ティーセット４ リーフ
/11,000 円

クリスマスク＆クリスマス柄手ぬぐい

HOHOHO！

/マスク 1,320 円、手ぬぐい 1,320 円～

/1 足 3,300 円

【水野染工場】
クリスマス限定マスクはサンタ、トナカイ（茶・
黒）、プレゼント（松ぼっくり・柊）をご用意。
手ぬぐいは、壁に飾ったり、テーブルセンター
に敷いたりしてクリスマスの雰囲気を楽しむ事
ができます。クリスマス柄手ぬぐいは贈り物の
ラッピングにもおすすめです。
※販売期間：～12 月 25 日まで

【GLEN CLYDE SOCKCLUB TOKYO】
まるでおばあちゃんが暖炉の前で、その日のた
めに編み上げてくれたような特別なソックス。ウ
ォッシャブルタイプのメリノウール 100%を表糸に
使用し、洗うごとに風合いが増します。
※数量限定、無くなり次第終了

【NIIGATA 1〇〇】
新潟・柏崎のガラス工房「クラフト・ユー」の木
の葉モチーフの人気シリーズ。茶葉のもつ香
りと味を十分に引き出すため形にこだわって
います。紅茶ポット 1.0ℓ と、ティーカップが４つ
入ったギフトセットです。
※販売期間：～12 月 25 日まで

2020WINTER PATTERN ORDER FAIR

FACTORY900 トランクショー

【SHETLANDFOX】
日比谷 OKUROJI 店で取り扱いをしているシリ
ーズから厳選したモデルに対し、甲革の素材
や色、裏革、底材などを予め指定された種類
の中からお客様のお好みに合わせてお選び頂
き、拘りの 1 足がオーダーできるイベントです。
ぜひこの機会にご来店ください。
※価格：47,300 円～
※ご注文から約 3 ヶ月後のお渡しとなります。
※実施期間：12 月 11 日～12 月 27 日まで

【さばえめがね館 東京店】
80 年間プラスチックフレームを自社一貫生産
にて作り続けてきた技術と、新しい造形、新し
いスタイル、新しい価値を、追い求めて生ま
れたアイウエア「FACTORY900」のトランクシ
ョーを開催。デザイナーの青山嘉道氏が来場
し直接商品コンセプト等解説いたします。
※展示商品はサンプルの為、お渡しする商
品は鯖江よりお取り寄せとなります。
※価格：33,000 円～ ※ご注文から 1～2 週
間後のご納品になります。
※実施期間：12 月 12 日～12 月 13 日まで

レインボーKids 傘
/ 6,600 円
【Tokyo noble*】
お子様用の「特別なサイズの傘」をクリスマ
ス限定で作りました。お買い上げの方にはミ
ニチュア傘をプレゼントいたします。
※数量限定、無くなり次第終了
※販売期間：12 月 1 日～12 月 25 日

心温まるはちみつのパウンドケーキギフト
（クレオパトラケーキ・はちみつ林檎キャラメル
パウンドケーキ）
/各 1 本 1,296 円・1 カット 200 円
【BEE FRIENDSHIP】
愛媛佐田岬の自社農園の甘夏ピールがアクセン
トの蜂蜜酒「ミサキミード」の芳香が漂う「クレオパ
トラケーキ」。蜂蜜浸み込むしっとり林檎の豊かな
コク、紅茶にあう香ばしい甘さの「はちみつ林檎キ
ャラメルパウンドケーキ」は季節限定です。いずれ
も国産バターを使用し、保存料着色料不使用で
体にも優しい贈り物にも最適なお菓子です。
※12 月 10 日～無くなり次第終了

SANNOWA のミニフジコ
/1 個 400 円・4 個セット 1,320 円
【八戸都市圏交流プラザ 8 base】
かわいくって、おいしいリンゴ、ミニフジコ。
果実たっぷり、シャキッとした歯ごたえ。
なんとミニフジコは冷蔵庫で二か月以上も
おいしく保存できるんです。
そのままかじっても、アップルパイやりんご
飴にしても！インテリアとして、クリスマスツ
リーのオーナメントや、お正月の鏡餅にだ
って飾れちゃいます！
※数量限定、無くなり次第終了

北雪 純米大吟醸 飲み比べセット（左）・
今代司 肉と牡蠣堪能セット（右）
/5,500 円・3,740 円(各 720ml×2 本)
【NIIGATA 1〇〇】
（左）明治５年創業、新潟佐渡の北雪酒造の
純米大吟醸飲み比べセット。新潟精米酒「五
百万石」「超淡麗」の米作りからこだわった逸
品です。（右）全量純米仕込みにこだわる今代
司酒蔵。お米の旨味もありながら、さらりとした
口当たりの肉に合う純米酒と魚介系に合う白
ワインのような味わいの IMA 牡蠣のための日
本酒セットとなります。
※販売期間：12 月 5 日～12 月 25 日まで

クリスマス スペシャルサービス

無料ギフトラッピング

無料ギフトラッピング

【Hawk Feathers】
・イニシャル刻印無料サービス
ご注文から即日～10 日でのお渡しとなります。
※実施期間：～12 月 25 日まで（シリーズにより
12 月 14 日まで）
・名入れ刻印無料サービス
7～10 日でのお渡しとなります。
※実施期間：～12 月 14 日まで
・クリスマス限定ギフトラッピング（330 円～）
※実施期間：～12 月 25 日まで

【KUSKA & THE TANGO】
ギフト用限定ラッピングを無料で承ります。
季節のおすすめ商品は「手紡ぎ真綿マフラ
ー（44,000 円）」。極上の手紡ぎ真綿を絹紡
糸と数本紡ぎ合わせ１越１越と空気を含ませ
ながら手で織り込んでいます。
※数量限定、無くなり次第終了

【TIDEWAY】
お財布や小物をお買い上げ頂いた方へ、革袋
でのラッピングを無料で承っております。
プレゼントでお買い求めのお客様は、ぜひご利
用ください。
※お買い上げ 3,000 円（税抜）以上が対象となり
ます。
※革袋でのラッピングは、バッグは対象外となり
ます。

クリスマスギフトラッピングサービス
【VAN SHOP】
期間中、日比谷店限定でクリスマスギフトラッ
ピングを無料にてお承りさせて頂きます。
グローブやニットキャップなど冬を彩る小物雑
貨を多数取り揃えお待ちいたしております。
※実施期間：12 月 5 日～12 月 24 日

Panther for KURO
/ （左）31,900 円、（右）29,700 円
【Panther／UNION IMPERIAL】
KURO （ ク ロ ） 誕 生 10 周 年 を 記 念 し た 、
Panther （パンサー）コラボスニーカー。KURO
は 2010 年にメイドインジャパンのメンズデニ
ムブランド。歴史と伝統を受け継いだ日本職
人の技術による、拘りのモノづくりに共感し実
現したコラボレーションです。1980 年代に人
気を博した PANTHER JOGGING をベース
に、アッパーに KURO のアイデンティティー
であるデニム生地を採用しています。

エバーブレスジャケット
TOKYO LIMITED BLACK

relacks(リラックス)プレゼント
(直営店数量限定)

/ 33,000 円
【finetrack HIBIYA HUT】
MADE IN JAPAN の finetrack 独自開発の「伸
びる防水透湿素材」エバーブレス®を採用。ヘ
ビーユースできる強度・耐久性を備え、あらゆ
る天候、シーズン、アクティビティにフィット。生
地のしなやかさとストレッチ性、動きやすさと快
適さを追求。家と自然とを繋ぐ移動中… “いつ
も” 着たくなるシェルを目指し開発しました。

【GLEN CLYDE SOCKCLUB TOKYO】
期間中 11,000 円（税込）お買上ごとにサイズ
フリーの relacks1 点プレゼント！
relacks シリーズとは…relax×socks をテー
マにしたブランド。よく伸び、滑らかな履き心
地のソックスです。一度履いたらその気持ち
よさにやみつきになります。よく伸びるため
サイズが 22.5〜27cm まで対応していて、ユ
ニセックスで履けるフリーサイズです。
※実施期間：12 月 1 日～12 月 25 日まで

※価格は全て税込み表記です。
※画像は全てイメージです。
※商品やサービスの詳細は各店舗にお問い合わせください。

