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まで

無印良品

【１Ｆ／生活雑貨】

体にフィットするソファ・本体
各 7,990 円

微粒子が入っているので、くつろぎのかたち、体形に合わせて
自由に変形して、包み込まれる座り心地です。おうちでのリラッ
クスタイムのお供にいかがでしょうか。※カバーは別売りです

クラフトハート トーカイ
【１Ｆ／手芸】

ハマナカ ディーナ
各 869 円

美しいグラデーションの並太毛糸です。小物
からウェアまで 17 色の中からお好みの色を
選んで編んでみませんか？

off&on

【１Ｆ／生活雑貨】

ヨガローラー
1,408 円

やせやすい体を作るのにオススメな 筋膜リ
リース を自宅で！下半身のむくみやつかれ
やすい方にオススメです！

無印良品

無印良品

【１Ｆ／生活雑貨】

【１Ｆ／生活雑貨】

着心地を考え脇の縫い目をなくし起毛加工
で暖かく仕上げました。

香ばしく焼きあげたひとくちサイズのウエ
ハースです。

脇に縫い目のない フランネルパジャマ ひとくちウエハース チョコクリーム
3,990 円
99 円

ハピンズ

【１Ｆ／生活雑貨】

Fuku Fuku Nyanko IH 対応 ひとり鍋
2,800 円

大きなにゃんこフタが食卓の主役に。にゃ
んこと一緒に心も体もほっこり★
IH・ガス火ともに使用できます。

off&on

【１Ｆ／生活雑貨】

さきイカ（燻製・皮つき）
各 105 円

おうち時間での晩酌にいかがでしょうか♪
パッケージがユニークなので、ホームパー
ティ等のおつまみのさし入れなどにもオス
スメです！

ハピンズ

【１Ｆ／生活雑貨】

Fuku Fuku Nyanko 蓄熱式 エコ 湯たんぽ
各 4,400 円

お湯の入れ替え不要な蓄熱式。15 分の充電
でひと晩中ぬくぬく★
繰り返し使えるのでエコにもなります。

off&on

【１Ｆ／生活雑貨】

チーズフォンデュセット
979 円

寒い日の夜、少し特別な時間を過ごすのにオ
ススメのチーズフォンデュセットはいかがで
しょうか。チョコレートフォンデュにも適し
ています。ピックも付属しております！

クラフトハート トーカイ
【１Ｆ／手芸】

刺し子のハンカチ
各 1,980 円

防寒や布の補強のために生まれた刺し子。丁寧な暮ら
しを彩る、今注目の手仕事です。ちくちく無心に針を
動かすひとときに心癒されます。

ハピンズ

【１Ｆ／生活雑貨】

Fuku Fuku Nyanko ぬくにゃんケット
4,500 円

にゃんこに包まれるような、あったか毛布。袋
状だから温かさが逃げずに朝までぬくぬく♪

Honeys

【2Ｆ／レディス】

裾レイヤード風トップス
1,980 円

裏シャギー素材であたたかくソフトな肌触り
のトップスです。トレンドライクなドロップ
ショルダーのゆるっとしたシルエットに、バッ
クスリット入りのデザインとなっております。

※売り出し期間は 2021 年 12 月 1 日（水）〜 2022 年 1 月 31 日（月）までとなります。
（一部商品を除く）
※画像はイメージです。 ※商品はなくなり次第終了とさせていただきます。
※表示価格はすべて税込です。 ※適用税率はお買い上げの商品によっても異なる場合がございます。
※諸事情により、臨時休業や営業時間の変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

JINS

【2Ｆ／メガネ】

おうちメガネ
8,800 円

ご自宅でもリラックスして使えるメガネ
ぜひお試しください

※諸事情により内容が変更になる場合がございます。

Bean s

【２Ｆ／レディス・メンズ】

デニム ラインジョガーパンツ
4,389 円

Bean s

【２Ｆ／レディス・メンズ】

Bean s

アカチャンホンポ

【２Ｆ／レディス・メンズ】

【２Ｆ／ベビー・キッズ・マタニティ】

プーニャ（ネコのパロディーパーカー） ニャコステ（ネコのパロディーパーカー）
4,290 円
4,290 円

スイスイおえかき
2,398 円

ストレッチパンツなので、楽で履き心地が
良く、お家の中でもデニムなのでオシャレ
を楽しめます。またウエストもゴムになっ
ているのも良いポイントです。

面白可愛いパロディーのキャッチーなデザインになっ
ています。裏毛なので室内でも着やすく、サイズも M
〜XL まであるので、男女問わずオススメです。他に
もデザインありますので、是非見に来てください。

面白可愛いパロディーのユニークなデザインになっ
ています。裏毛なので室内でも着やすく、サイズも
M〜XL まであるので、男女問わずオススメです。他
にもデザインありますので、是非見に来てください。

水で描くから汚れない！
乾くと消えるので何回でもおえかきできます。

アカチャンホンポ

サンキューマート

サンキューマート

サンキューマート

手形スタンプパッド PALM COLORS 布用
各 748 円

テレビ型 ティッシュボックス
各 429 円

加湿器 ホワイト・ベージュ
各 429 円

ストレートアイロン パープル・ホワイト・ベージュ
各 429 円

【２Ｆ／ベビー・キッズ・マタニティ】

手形・足形どちらでも！
T シャツや巾着袋など布製品を使ったアー
ト制作に！

ロフト

【２Ｆ／生活雑貨】

輪舞曲（ロンド）2,200 円
メイメイ 1,760 円
推しの尊さを語る君と知ったかぶりの私へ 1,980 円

【２Ｆ／バラエティ雑貨】

ティッシュボックスがスマホスタンドにもな
る優れもの‼おうち時間を楽しく可愛く過ご
せる人気アイテムです！カラーはグレー・ピ
ンク・グリーンの 3 色となっています。

宮脇書店

【２Ｆ／書籍・文具】

【２Ｆ／バラエティ雑貨】

乾燥する季節にピッタリな USB 加湿器です！
フタの上部に LED ライトがついており、ベッ
ドサイドでの使用にもおすすめです。シンプル
なデザインなのでインテリアにもいいですよ！

宮脇書店

【２Ｆ／書籍・文具】

【２Ｆ／バラエティ雑貨】

パステルカラーが可愛い‼60 秒で約 190
度まで上がります。前髪のセットや毛先の
カールも簡単に出来ちゃいます！

宮脇書店

【２Ｆ／書籍・文具】

ホットサンドメーカーに
はさんで焼くだけレシピ
1,518 円

グリラーでおいしい！おうちパン

おうち時間を家族やお友だちと楽しく過ごせるカードゲーム
を集めました。オンラインで遊べるものもあるので、なかな
か会えないお友だちとも一緒に盛り上がりましょう！！

1,320 円

一生使える！ダッチオーブンレシピ
1,540 円

レンジ × 魚焼きグリルでできる時短レシピ

作って楽しい、食べておいしい、90 レシピ

激うまホットサンドから絶品おつまみお手
軽スイーツまで。

タワーレコード

タリーズコーヒー

タリーズコーヒー

タリーズコーヒー

ワンカップコーヒーメーカー
2,244 円

タリーズジップス シングルサーブ
オリジナルブレンド（8 袋入り）
982 円

【２Ｆ／ＣＤ・ＤＶＤ】

呪術廻戦【VOL.1】
7,480 円（Blu-ray）/ 6,380 円（DVD）
話題のアニメ呪術廻戦の DVD＆Blu-ray
が登場！！お家でもお車でも巣ごもって堪
能しましょう！
© 芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

【２Ｆ／カフェ】

コーヒープレス
3,465 円

コーヒー豆本来の味わいを楽しめる抽出器
具です。

【２Ｆ／カフェ】

【２Ｆ／カフェ】

コーヒー 1 杯分を美味しく抽出する器具です。
ペーパーフィルターを通さないので、コーヒー コク深く華やかなアロマとほどよいボ
に含まれる油分や旨みが抽出され、コーヒー
ディ、やわらかな酸味が特徴のコーヒーで
豆本来の味わいをお楽しみいただけます。
す。

