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Ladies’婦人カジュアル

※品数に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※写真はイメージです。写真と実物では色・素材感が異なる場合がございます。

※品数に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※写真はイメージです。写真と実物では色・素材感が異なる場合がございます。

《紳士肌着》

日替り提供品
22日（木） 23日（金）

25日（日）

10月21日（水）

24日（土） 26日（月）

婦人チュニック各種
1,100円〈30点限り〉

婦人ショーツ各種
550円〈60点限り〉

婦人ベスト各種
1,650円〈30点限り〉

婦人ちりめん
手捺染ブラウス各種
11,000円〈10点限り〉

婦人ストール各種
880円〈50点限り〉

〈ゴールデンフット〉

婦人カジュアル
シューズ各種

3,300円〈100点限り〉
（22.5～24.5cm）

〈スピーディダック〉
婦人スニーカー各種

3,850円〈100点限り〉
（22.5～24.5cm）

K18ダイヤモンド
ピアス

77,000円〈現品限り〉
（ダイヤモンド＝計0.20ct×2）

K18ルチルクォーツ
ピアス
55,000円〈現品限り〉

ストレッチ
ジャケット
8,800円

※セーター、パンツは参考商品です。

●婦人・紳士パジャマ各種
各1,650円〈各30点限り〉

お1人様2点限り

Jewelry 宝飾品
10月誕生石〈オパール〉

アクセサリー

（オパール＝4.14ct、ダイヤモンド＝計0.15ct、
約45cmスライドネックレス）

Ptオパール
ダイヤモンドペンダント

198,000円〈現品限り〉

（ダイヤモンド＝計0.50ct）
Ptダイヤモンドリング

198,000円〈現品限り〉

（ダイヤモンド＝計0.45ct、
約45cmスライドネックレス）

Ptダイヤモンド
ペンダント

132,000円
〈現品限り〉

（オパール＝0.96ct、ダイヤモンド＝計0.19ct、
約45cmスライドネックレス）

Ptオパール
ダイヤモンドペンダント

110,000円〈現品限り〉
（長さ：約43cm、ブラックスピネル・ヘマタイト入、
SVミラーボール、金具：SV）

オパール
ヒスイネックレス

19,800円〈3点限り〉
（オパール＝0.69ct、ダイヤモンド＝計0.16ct）

Ptオパール
ダイヤモンドリング

110,000円〈現品限り〉

ブラウス各種
5,500円〈30点限り〉
ブラウス各種
5,500円〈30点限り〉

チュニック・カーディガン各種
2,200円〈計100点限り〉

チュニック・カーディガン各種
2,200円〈計100点限り〉

カットソー・セーター各種
3,300円〈計50点限り〉
カットソー・セーター各種
3,300円〈計50点限り〉

Shoes 婦人靴Ladies’婦人洋品・肌着 Towel
 Pajamas

Bag 婦人･紳士バッグ

冬に備えたおしゃれアイテム特集

タオル・パジャマ

お買得ご奉仕品均一特集

ドレスタオル（3枚よりどり） 1,320円

バスタオル各種（約60×120cm） 1,100円

フェイスタオル（3枚よりどり）
1,320円（約34×86cm）

●婦人・紳士パジャマ各種 4,290円

〈ゴールデンフット〉

ウォーキングシューズ各種

①7,480円②9,680円③11,880円
（22.5～24.5cm）  

〈ゴールデンフット〉

カジュアルシューズ各種
5,500円（22.5～24.5cm）  

〈ゴールデンフット〉

パンプス各種
5,500円（22.0～24.5cm）  

〈ゴールデンフット〉

コンフォートシューズ各種
5,500円（22.5～24.5cm）  

姿勢ベルト
2,200円

メッシュ
ひざサポーター
3,080円

帽子各種 3,850円から

ストール各種 2,200円から

① ②

③

●〈2枚組〉ロングパンツ各種
1,760円から

●〈2枚組〉
半袖シャツ各種（U首・丸首）

各1,430円から

メリノウールセーター各種 6,380円
メリノウールカーディガン各種 7,480円

カシミヤ
カーディガン
13,200円

カシミヤ
セーター
11,000円

コート 29,700円
セーター 5,500円

※パンツは参考商品です。

ハーフコート 20,900円
※インナーは参考商品です。

トッパーカーディガン
6,600円
セーター
6,600円
※パンツは参考商品です。

ケープ
31,900円
パンツ
29,700円

アンサンブル
各種
22,000円〈10点限り〉
バッグ 6,600円から

ち
り
め
ん

ブ
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ル
ウ
ェ
ア

チュニック 5,500円
ジャケット9,900円
カットソー7,700円

※パンツは参考商品です。 ※パンツは参考商品です。

（長さ：約43cm、
アゲート入、
金具：K18）

ヒスイ
ネックレス

99,000円
〈現品限り〉

（長さ：約70cm、
ブラックスピネル入、
金具：SV）

エメラルド
2連ネックレス

39,600円
〈2点限り〉

（長さ：約43cm、
ヘマタイト・
ブラックスピネル入、
金具：SV）

ルビー
デザイン
ネックレス

29,920円
〈2点限り〉

（長さ：約80cm、
ブラックスピネル入、
金具：SV）

タンザナイト
ラリエット

52,800円
〈2点限り〉

ヒスイブレスレット
11,000円〈5点限り〉

（金具：SV）

オパール
ブラックスピネル
ピアス
5,500円〈5点限り〉

10月誕生石〈オパール〉

婦人リュックサック
21,780円

婦人
ショルダーバッグ
18,700円

紳士メッシュショルダーバッグ
16,500円

婦人
ショルダー
バッグ
16,500円

ショッピングカート

2,200円〈18点限り〉

（ショッピングバッグ：約34×20×52cm、
フレーム全高：約92cm、タイヤ幅：約35cm、
フレーム：スチール、車輪：PE・EVA、
生地：ポリエステル）

ワゴンチェアスワレル

5,500円〈16点限り〉

（約34×30×高さ〈座面高さ〉53cm、
構造部材：スチール、張り板：ポリエステル、
座面芯材：合板、クッション材：ウレタンフォーム）

低反発
穴あき角型クッション

1,100円〈36点限り〉

（約36×36×12cm、
本体生地：ポリエステル100％、
中材：ポリウレタン）

アコヤパール大珠ペンダント

9,900円〈5点限り〉
（約9.0～9.5mm珠、長さ：約40cm
サービスチェーン付、チェーン・金具：SV）

アコヤパールネックレス・イヤリングセット
①（ネックレス：約7.5～8.0mm珠、長さ：約41cm、金具：SV、
イヤリング:約8.0～8.5mm珠、金具：SV直結） 42,900円〈3点限り〉

③（ネックレス：約8.5～9.0mm珠、長さ：約41cm、金具：SV、
イヤリング:約9.0～9.5mm珠、金具：SV直結、ネジバネ式） 110,000円〈2点限り〉

②（ネックレス：約8.0～8.5mm珠、長さ：約41cm、金具：SV、
イヤリング:約8.5～9.0mm珠、金具：SV直結） 77,000円〈2点限り〉

アコヤパール
ネックレス・
イヤリングセット
（グレー）
（ネックレス：約8.0～8.5mm珠、
長さ：約41cm、金具：SV、
イヤリング：約8.5～9.0mm珠、
金具：SV直結）

110,000円
〈2点限り〉

黒蝶パール
ネックレス・
イヤリングセット
（ネックレス：約8.0～10.9mm珠、
長さ：約43cm、金具：SV、
イヤリング：約11.0～12.5mm珠、
金具：SV直結、ネジバネ式）

165,000円
〈2点限り〉

①

② ③

アコヤパール
ステーションネックレス

12,100円〈5点限り〉
（約8.0～8.5mm珠×7個付、
長さ：64cm、チェーン：SV）

オータム
ビッグチャンスセール

SALE

※最終日は午後5時閉場。高崎髙島屋 6階 催場
10月21日（水）   26日（月）

婦人ファッションアイテムから、宝飾品、バッグ、
生活雑貨まで特別提供!!
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（長さ：約43cm、
アゲート入、
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ヒスイ
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52,800円
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オパール
ブラックスピネル
ピアス
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10月誕生石〈オパール〉

婦人リュックサック
21,780円
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18,700円

紳士メッシュショルダーバッグ
16,500円
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ショルダー
バッグ
16,500円

ショッピングカート

2,200円〈18点限り〉

（ショッピングバッグ：約34×20×52cm、
フレーム全高：約92cm、タイヤ幅：約35cm、
フレーム：スチール、車輪：PE・EVA、
生地：ポリエステル）

ワゴンチェアスワレル

5,500円〈16点限り〉

（約34×30×高さ〈座面高さ〉53cm、
構造部材：スチール、張り板：ポリエステル、
座面芯材：合板、クッション材：ウレタンフォーム）

低反発
穴あき角型クッション

1,100円〈36点限り〉
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本体生地：ポリエステル100％、
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（約9.0～9.5mm珠、長さ：約40cm
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③（ネックレス：約8.5～9.0mm珠、長さ：約41cm、金具：SV、
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〈2点限り〉
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①

② ③
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オータム
ビッグチャンスセール

SALE

※最終日は午後5時閉場。高崎髙島屋 6階 催場
10月21日（水）   26日（月）

婦人ファッションアイテムから、宝飾品、バッグ、
生活雑貨まで特別提供!!


