
シャツドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円
■１階＝組曲

羽織としてもシャツワンピースとしても使え
る新作アイテム。シンプルなデザインなの
で、スカート合わせや、ワイドパンツなどの
スタイリングもサマになるアイテム。

ブラウス19,440円／スカート・・・・22.680円
■3階＝Ｊプレス

1970年のヴィンテージ感溢れる１枚。す
っきりしたドロップショルダーブラウスと同
素材のスカートにインしてセットアップ風に
着こなして楽しむのもおすすめ。

ブラウス  16,740円／パンツ  16,740円
■1階=インディヴィ

ドロストリングスリーブのブラウス。短めな
丈なので、前をインしてもアウトにしても着
用できます。パンツはストレッチが効いた、
キレイメのライン。

プリントドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
■3階＝アンタイトル

レトロな趣の洗練された花柄は、風に揺
れると女性らしくフェミニンな雰囲気に。
やや透け感のあるワンピースなので、
これからの季節に最適。

ポイントアップキャンペーン
■4月14日（土）～22日（日）
期間中、オンワードメンバーズ対象ショップで、定価商品の還元
率がお客さまのステージに応じて、通常1～5％のところ2～6％と
なります。 ※セール品は通常通り0.5％です。

衣料品引き取り ワールド エコロモ キャンペーン

期間中、ご不要になった衣料品をお持ちいただくと1点につき1枚（お1人さま1回につ
き15点まで）、対象ブランドで通常価格商品5,400円（税込）ごとに1枚ご利用いただ
ける「エコロモ1,080円（税込）OFFチケット」とお引き替えいたします。

■引き取り期間：4月10日（火）～22日（日） ■引き取り会場：３階＝特設カウンター
■ご利用対象ブランド：１階＝インディヴィ・タケオキクチ、３階＝アンタイトル・リフレクト

ドレスライクなセットアップや、羽織り使いできるシャツワンピース
など、着こなしの幅が広がるおすすめアイテム。EARLY SUMMER FASHION WEEKS

初夏のファッションウイークス　そごう徳島店 各階＝対象売場

今シーズンのドレススタイルはコンフォートなシルエットもウエストマークでス
タイルアップ！注目のシャツワンピは羽織ったり、ボトムスを合わせてみたり、
着こなしのバリエーションの豊富さが強みです。

フロントのボタンを外せばガウンのようにも着こなせる、レイヤードが楽しめる1枚。デ
ニムに合わせてカジュアルな着こなしもおすすめです。
フラワーシャツワンピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円　■１階＝ストーリー（フレイアイディー）

〈婦人服〉ドレスご試着キャンペーン
会期中、1階、3階の婦人服対象ブランドにてドレスをご試着いただくだけで、
2階コスメブランドの「化粧品サンプル引き換え券」をプレゼント。さらに、試着後
にお買い上げいただいた先着200名さまに「なごみの米屋・ぴーなっつ最中＆
饅頭 2個セット」をプレゼント。

テンセルドレス・・・・・・・・・・・・・18,360円
■１階＝シェリー ドゥ（スナイデル）

コシのある風合いのテンセルリ
ネン素材を使用。コルセットベル
トでウエストコンシャスに。

初夏のドレススタイルフェア

■4月10日（火）～23日（月）



〈レリアン〉
コーディネートフェア
■4月12日（木）～22日（日）

■4月12日（木）～18日（水）

初夏のリゾートスタイル＆コーディネート雑貨

ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円
■4階＝レリアン

フェミニンな大人カジュアルやき
ちんと感を備えたお出かけスタイ
ルなど、初夏の装いをご提案い
たします。
今年レリアンは創業50周年を迎
え、記念モデルをご用意しており
ます。

会期中、税込32,400円以上
お買い上げの方に「オリジナ
ルソックス」をプレゼント。
※数に限りがございます。品
切れの際はご了承ください
期間中、お買い上げの方に、
「ヒロコビスメンバーズカード」
のポントを2倍差し上げます。

〈ヒロコビス〉
ビスフェア

カットソージャケット・・・・・・・・・22,680円
ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,120円
■4階＝ヒロコビス

リネン混のマルチストライプがイン
パクト大のドレスは大胆にタックを
取ることにより立体的なストレート
シルエットを演出。

ハナエモリ／
トートバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
■2階＝ハンドバッグ売場

ヘレンカミンスキー／
ラフィアハット・・・・・・・・・45,360円
■2階＝洋品小物売場

有名ブランド／
サングラス（各種）・・・・・・・・・10,800円
■2階＝洋品小物売場

ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
（上）バングル・・・・・・・19,440円
（下）バングル・・・・・・・15,120円
■2階＝ヴァンドームブティック

楽折晴雨兼用パラソル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円
■2階＝洋品小物売場

会期中、税込32,400円以上
お買い上げの方に「オリジナ
ルカードホルダー」、税込
108,000円以上お買い上げ
の方に「オリジナルマルチショ
ルダーバッグ」をプレゼント。

バカンスシーンをイメージさせるエスニックテイストのコーディ
ネート。ロング丈ドレスやワイドパンツに雑材のバッグや帽子の
組み合わせ。



■4月10日（火）～16日（月）　■２階＝総合案内所前スペース

〈トータス〉 藍染販売会

明治30年創業、徳島県海部郡の縫製会社「トータス」は、天然藍
を無農薬栽培しています。一点一点を手作業で染めた風合いは
独特の自然が醸す藍染ならでは。色合い・縫製など細部にこだ
わりを持ったトータスならではのアイテムが勢ぞろい。

■4月23日（月） 3階にオープン

〈銀座マギー〉 デビュー

ミセスファッションの銀座マギーが四国に初出店！上質さにこだわった
エレガントなスタイルのオリジナル商品から、イタリアンバッグブランド
「POPBAG」など、雑貨まで幅広いラインナップをお届けいたします。

グラデーションの技法は職人の技。
シルク100％の素材は首元を優しく包
み込みます。
藍染シルクストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

縫製会社ならではの素材と縫製にこだ
わったインナーウエアをご紹介します。
※写真はイメージです。

イタリア ビンダ社の麻100%プリントで、鮮や
かな色彩が特長。
ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124,200円

「POPな世界観」で全ての女性たち
をハッピーにすることをモットーに、イ
タリア フィレンツェで誕生。
※写真はイメージです。

税込21,600円以上お買い上げ
の方に、先着で「銀座・松崎煎
餅」をプレゼント。
※なくなり次第終了。

POP BAG

初夏のトラベルスタイルフェア

会期中、税込15,000円以上お買い
上げで「べべオリジナルストロー付
タンブラーセット」をプレゼント。

ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円
カットソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
■5階＝インターメッツオ

新素材麻混アイスコットンを使用
したライトな着心地のドライジャケ
ット。　　

税込32,400円以上お買い上
げの先着10名さまに「オリジ
ナルソックス」などプレゼント。

ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,120円
シャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
ベスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
■5階＝ジョセフアブード

動きやすさと快適さを追求したジャケット
スタイルはご旅行に最適。

税込32,400円以上お買い上げの先
着10名さまに「オリジナルメモパッド」
をプレゼント。

〈べべ〉
ノベルティフェア
■4月13日（金）～23日（月）
■７階＝べべ

会期中、税込32,400円以上お買い
上げで「B I Gトートバッグ」、
54,000円以上お買い上げで「マル
チポケットハンガー」をプレゼント。

〈ミキハウス〉
ミキハウスフェア
■4月11日（水）～5月6日（日）
■７階＝ミキハウス



そごう徳島店
営業時間：午前10時～午後7時30分
郵便番号770-8511
徳島県徳島市寺島本町西1-5

※表示価格は本体価格に消費税額を
加えた「お支払い総額（税込価格）」と
なっております。
※品切れの際はご容赦ください。
※写真と実物では色・素材などが異なる
場合がございます。

ジャケ買いデパート
■２階＝化粧品売場

夏の紫外線から守るコスメアイテム

紫外線をしっかり防ぐベースメイク。軽や
かなつけ心地にこだわった化粧下地と美
しいツヤ肌に仕上げるクッション ファンデ。
エスティローダー／クレッセント ホワイト
（左）ウルトラ ライト ＵＶ プロテクター
（30ｍｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,940円
（右）ＢＢ クッション コンパクト
（12g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,020円

⬅日やけ止めとは思えない爽快感。コン
フォートスプラッシュベース。
アルビオン／スーパーＵＶカット  ファイン
コンフォートボディ（120ｇ）・・・・・・・・・・・・・・3,780円

紫外線はもちろん乾燥などの外的ダメージからも
マルチに守るサンスクリーン。
資生堂／パーフェクトＵＶプロテクター
（50ｍｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円

➡日やけ止め乳液の新製品。
SK-Ⅱ／アトモスフィア エアリーライトUV
エマルジョン（30ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円

クリニーク サマー ギフト キャンペーン
■4月20日（金）からスタート

会期中、クリニークで1回のお買い上げが税込12,960円以上の方に
「UV加工晴雨兼用折りたたみ傘」をプレゼント。
※おひとりさま1点限り。無くなり次第終了します。

音楽好きが集まる祭典「レコードストアデイ」に合
わせて、思わずジャケ買い（衝動買い）したくな
るカラー・フォルム・パッケージの商品をご紹介。

■4月20日（金）～29日（日・祝）
※最終日は午後4時閉場

■1階＝アミコ側 特設会場

■4月10日（火）～5月7日（月）
■各階＝対象売場

期間限定 ディスクマーケット in徳島

アイオン アナログプレイヤー（各種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,980円から

リユースのアナログレコード・CDなど
約8,000枚の品ぞろえ。
●協力：モア・ミュージック（松山市）

理想肌に合わせて選べる新ＢＢクリーム。
日中の守りとスキンケア機能をパワーアップ。
ドクターシーラボ／
（左）ＢＢクリーム ホワイト377プラス
（30ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
（中）ＢＢクリーム エンリッチリフト
（30ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円
（右）ＢＢクリーム ＶＣ100（30ｇ）・・3,888円

ノンケミカル フォーミュラ(紫外線吸収剤フリー）の日焼
け止め。軽やかなつけ心地で、肌にスーッとのびます。
クリニーク／イーブン ベター ダーク スポット ディフェン
ス 50・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,616円

文明堂／おやつカステラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
■地階＝諸国銘菓

卑弥呼／ミュール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円
■2階＝婦人靴売場

マタノアツコ／ワンマイルシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円
■6階＝インテリア売場

①ガスパール・エ・リサ ロゼ／フランス　　
（750ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円
②フィンカマンサノス・ラブキャットブランコ／
スペイン（750ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円
③ワイン・オブ・ゴッサム・カベルネソーヴィニ
ョン／オーストラリア（750ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
④マリリンメルロー／アメリカ
（750ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円

① ② ③ ④


