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「願！風神様雷神様」
（190×160cm）

創作キルト作家

内藤和美 作

キルトボックス・パッチワーク教 室 ３０ 周 年 記 念

『願いを込めて みんなで 楽しむキルト展』
＊一畑百貨店松江店6階 催会場

※5/23（日）は午後6時30分閉場
2021年 5月20日(木)〜25日(火) ＊午前10時〜午後7時 ※最終日は午後5時閉場

入場料（税込）／大学生以上 ５００円
主催⁚キルトボックス 後援⁚松江市、
安来市、
山陰中央新報社、
新日本海新聞社、
BSS山陰放送、
日本海テレビ、TSKさんいん中央テレビ、
エフエム山陰、
山陰ケーブルビジョン
（手芸材料）、
京都 Art Fiber Endo（刺繍糸）、Temamaco（手づくり雑貨）、MIZ（手づくり雑貨）、
わいわいBOX（手づくり雑貨）、
協力⁚（有）ハタケヤマ
（テキスタイル雑貨）、門脇和弘（組子）
Girlish（生地と手づくり雑貨）、大谷眞知子（つり雛）、odango misa（手作り小物）、
ミツトリヒトギ

一畑百貨店が、
『 ゆめ タウン出雲』本館 1Fに ３/１２
ゆめタウン出雲店として、サテライトショップオープン！
（金）

ファッション感度の高い
大人の女性へ。
トレンドを取り入れながら、
着心地とクオリティーを大切
にしたタウンウェアのセレクト
ショップ。大人の女性のため
のカジュアルコーディネート
をお楽しみいただけます。

マックレガー
オフプライスショップ

山陰初
出店

人気のアメリカンカジュ
アルブランド「 マックレ
ガー」。
オフプライスショ
ップは、お手頃価格の
セカンドライン
「マックレ
ガーネイビーレーベル」
と、
年間通じてお求めや
すい価格の商品を取り
そろえた新しいコンセ
プトのお店です。

コート・・・・・・・・・・税込25,300円
ブラウス・・・・・・・・・税込9,900円
パンツ・・・・・・・・・税込15,400円
※写真はイメージです。

桂月堂

文化6年（1,809年）創業の松江銘菓の老舗
「桂月堂」の直営店がオープンします。季節を
彩る上生菓子をはじめ、
ご進物、
ご自宅遣いの
個別売り商品まで幅広く品揃えいたします。
このたびの新しいお店は、伝統を大切にしなが
らも、明るくて快
適な設えで出雲
地域のお客様を
お 迎 えい たしま
す 。新 たな 装 い
の桂月堂に是 非
ご期待ください。
※写真はイメージです。

雑貨コーナー

ハンカチ、雑貨、靴下、帽子、
スカーフ
など 、移り変わる季 節にあわ せて、
ファッションに彩りを添える洋品雑貨。
ギフトにも最適です。

島根の素材、
こだわりの製法でつくる地域産品を紹介。

「地元のいいもの再発見 これね しまね」

■和菓子コーナー

※写真はイメージです。

肌触りがよく、通気性、保湿
性の優れたダブルガーゼ生
地を使用したスプリングコー
トを組み合わせて、
大人の女
性のためのソフトカジュアル
コーディネートを提案します。

■食品ギフトコーナー

〈セラビ〉

エリフェはリネン︑
コットンなど

天然 素 材 を 使ったナチュラル服 ︒

大 人 可 愛いレイヤードスタイルが楽しめる︑

雑 貨 も 人 気のお店です ︒

〈エリフェ〉

デイリーなお買い物からギフトまで︑
便 利に使っていただける
﹃ゆめタウン出雲 店 ﹄
がオープンいたします ︒

山陰初
出店

全国銘菓
百貨店で人気のお菓子を集めました。
ご自宅での憩いのひと時に、大 切な方 への
贈り物やちょっとプレゼントに華を添えます。

有機農産物の加工
品や無 添 加の食 品
など、
「 素朴ながら体
によいもの 」を県 内
全域から集めました。地域ならで
はの素材を活かした
「島根のいい
もの」
との出会いをお楽しみくださ
い。作り手による販売イベントも開
催予定です。

全国の老舗の一品か
ら、地元の銘店の味を
お届けするお菓子のセレクトショップ。
「選ぶ楽しさ」
「出会う楽しさ」
をお楽
しみいただけます。

島根・松江の
こだわり産品を買うならこちら！

八百万マーケット
玉造温泉にある地域産品の
アンテナショップ。八百万マー
ケットがプロデュースした数々
のオリジナル商品や自家製トマ
トジュースが人気です。季節
限定のギフトもおすすめです。

※写真はイメージです。

＊出店メーカー

モロゾフ・神戸 月堂・レスポワール
本高砂屋・フーシェ・メリー・ゴンチャロフ
ユーハイム・新宿中村屋

※写真はイメージです。

ギフトサービスカウンター
松江店からのお取り寄せ品などを受け
取ったり、松江店に送ったりと、便利にご
利用いただけます。

カタログギフト リンベル
全国の百貨店で人気のカタログギフト
「リンベル」。高級、高品質な品揃えで
様々なギフトシーンにお応えします。
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装いも新たに、婦人服フロ アがリニューアルオープン！
新しい出会いに ご期待ください。
アヴェニューは、売り場を移動してリニューアルオープン！
生まれ変わった
ショップに︑
ぜひご来店ください︒

2021. 2. 25 thu.

フォーマルウェア
2月2 5日（木）
2階に移設オープン！

オープン記念！
お買い上げの方に、
ハンカチ（ニナリッチ・ユキトリイ）
を
プレゼントいたします。
〈 数量限定〉

立体駐車場
連絡口

→

★

2F

PRESENT!

オープンを記念して、
お買い上げのお客様にプレゼントを
差し上げます。
（プレゼントはなくなり次第終了となります。）
■2階／婦人服フロア アヴェニュー〈直通〉
0852-55-2561（担当）飯塚・阪本

リフレッシュオープン記念・特別イベント

日本で一番長いショップの誕生─

詩仙堂 BY HITOSHI
3/11（木）リフレッシュオープン

デザイナー・ヒトシタムラ来店

トークショー
3月11日（木）

〈1回目〉
午前11時30分〜
〈2回目〉
午後2時30分〜

いにしえ美を現代感覚にアレンジし
創作するHITOSHI TAMURA、
話題の次世代ちりめんファッションを
提案するTAMURA TOMO…
二人のデザイナーの感性がぶつかり合う
新スタイルのショップが松江一畑に誕生します。
アーティスト達が繰り広げる
詩仙堂の「美」の世界を
ご堪能ください。

■3月4日（木）〜9日（火）■2階エスカレーター横 特設会場「春の装い
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リフレッシュオープンを記念し、
デザイナー・ヒトシタムラが

来店。
カナダ・バンクーバーAPECオープニングイベント

や、世界文化遺産・厳島神社、GINZASIX観世能楽
堂でのファッションショーなど伝統・歴史・格式ある舞台

で繰り広げられたデザイナー・ヒトシタムラの創作世界。
今回は、話題となった感動のシーンの再現やヒトシタム
ラ創作、松江一畑限定の手描き作品など、詩仙堂で
初めての男性モデルによる婦人服ファッションショーを

ポップアップショップ」開催

開催。笑ったり、感動したり…そんな楽しい時間を過ご
しましょう。

❶ センソユニコ 2/25（木）〜
❷ アヴェニュー 2/25（木）〜
❸ フォーマルウェア 2/25（木）〜
❹ イベントスペース 2/24（水）〜
❺ 23区 + Jプレス 2/25（木）〜
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立体駐車場連絡口
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