
婦人バッグ・靴

日替りご提供品
9月23日（木・祝） 9月24日（金） 9月25日（土） 9月26日（日） 9月27日（月）9月22日（水）

炭入りシート収納袋
（約72×35×30cm、生地：ポリエステル不織布、
窓部：ポリエチレン、炭シート：ポリプロピレン・炭、
持ち手：ポリプロピレン、持ち手強度：8Kg）

880円〈48点限り〉

〈ミッシェルクラン〉
婦人スニーカー各種
（22.5～24.5cm）

各3,190円〈50点限り〉

※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。

■高崎髙島屋 6階 催場
※最終日は午後5時閉場。

■9月22日（水）   27日（月）

婦人ハンドバッグ（ポシェット付）
6,380円

婦人ワンピース
8,800円

婦人ジャケット
31,900円

婦人ブラウス（ペンダント付）
5,500円

2WAY
リュックサック
6,380円

ハンドバッグ3点セット
（トートバッグ・ミニバッグ・エコバッグ）

6,380円

2WAY
トートバッグ
5,390円

〈ゴールデンフット〉
ウォーキングシューズ各種

①③5,500円②6,380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）  

●婦人・紳士パジャマ各種
各1,650円〈各30点限り〉

お1人様2点までとさせていただきます。

男女兼用5本指ソックス各種
各220円〈100点限り〉

婦人セーター各種
各4,290円〈30点限り〉

婦人チュニック各種
3,300円〈20点限り〉

婦人ストール各種
各990円〈50点限り〉

紳士長袖ポロシャツ各種
2,200円〈20点限り〉

婦人カーディガン各種
1,100円〈20点限り〉

低反発穴あき
角座クッション
（約36×36×12cm、
本体生地：ポリエステル100％、中材：ポリウレタン）

各1,100円〈36点限り〉
アコヤパールロングネックレス
（長さ：約80cm）

26,400円〈3点限り〉

傘各種
（親骨の長さ：約55cm他、生地：ポリエステル他）　　　

各1,100円〈100点限り〉

カーネリアンブラックスピネルネックレス
（長さ：約65cm、ヘマタイト入、金具：SV）

5,500円〈5点限り〉
K18ダイヤモンドペンダント
（ダイヤモンド＝0.07ct、長さ：約40cm）

55,000円〈2点限り〉
ルビーデザインピアス
（金具：チタン）

9,900円〈5点限り〉

インド手織マット各種
（約40×40cm、毛100％）

4,950円〈20点限り〉

〈ゴールデンフット〉
婦人カジュアルシューズ各種
（22.5～24.5cm）

各3,300円〈50点限り〉

SALE
アーリーオータムビッグチャンスセール

婦人・紳士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!!

① ② ③



リビング用品･タオル

宝飾品

メッシュ
ひざサポーター
3,080円

姿勢ベルト
2,200円

紳士カジュアル婦人肌着

婦人カジュアル

〈2枚組〉成型ショーツ各種
各2,200円

フィットブラジャー各種
各2,200円

アンサンブル
6,600円

●パジャマ各種 3,630円から

セーター・カーディガン

※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。

●バスタオル
1,100円（約60×120cm、綿100％）

ドレスタオル（3枚よりどり）
1,320円（綿100％）

各9,900円ボトルネックカットソー各種
各2,750円

チュニック5,500円

●パジャマ各種 3,630円から

カジュアルシャツ各種 3,850円から
トレーナー各種 5,500円から

Ptダイヤモンドリング（ダンシングストーン）
（ダイヤモンド＝0.18ct）

165,000円〈現品限り〉
Pt/K18ダイヤモンドペンダント
（ダイヤモンド＝計0.35ct、約65cmスライドネックレス）

198,000円〈現品限り〉
ヒスイリング

11,000円〈3点限り〉
サファイアラピスラズリデザインネックレス
（長さ：約43cm､ヘマタイト入、金具：SV）

29,700円〈2点限り〉
オパールブラックスピネル2連ネックレス
（長さ：約48cm､金具：SV）

38,500円〈2点限り〉

アコヤパールネックレス・イヤリングセット
（ネックレス：約7.5～8.0mm珠、長さ：約42cm、金具：SV
イヤリング：約7.0～7.5mm珠、金具：SV）

69,300円〈現品限り〉

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43cm、金具：SV
イヤリング：約8.0～8.5mm珠、金具：K14WG）

275,000円〈現品限り〉

黒蝶パールリング
（約12.5mm珠、金具：SV）

41,800円〈現品限り〉

黒蝶パールネックレス
（約8.7～10.9mm珠、長さ：約43cm、金具：SV）

154,000円〈現品限り〉

アコヤパールネックレス
（約8.0～8.5mm珠、長さ：約43cm、金具：SV）

121,000円〈現品限り〉

コート 11,000円
チュニック5,500円
パンツ 4,290円

コート 5,500円
チュニック4,290円
パンツ 4,290円

①（約45×75cm、毛100％）
13,200円

インド手織マット各種

②（約60×90cm、毛100％）
22,000円
③（約70×120cm、毛100％）
31,900円

① ②

③



※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。　
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※予告なく商品の色やデザインは変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

アーリーオータムビッグチャンスセールSALE 婦人・紳士ファッションアイテムから、バッグ、生活雑貨まで特別提供！

■高崎髙島屋 6階 催場
6日間開催

※最終日は午後5時閉場。

■9月22日（水）→ 27日（月）

非常用防災リュックセット7,150円

いざという時のために…もしもの災害のために…

3 L
タンク

レジャーシート

スリッパ（約26cm)スリッパ（約26cm)

トイレット
ペーパー1R
トイレット
ペーパー1R

ゴミ袋ゴミ袋

2WAY
スライド
ランタン

2WAY
スライド
ランタン

トランプトランプ ネックピロー 

商品の一部をご紹介！商品の一部をご紹介！

全部

揃う！
全部

揃う！

各1,100円
フライパン各種・
湯切り鍋・こぶり鍋
スタンドフライパンカバー

フライパンフェア開催! IH
対 応

ガス
OK

立てられるフタ!
湯切り鍋

こぶり鍋

浅型・深型
いろいろ！

●サイズ／フライパン：約26cm・20cm  こぶり鍋：約18cm　湯切り鍋:約16cm  ●材質／フライパン：アルミニウム（ふっ素塗装）他
  こぶり鍋： ステンレス鋼・ガラス他  湯切り鍋:本体ステンレス鋼  フタ／ステンレス鋼、取手・つまみ／フェノール樹脂    　

ザルが不
要に！

刃物の町
燕三条地域で作った

面倒な千切
りも

あっ！あっ！という間！

スライサー
7点セット
1,650円

❶千切りプレート

❸おろしプレート

❹ピーラー

❺安全ホルダー

❻カバー

❼ケース

❷平切りプレート

折りたたみ式

どこでも
ガジェットデスク
2,200円

ケーブルにつないだままスマホや
タブレットを立てかけられるデスク！

●サイズ／約60×40×28cm ●材質／天板：MDF 脚：スチール、EVA●サイズ／約60×40×28cm ●材質／天板：MDF 脚：スチール、EVA

ケーブルが
通せます

ベッドや
ソファーでも！

サビに強いステンレス製

折りたたみ式

1,650円
●サイズ／浅ザル／直径28×6.3cm、トレー／直径27.2×1.7mm 
●材質／網／18-8ステンレス鋼、枠・トレー／18-0ステンレス鋼

鍋物にも！鍋物にも！

野菜の水切り、鍋もの
材料の盛り付けに便利！
野菜の水切り、鍋もの
材料の盛り付けに便利！

食洗機対応

浅ザル＆
トレーセット 28cm

●サイズ／セット収納時 約長さ23×幅
8.5×高さ7.5cm ●材質/ケース、カバー：
スチロール樹脂、シリコーンゴム（すべり止
め）プレート：ABS樹脂、ステンレス鋼（刃） 
安全ホルダー：ポリプロピレン  

日本製
安心の

スライサーセットスライサーセット



夕方まで口紅直しがいりません！
アイリナ
リップルージュ

●成分／アロエエキス（保湿剤）
　・ニンジンエキス（保湿剤）
　・紅花（着色剤）・天然ビタミンE各2,200円

RT透素肌
（すきとおるクリーム）

●内容量／約35g
●成　分／水・スクワラン・加水分解酵母・褐藻エキス・ヒアルロン酸Na 他

3,080円
洗顔後これだけで薄化粧メイクの完成!

各1,320円
●サイズ／約 幅 150×50cm
●材　質／本体生地：綿100％
　　　　　　パイピング部：ポリエステル95％・綿5%

ふとん襟カバー（シングル用）

汚れやすいふとんの襟元をガード！

ガーゼ
生地

洗濯が
ラクラク

肌触り
サラサラ

ブルー ピンク

垂れない！密着仕事人
お風呂の黒カビ編
　　　　　　　　　　　●容　量／約250ml
●成　分／次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム（1％）・安定剤・増粘剤・可溶化剤
1,100円

ねらったカビに密着！

●材　質／身生地：綿100％　レース：ナイロン・ポリウレタン

●サイズ／M：ヒップ約87～95cm
　　　　　 L：ヒップ約92～100cm

レース付深ばき
安心ショーツ3色組（M・L）
各2,200円

おしゃれな
花柄レース付き
だから、誰にも
気づかれない！

綿素材ではきごこちフィット！

尿もれ
対策に

リップスティック型
シェイバー ソルージュ

LEDライト付で
手元を明るく！

コンパクト！

●サイズ／約2.9×3×11cm
●材　質／ABS樹脂・ステンレス
●電　源／単3形乾電池1本（別売）

2,200円

うぶ毛を
しっかり
キャッチ！

スマートな電動シェイバー

楽々ステッパー
●サイズ／本体：約23.5×21.2×11.5cm　●材　質／ABS樹脂

3,080円

かかとを
床につけて
足踏み
するだけ！

座ったまま楽々ウオーキング！
ふくらはぎの
伸縮運動に！
ふくらはぎの
伸縮運動に！

無段階調整
紳士ベルト
1,650円 調整間隔：約6mm

包丁

●サイズ／三徳包丁：約 全長29.5×4.5×2.3cm　刃渡り／17cm
●材　質／刀身：ステンレス鋼　柄部：天然木

各2,200円

「関」の刃物！ 匠
日本製日本製

三徳包丁
出刃包丁
パン切り包丁

洗濯槽キレイサッパリ
50g小分けパック
1,320円 12個入

汚れスッキリ！

●サイズ／：約16×17×25cm（パッケージ）
●材　質／過炭酸ナトリウム・珪酸塩・炭酸塩・クエン酸塩 他
●液　性／弱アルカリ性

各1,100円
●サイズ／大人用：約9.5×17.5cm　女性用：約9.5×14.5cm
●材　質／ポリプロピレン不織布・ポリエチレン（ワイヤー）

マスク 極（きわみ）
個包装30枚入
（大人用・女性用）

微粒子 PM2.5花粉 ホコリ
●6mmヒラゴムで
　耳が痛くなりにくい

ふわふわ やわらかい!

6,050円
充電式電動
ポリッシャー
●サイズ／約7×13×長さ59（スティック取り付け時・長さ：107）cm  ●材質／
ABS樹脂・シリコンゴム・ポリプロピレン・アルミニウム●電　源／AC電源100V

浴槽

天井

自動回転ブラシでお掃除!

手の届きにくい天井に！

床

そば殼ちょい寝クッション

●サイズ／約 17×17×16.5cm
●材　質／中材：そば殻100％
　　　　　カバー：表地／綿100％
※そばアレルギーの方はご使用をお控えください。

2,200円

虫駆除
処理済み

昼寝・ちょい寝に！
正座・ひじ掛けに！

肘掛けに

パイプのカ
ーブに

沿って曲が
る！パイプのカ
ーブに

沿って曲が
る！

パイプ
クリーン
ブラシ
550円
●サイズ／約幅50×長さ770mm
●材質/ポリプロピレン・ステンレス銅・ポリ塩化ビニール樹脂・スチール
●サイズ／約幅50×長さ770mm
●材質/ポリプロピレン・ステンレス銅・ポリ塩化ビニール樹脂・スチール

排水溝の汚れがよく取れる！排水溝の汚れがよく取れる！

2,640円

はさむだけ！

オリジナルレシピ付き

Wホット
サンドメーカー

焼き上がり時間
約5分

●サイズ／約23×23×8.5cm  ●電源／AC100V
●材質／本体：フェノール樹脂　本体プレート：アルミニウム（フッ素樹脂加工）

1,980円
ティッシュ式
洋服カバー
30枚セット

中身がわかる透明フィルム
で便利！ ティッシュのように

取り出せる！
ティッシュのように
取り出せる！

●内容量／ショート：25枚・ロング5枚（合計30枚入）

ベルト位置を簡単に調節可能！

●サイズ／約128×3×0.3cm ●材質／ポリエステル、ポリウレタン●サイズ／約128×3×0.3cm ●材質／ポリエステル、ポリウレタン


