
［洋品小物／Supplies］

［洋品小物／Supplies］

●手袋（Gloves）  
●帽子（Hats）

●靴下（Socks）
●ストッキング（Stockings）
●ハンカチ（Handkerchiefs）

［婦人靴／Women's Shoes］

［婦人服／Women's wear］

［婦人服／Women's wear］

［アクセサリー／Accessories］

［サングラス・メガネ／Sunglasses/Glasses］

［婦人服／Women's wear］

［こども服／Children's Wear］

●宝飾サロン ファッションジュエリー／
　 Fashion Jewelry（10～20％OFF）
●サングラス／Sunglasses
  （15～30％OFF）
●国産ウオッチ／Japanese Watches
  （10～15％OFF）
●輸入ウオッチ／Imported Watches
  （10％OFF）

ゴルフセレクト ※取り扱いブランド

［アクセサリー／Accessories］

A館6階 婦人服・こども服・ウェルネス
A Bld.6F Women's& Children's wear,Wellness shop

A館5階 婦人服
A Bld.5F Women's wear

A館4階 婦人服
A Bld.4F Women's wear

B館3階 婦人服・紳士服
B Bld.3F Men's wear＆Women's wear

B館2階 婦人服
B Bld.2F Women's wear

B館8階 宝飾・時計・メガネ
B Bld.8F Jewelry,Watchies,Eyeglasses

B館6階 紳士服
B Bld.6F Men's wear

B館5階 紳士服
B Bld.5F Men's wear

B館4階 紳士服
B Bld.4F Men's wear

A館3階 婦人服・アクセサリー
A Bld.3F Women's wear＆Accessories

A館2階 婦人靴・洋品小物
A Bld.2F Women's shoes & Commodities

［Golf Select ※Brands we deal］

Luxe Casual ※取り扱いブランド
［※Brands we deal］

※取り扱いブランド
［※Brands we deal］

●紳士鞄（Men's Bags）
●紳士革小物（Men's Leather goods） 
●紳士靴（Men's Shoes）
●紳士靴下（Men's Socks)
●紳士ナイティ・リラクシングウエア
   (Men's nightwear)
●紳士肌着(Men's Underwear)

チルコロ1901（CIRCOLO 1901）
ラルディーニ（LARDINI)

アンユーズド(UNUSED)
N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）
キディル（KIDILL）
ダブレット（doublet）
ドゥルカマラ(Dulcamara)
ナイト（Nyte）
マスターマインド（MASTERMIND TOKYO）
メゾンキツネ（MAISON KITSUNE）

アレキサンダー・マックイーン
（ALEXANDER McQUEEN）
ヴィクトリア ベッカム
（VICTORIA BECKHAM）
ヴェルサーチェ（VERSACE）
オスカー デ ラ レンタ
（OSCAR DE LA RENTA）
ザ・ロウ（THE ROW）
シモーン ロシャ（SIMONE ROCHA）
ニナリッチ（NINA RICCI）
パトゥ（PATOU）
ロシャス（ROCHAS）

ヴィヴィアン・ウエストウッド マン
（VIVIENNE WESTWOOD MAN）
ヒューゴ（HUGO）

●イージーオーダー（Easy order）
●オーダーシャツ（Order shirt）

アルチビオ（archivio）
スタッツ（STATS）
ブリーフィングゴルフ（BRIEFING）      

エトロ（ETRO）

トム・フォード

エムアンドアール（M＆R）
SWEET YEARS

メンズサロン ※取り扱いブランド
［Mens Salon ※Brands we deal］

開催中

開催中

開催中

開催中

TUMI

B館1階 特選ブティック
B Bld.1F International Boutique

開催中

開催中

開催中

アイソレーション バイ パリミキ
（Eyesolation By PARIS MIKI）

GIOGIO

BIBI 

START
7/1金

B館 B Bld.A館 A Bld.

■クリアランスのスケジュールは一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。また、万が一品切れの場合はご容赦ください。■掲載のブランド・商品にも一部セール除外品がございます。
くわしくは売場係員におたずねください。■セール品・レジお値下げ品はクラブ・オン／ミレニアムポイントの対象外となります。一部、アプリ払いがご利用いただけない売場・商品がございます、くわしくは、
売場係員におたずねください。■％OFF表示は2022年5月下旬以降の当店通常価格からの割引率です。■表示価格は本体価格に10％の消費税額を加えた「お支払い総額(税込価格)」となっております。
酒類を除いた飲食料品は、本体価格に8％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。■クラブ・オン／ミレニアムカードセゾン以外のクレジット決済、バーコード決済はポイントな
らびに年間お買いあげ金額の加算対象外となります。■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種催しやサービスの中止や延期、商品の
入荷遅延や販売中止、価格変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

［ウェルネス／Wellness shop］

ウェルネス セレクト（Wellness select）

ヴィヴィアン・ウエストウッド 
レッドレーベル
（VIVIENNE WESTWOOD RED LABEL）

オットダム（ottod'Ame）
ノーネーム（NO NAME）
フリーランス（FREE LANCE）
マニラ グレース（Manila Grace）
ヨーロピアンカルチャー
（EUROPEAN CULTURE）

［ブラックフォーマル／Black formal］
イギン（IGIN）

エムズグレィシー（M'S GRACY）

マギー（MAGGY）

ほか（and others）

※取り扱いブランド
［※Brands we deal］

ほか（and others）

ほか（and others）

アローブ（Arobe）
サポートサーフェス
（support surface)
ジョンスメドレー
（JOHN SMEDLEY）
ハルノブ ムラタ
(HARUNOBUMURATA)
バルバ(BARBA)
スローン（SLOANE）
ビーティングハート
（BEATING HEART）
ファビアナフィリッピ
（Fabiana Filippi）

ほか（and others）

［※Brands we deal］
※取り扱いブランド

セール
［Mujirushi Ryohin（MUJI）SALE］

モヴィーダ館 MOVIDA Bld.

ロフト館 LOFT Bld.

渋谷ロフト
ロフトイエローバザー!

SHIBUYA LOFT
LOFT YELLOW BAZAR

B1F
5F
〜

B1F
6F
〜

西武・そごうのショッピングサイト
e.デパートでも開催

START

7/1
金

B館7階 インテリア
B Bld.7F Interior

ほか（and others）

サクラ（SACRA）
スリードッツ（three dots）
ヘルノ（HERNO）

［※Brands we deal］
※取り扱いブランド

▲くわしくは
こちらから

開催中

開催中
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