日（水）

12月22日（日）～25日（水）
＊チョコレートケーキ 
レギュラーサイズ 
（約縦18.5×横6.1×高さ5.5cm） 
1,998円

［TOPS ☎048-940-5339］

トップス1番人気のクルミの入ったチョコ
レートケーキ。チョコレート入りのクリー
ムで仕上げた昔ながらのケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

12月1日（日）～20日（金）

店頭・TELにて

12月20日（金）～25日（水）

12月16日（月）～25日（水）

＊あまおうズコットホール 
6号 12,160円

［果実園　リーベル ☎048-985-5005］

大粒のあまおうを全体にちりば
めたドーム状のケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

11月29日（金）～12月13日（金）

店頭・TELにて

12月23日（月）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

※掲載写真はイメージで、実際と異なる場合がございます。

店頭販売期間 12月1日（日）～果物が終了するまで

＊あまおうチョコズコット 
1カット 2,160円 ［果実園　リーベル ☎048-985-5005］

大粒のあまおうとチョコクリー
ムを合わせた一品です。

＊X'masモンブラン 
（直径約16cm） 3,240円 ［東京凮月堂 ☎048-988-1003］

マロンダイス入りホイップカス
タード、マロンクリームをバニラ
スポンジでサンドし、モンブラン
クリームで上品に仕上げました。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月18日（水）

店頭にて　

12月23日（月）～25日（水）

12月23日（月）～25日（水）

＊ちいさなワッフルクリスマス
（ホワイト／チョコ） 
1個 各486円

［ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ☎048-990-2111］

ふんわりワッフル生地を苺などで
かわいらしくデコレーション。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

12月1日（日）～19日（木）

店頭・TELにて　

12月20日（金）～25日（水）

12月20日（金）～25日（水）

［GODIVA ☎048-940-3833］

クリスマス感たっぷりの
パッケージが心もお部屋も
華やかにしてくれます。

店頭販売期間 12月6日（金）～25日（水）

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月17日（火）

店頭にて

12月22日（日）～25日（水）

予約限定販売
＊ホテルオークラ監修 キャラ
メルダブルナッツショコラ 5号
（直径約15cm） 3,888円 ［ザ・ガーデン自由が丘 ☎048-988-1095］

2018年度人気No.1。香り付
けにコアントローを使用し
たショコラケーキです。

＊ルビー・ショコラ
（直径約12cm）4,500円

［フロ プレステージュ ☎048-989-1621］

アーモンド風味の生地にプラリネ
チョコムースとピスタチオクリー
ム、苺とルバーブのソースを重ね、
ルビーチョコと苺を飾りました。

予約期間

WEB予約

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月22日（日）15時まで

～12月10日（火）

店頭にて

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

＊ピアノ・ ド・ レーヴ　
～夢を奏でるピアノ～
（約16×約10×約高さ6cm） 4,300円

［フロ プレステージュ ☎048-989-1621］

ココアスポンジとプラリネショコラムー
スのケーキの上に、スポンジとホワイト
チョコムースのケーキを重ねた2種類
の味わいが楽しめるケーキです。

予約期間

WEB予約

予約方法

お渡し日

早期お渡し予約

早期お渡し期間

～12月22日（日）15時まで

～12月10日（火）

店頭にて

12月21日（土）～25日（水）

～12月18日（水）

12月5日（木）～20日（金）

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月20日（金）

店頭・TELにて　

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

＊クリスマス マスカルポー
ネチーズケーキ 
（直径約17cm） 1,296円 ［モロゾフ ☎048-987-5760］

なめらかな食感とミルキーな
味わい。パウダーでクリスマス
ツリーを描きました。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月24日（火）

店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

＊X'masショートケーキ 5号 
（直径約15cm） 3,780円

＊ロッテリア クリスマス
 チョコレートケーキ 
5号 3,564円
※無くなり次第終了

［ロッテリア ☎048-940-5805］

ガーナミルクチョコレートホイップ
とフランボワーズジャムを使用し
たチョコレートケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月22日（日）

店頭にて　

～12月25日（水）

予約限定販売

※掲載写真はイメージで、
実際と異なる場合がございます。

＊X'mas生デコレーション
5号 （直径約15cm）4,300円

［パティスリーシャルドン ☎048-940-5492］

シャルドン自慢のさっぱりとした
生クリームを使用した、人気
No.1のクリスマスケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月24日（火）

店頭・TELにて　

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

＊タカキベーカリー X'mas
 ファミリーアソート 6号
（直径約18cm） 3,218円 ［ザ・ガーデン自由が丘 ☎048-988-1095］

人気素材8種類を集めた詰め
合わせケーキです。選べる楽し
さを味わえます。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月17日（火）

店頭にて

12月22日（日）～24日（火）

予約限定販売

＊クリスマスワッフルブック 1,728円

［ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ☎048-990-2111］

店頭販売期間 ～12月25日（水）

コロコロワッフル（プレーン、ダブルチョコ 各40g）、プティワッフル（プレーン、
ショコラ、抹茶、りんご 各1個）

クリスマスに贈りたいBOOK型
デザインの焼き菓子アソート。

雪のように白いクリームと苺をふ
んわりとしたスポンジでサンドし
た、やさしい味わいのケーキです。

［東京凮月堂 ☎048-988-1003］

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月18日（水）

　店頭にて

12月23日（月）～25日（水）

12月23日（月）～25日（水）

チョコレートクリームと、
ヘーゼルナッツとアーモン
ドのジャンドゥヤをサンド
しました。カラフルなマカ
ロンが楽しい薪の形のクリ
スマスケーキ。

ふんわりしっとりと焼
き上げたスポンジに、
ブールミッシュオリジ
ナルのクレーム・シャ
ンティと、新鮮な苺を
使いました。

＊マジカルメリーゴーランド
ツリーアソートメント 10粒入 4,536円

＊ビュシュ・ドゥ・ノエル 
（長さ約13×幅約8cm）
3,240円 ［ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088］

濃厚なチョコレートクリームを
サンドし、サクッとしたチョコレート
ビスケットがアクセントです。

＊ショートケーキ 4号  
(直径約12cm） 3,456円

［ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088］

しっとりとしたスポンジと新鮮な
苺を使用した上品な甘さの
ショートケーキです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月15日（日）

店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

予約限定販売

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月15日（日）

店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

予約限定販売

＊ビュシュ・ドゥ・ノエル 4,104円
予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月20日（金）

店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）

＊クリスマス・ショートケーキ5号 4,320円

2

お酒
不使用

数量
限定

※WEB予約については、フロプレス
テージュ公式HPをご確認ください。 ※WEB予約については、フロプレス

テージュ公式HPをご確認ください。

ブールミッシュ
☎048-989-2015 ※12月1日（日）より

ブールミッシュとはソルボンヌ大学のある、若者た
ちの集う大通り「ブールバール・サンミッシェル」を
縮めた呼び名で、店主、吉田菊次郎のパリ修業時代
の思い出深い通りの名です。
1973年に渋谷にオープン以来、本格的なフランス
菓子の店として常に時代をリードし、ナショナル・ブ
ランドとして新しいお菓子の開発に努めています。



家族や友人たちと楽しく気軽に。
美味しいオードブルで、
聖夜の祝宴を始めましょう！
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予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月22日（日）

店頭にて

～12月25日（水）

予約限定販売

ロッテリアのクリスマスチキン
パーティーパック【予約受付中】。
早期割引受付中【～12月8日（日）】
詳しくは店頭にてご確認ください。

［ロッテリア ☎048-940-5805］

＊パーティーセット（M）
 4,100円

［とんかつ和幸 ☎048-961-3155］

予約期間

予約方法

お渡し日

お渡し日の2日前

店頭・TELにて

予約2日後

華やかに盛り付けられた
和幸のオードブル。
皆さまでお召し上がりく
ださい。

・クリスマスチキンアソートパック
・エビバーガー
・絶品チーズバーガー
・バケツポテト

早期割引価格：3,456円
※～12 月8 日（日）の期間中にご予約いただいた
　お客様が対象。

＊オリジナル ピッツァ マルゲリータ 
1枚 203g 550円

カルディ人気の冷凍ピッツァ。もちもち食感と濃厚トマト
ソースに、ジューシィなモッツァレラチーズ、フレッシュバジ
ルをのせたシンプルなイタリア本場の味です。

＊シュトレン（小） 1個 1,080円

［ポンパドウル ☎048-940-5298］

アーモンドやフルーツを使ったドイツ伝統の
クリスマス用焼き菓子です。

店頭販売期間 ～12月25日（水）

Ⓐ蘭 2,500円
Ⓑ宴 3,500円
Ⓒ寿 4,500円

［横浜 昇龍園 ☎048-940-1716］

人気の中華を盛り合わせた
予約限定のオードブルです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月20日（金）

店頭・TELにて

12月23日（月）～25日（水）

予約限定販売

＊クリスマス海鮮ちらし 
1パック 972円

［京樽 ☎048-985-0938］

まぐろ、いか、サーモン等8種類
の海鮮を散りばめた限定商品
です。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

12月1日（日）～22日（日）

店頭・TELにて

12月23日（月）～25日（水）

12月22日（日）～25日（水）

＊X'masサラダセレクション 
1パック 3,490円

［グリーン・グルメ/神戸コロッケ☎048-987-3322］

RF1のサラダを7種類。人が集う
パーティにぴったりの楽しい詰め
合わせ。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月15日（日）

店頭にて

12月23日（月）～25日（水）

12月23日（月）～25日（水）

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月25日（水）

 店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

12月21日（土）～25日（水）
＊クロック ケーク 
（約縦9.5×横16×高さ8cm）
 3,200円

［シェフズプレス ☎048-988-2011］

チキン・アボカド＆サーモン、卵＆
ブロッコリーの3層からなるケーキ
のような見た目のサンド、冷やして
も温めても美味しく召し上がれま
す。パーティシーンにおすすめ。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月18日（水）

店頭・TELにて

12月21日（土）～25日（水）

予約限定販売
＊テーブルを彩るごちそう
DISH 1折 1,980円

［eashion（イーション） ☎048-940-7709］

希少部位トモサンカクのロースト
ビーフ、豚の角煮に加え、生ハム
やスモークサーモンにトラウト等
全部で7種類のごちそうが味わえ
る彩り豊かな一皿です。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

～12月22日（日）

店頭にて　

～12月25日（水）

予約限定販売

＊日向鶏ローストチキン 
１羽  4,752円

［鶏陣 ☎048-973-7767］

鶏陣特製のローストチキンです。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

12月1日（日）～19日（木）

店頭にて

12月23日（月）～25日（水）

予約限定販売
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＊ピュアポム
スパークリングジュース 
750ml 471円
Aレッドグレープジュース　
Bホワイトグレープジュース
Cアップルジュース　　　  
Dアップルジュース ロゼ

＊パーティーサンド
（プレッツェルスタイル） 
1個 3,780円 ［ポンパドウル ☎048-940-5298］

7種類のサンドと3種類のバゲッ
トサンドをプレッツェル型のミ
ルクパンで挟みました。

予約期間

予約方法

お渡し日

店頭販売期間

12月1日（日）～15日（日）

店頭・TELにて

12月20日（金）～25日（水）

予約限定販売

ロッテリア  クリスマス
パーティーパック A  3,672円

シ＊シシュ

アーモア モ
クリスクリスス

＊ロッテリア 
クリスマスチキンアソート 2,484円

パーティにピッタリの大人数で分けられる
クリスマスアソートパックです。

DCBA

＊ローストチキンレッグ  
1本 430円
［ニュー・クイック ☎048-986-0017］

食べ応えのある骨付きチキンレッグです。

-

＊国産ローストビーフ  
100g 843円
［ニュー・クイック ☎048-986-0017］

お肉の専門店ニュー・クイックがこだわって作っ
た国産のローストビーフです。

・からあげっと×4
・フライドチキン×4
・チキンスティック×4

場所 1F吹抜け特設会場
時間 10：00～21：00

12月23日●～25日●月 水

催事
コーナー
催事
コーナー

A B C

D

A【冷蔵】イタリア  フレッシュオリーブ　
80g　306円
B【冷蔵】カルディオリジナル  ハモンセラーノ
60g　399円
C【冷蔵】カルディオリジナル  チーズアソート
13個入 個包装　498円
Dコルッシ  プレーンクラッカー　
250g 6枚×7袋入  個包装　216円

カルディコーヒーファーム 
☎048-961-3132



クラシカルなダイヤモンドカットが美しく、
幅広いダイニングシーンに合いやすい
グラスです。
＊ボヘミアン ペア ワイングラス 
230ml （口径8×高さ12cm） 4,400円
【1F】吉祥寺菊屋 ☎048-985-3579

5 6

Christmas Gift
F o r  My s e l f

F o r  He r

F o r  H i m F o r  Ki d s

Ho m e  Pa r t y  Go o d s

そのまま飾れるアレンジメントは、テーブルフラワーやプレゼントにぴったり。
雪の中に咲いた神聖で心温まる花をイメージしました。
＊オリジナルアレンジメント Givre（ジーヴル） 3,300円
【1F】青山フラワーマーケット ☎048-973-7187
※画像はイメージです。花材は入荷により異なります。

パートナーヘ、お子さまへ、そして自分自身へのご褒美に。
選ぶのも楽しい、クリスマスギフトが大集合！

※無くなり次第終了

＊「世界 幻想と
ファンタジーの情景」
2,035 円
空想の世界のような、ファンタジー
あふれる世界の風景写真集。眺めな
がら旅行の計画を立ててみては？
【3F】旭屋書店 ☎048-985-5501

＊ホリデータイムジューシィペア　　5,610 円
シャワージェル、バスボム、ボディバター、ハンドク
リームのクリスマスコフレ。自身のリラックスタイムに。
【2F】ザ・ボディショップ ☎048-961-3125

© Disney/Pixar
© POOF-Slinky, LLC

＊インターモード
スワロフスキーポーチ　各3,300 円
スワロフスキークリスタルが散りばめられた
刺繍がポイント。カラバリで贈るのも◎。
【2F】プレイヤーズ自由が丘
☎048-972-5664

＊ブラジャー   2,970 円
＊ショーツ        1,870 円
＊スリップ         4,290 円
ドレスのような刺繍レー
ス。ほのかな輝きを放つ
生地と、女性らしいデザ
インがセクシーさを演出。
【2F】ドルチェフィオラ
☎048-988-1015

＊TOY STORY 4 Series CASUAL LINE
7,700 円
7月の映画最新作公開を記念して、『TOY STORY4』
とコラボ。オリジナルケースとメガネ拭き付き。
【3F】ゾフ☎048-972-6390

＊ムーミン木箱マグ    1,650 円
みんな大好きムーミンの木箱入り
マグ。おしゃれな木箱はインテリア
としても使えて二度喜ばれそう！
【2F】キートス
☎048-986-0711

＊ルルドプレミアムマッサージクッションダブルもみ®プロ
11,000 円
ヒーター内蔵のもみ玉ともみ速度の緩急で、プロの指圧のよう
なリアルなもみ心地。モードは3 種類搭載。
【2F】アロマブルーム ☎048-987-1830

① FURLA 財布 18,480 円
②MICHAEL KORS 財布 21,780 円
お財布を新調するなら人気ブランドを。上質感が
あり女性らしさ漂う一品。使いやすさもGOOD 。
【2F】ラパックス ☎048-986-0971

＊フラッフィーズ ぬいぐるみ           1,320 円
＊ぬいぐるみのおうち                        1,760 円
キュートなアニマルのぬいぐるみ。専用の
おうちに入れてもかわいい！セットで贈ろう。
【2F】キートス☎048-986-0711

＊Dakota × SAC'S BAR
財布　　          11,000 円
名刺入れ　        6,600 円
質の良い革製品を展開するDakota と、
SAC'S BAR との限定コラボアイテム。
本革仕様でギフトに最適。
【2F】ラパックス
☎048-986-0971

＊シャツ              各5,489 円
＊ネクタイ               4,389 円
上質な光沢感があり、肌ざわりが
良い形態安定シャツ。京都生産
のネクタイとともに。
【3F】シャツプラザ
☎048-985-6520

＊ALPEX イヤホン
HR-4000               3,278 円
楽器にも使用されている
花梨の木材を使用した、
純木製のハイレゾ対応イヤ
ホン。高音質をプレゼント。
【2F】新星堂
☎048-985-7124

＊PEANUTS スヌーピー クッキージャー
8,470 円
屋根の部分が蓋で、スヌーピーが犬小屋の上で寝
そべっているデザインのかわいいクッキージャー。
【2F】プラザ ☎048-961-3211

＊とんで！オウリー
7,678 円
※対象年齢6 歳以上。

「日本おもちゃ大賞2019 」の
部門優秀賞商品。お世話を通
じて飛び方を教えるとオウリー
が空へ羽ばたく！
【2F】キデイランド
☎048-961-3305

＊腕時計　3,278 円
白地に花柄のフェイスが
かわいらしい腕時計。フェ
ミニンなスタイルの女性
にぴったり。
【3F】エクスベリー
☎048-986-8224

＊オーダー枕 17,600 円
毎日使う寝具にもこだわりを。自分に合う
枕で心地良く深い眠りを手に入れて。
【2F】ルーム＆ルーム ☎048-971-7778

＊ペアワイングラス　       3,520 円
＊スマイルLED ランタン  1,320 円
ペアのワイングラスでロマンチックなディナーを。
LED ランタンはパーティ気分を盛り上げる！
【3F】アールト ☎048-985-2678

＊ミネラリア デッドシーバスソルト
（左からユズ＆アロマフラワー、ローズセンティフオリア）
各2,530 円
豊富なミネラルを含む死海
のバスソルト。五感を癒す
天然精油と天然植物性色素
をバランス良く配合。
【2F】ローズガーデン
☎048-987-1400

©2019 Peanuts Worldwide LLC

予約期間：～12月25日（水）
店頭販売期間：11月中旬頃～
予約期間：～12月25日（水）
店頭販売期間：11月中旬頃～

＊エコ加湿器
1,980 円
水を入れて置いておくだ
けでOKの加湿器。ぽって
りとしたフォルムが癒され
ること間違いなし！
【3F】ママイクコ
☎048-961-3314

ャーャー

犬小屋の上で寝犬小屋の上で寝

円円
円円
円円
レーレー
放つつ放つ放つ
ザザザ
演出。演出

Xmas リース作り
2F 中央柱前

14:00～16:00

先着6名様  ※電話予約可。

4,400円

【2F】ブランチエム☎048-940-5220

12/4 （水）～ 8 （日）

冬のシューズフェア
1F吹抜け

エスカレーターホール

10:00～20:30

【2F】ネオスタ
☎048-971-5380

12/1 （日）

LaQ （ラキュー）イベント
1F吹抜け

エスカレーターホール

13:00～17:00

無料

【3F】旭屋書店
☎048-985-5501

11/30 （土）

ボールペン名入れイベント
1F吹抜け

エスカレーターホール

12:00～17:00

1,100円～

【3F】旭屋書店
☎048-985-5501

11/19 （火）

ボディスムーザー体験会
1F吹抜けエスカレーターホール

12:00～20:00

無料

【3F】ハウスオブローゼ
☎048-986-7736

11/20 （水）～ 27 （水）

～ 11/18 （月）・12/13 （金）～ 15 （日）

バーゲンブック＆
アウトレット文具フェア

寝具市＆オーダー枕計測会

1F吹抜け
エスカレーターホール

10:00～21:00
（最終日は19:00まで）

【3F】旭屋書店
☎048-985-5501

1F 吹抜けエスカレーターホール

10:00～20:00

無料

【2F】ルーム＆ルーム
☎048-971-7778

11/16 （土）

オーダー枕計測費


