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12月14日（金）～24日（月・祝振）は本館・ジュンヌともに午後８時30分まで営業いたします。

■12月1日（土）
　～25日（火）FORFOR

ジュンヌ　郵便番号 260‐0028　千葉市中央区新町1001番地　電話 043（245）2111 大代表
ホームページ：https://www.junnu.jp/
営業時間：午前10時～午後8時〈１階＝エスト！バンビーノ：午前10時～午後10時30分〉
12月14日（金）～24日（月・祝振）は本館・ジュンヌともに午後８時30分まで営業いたします。

※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。  ※数量に限りがある商品がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
※写真は一部を除きイメージです。※プレゼントの数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
※％OFF表示は11月上旬以降の当店通常価格からの割引率です。※諸事情により会期・会場などが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。

ロペピクニック
ピクメモギフトキャンペーン
■12月25日（火）まで
ロペピクニックで10,000円以上お買い上げのお客さまのうち抽選で100組
200名さまに「普段できないわくわくする体験」をプレゼントいたします。

THE KISS
クリスマス限定
ペアジュエリー 
永遠の意味をもつダイヤモンドがセットされた、2パーツトップの
ペアネックレス
①レディース（40cm）：16,200円　②メンズ（50cm）：14,040円
ふたりの出会いと永遠の願いが込められたクロッシングモチーフの
ペアリング
③レディース：16,200円　④メンズ：14,040円
クリスマス限定スノードームBOX
フタを開けると、ゴールドラメがキラキラと舞う華やかな
クリスマス限定のジュエリーボックス：3,456円

ウオッチタウン
ペアでお買い上げプレゼント
・アニエス・べー マルチェロ ソーラー
ペアクリスマス限定ウオッチ
FBRD710 ・・・・・・・・・・・・・・・38,880円
FBSD710 ・・・・・・・・・・・・・・・31,320円
・クリスマスギフトラッピング無料＆メッセージ
カード付
・クリスマスギフトをペアでお買い上げのお客 
さまにウオッチタウンからクリスマスギフトを
プレゼントいたします。

Ｗｈｉｐ（ホイップ）
焼き菓子でクリスマスを祝う ～一緒に作るミニクグロフ～
■12月3日（月）～25日（火） 随時開催（約90分）
■参加費：２名分 特別価格3,000円　■ご予約：電話 043-301-4011〈直通〉
　フランス・アルザス地方の伝統的な焼き菓子で、クリスマスを祝って食べられて

　 います。ドライフルーツとバターがたっぷり入った、しっとりとした仕上がりです。

カモスキッチン
　  お2人でおトク
■12月1日（土）～25日（火）
ご本人とお連れさま、2名さま以上　
ドリンクご購入で、お買い上げ

　 合計額から100円引き
　　　　 　　　※甘酒40ml以外

マール
大切な方と一緒に
キレイを手に入れましょう
ご紹介でご来店いただいたお客さま、ご紹介者さま
共に通常価格から15％OFFにて承ります。
■電話：043-306-1788（ご予約優先）

KAIUNKAN E&E
開運POP UPブース
■12月23日（日・祝）・24日（月・祝振）
 午前10時30分～午後７時
■ジュンヌ１階＝エントランスコート
新しい年を楽しく過ごせるお手伝いを
いたします。

　　 ■10分1,080円
　　　　 ※2名さまで占いをされた方に「パワーストーン」をプレゼントいたします。

ペアリングご購入プレゼント
ペアリングをお買い上げのお客さまに「100日リング撮影
キット」をプレゼントいたします。

14＋
2点以上お買い上げでお買い得
帽子、手袋、ストールを2点以上
お買い上げのお客さまへ割引させていただきます。お気に入りアイテムのまとめ
買いに。大切な人とペアで、冬のあったかアイテムを選んでみませんか。
・2点お買い上げで1,000円OFF
・3点以上お買い上げで20%OFF
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ペアでお得

ダッシングディバ
　クリスマス ネイルキャンペーン

■12月4日（火）～25日（火）
華やかさの増す季節に、指先も華やかにしませんか。
初めてご利用の方、3,780円以上で20％OFFいたします。
■ご予約：043-307-9771〈直通〉

女性のための整体サロン パウワウ
お得なプリペイドカード
■12月15日（土）～31日（月）
施術にもグッズにもお使いいただけるプリペイドカード、さらにお得
にチャージができる感謝祭をぜひご利用ください。

加圧ビューティーテラス
クリスマス キャンペーン
■12月4日（火）～25日（火）
今年最後のビッグチャンス！短い時間で効率的・効果的な運動ができる
加圧トレーニングを気軽にお試しいただけるプランをご用意しました。
シルクサスペンション+ストレッチ（計約60分）・・・・・・・・・・・・5,000円
加圧トレーニング+筋膜リリース（計約60分）・・・・・・・・・・・・・5,000円　※初めてご利用の方
■ご予約：043-307-7488〈直通〉

アップル＆ジンジャー
クリスマス キャンペーン
①12月5日（水）～15日（土）
次回ご利用できる50円引きチケットをプレゼントいたします。
※12月25日（火）まで使用可能

②12月16日（日）～25日（火）
アップルジンジャー、アップルソーダ、Fアップルジュースをご注文の先着100名
さまに、「縫左衛門コード留め」をプレゼントいたします。 　※カラーは選べません。

ロパナジャパン アーユルヴェーダ
しっとり肌を手に入れましょう
■12月4日（火）～25日（火）
しっとりうるおうクリスマス 全身オイルマッサージでしっ
とり肌を手に入れましょう。初めてご利用のお客さま
は、アヴィヤンガコース20％OFFいたします。
　■ご予約：043-304-6871〈直通〉 パーソナルビューティーサロン トゥルース

平成最後のクリスマスをきれいな髪で
■12月4日（火）～25日（火）
プレミアムストレート ・・・・・・・9,612円
※初めてご利用の方
■ご予約：043-307-3397〈直通〉
トゥルース20周年を記念して大抽選会を実施して
おります。施術2,000円以上ご利用でハズレなし
の抽選券を差しあげます。
■12月31日（月）まで

ドゥ・セー
冬のお買い物キャンペーン
■12月31日（月）まで
期間中ショップスタンプが２つ貯まると次回ご利用いた
だける500円割引チケットを差しあげます。

高野縫製 縫左衛門
お買い上げプレゼント
■12月10日（月）～25日（火）
10,800円以上お買い上げで、
「２階＝アップル＆ジンジャー
1杯無料チケット」をプレゼ

　 ントいたします。

デンタルオフィス 零
ホワイトデンタルクリスマス
■12月4日（火）～25日（火）
気になる銀歯を白いセラミックの歯にチェンジング。アンチ
エイジング効果も期待できます。
■料金：29，800円から　■ご予約：043-244-2100〈直通〉

ミス・パリ／ダンディハウス
クリスマス限定セット
ミス・パリ／ダンディハウスのトラベルセットと食養（サプリ
メント）をセットでお買い上げの方に、お好きなフェイシャル
orダイエット技術のフルコースを5,400円で受けられる
特別チケットをプレゼントいたします。
■セット価格：ミス・パリ・・・・・・・・・21,830円～22,140円
　　　　　　 ダンディハウス ・・・・18,360円～20,520円

ベリーズ
期間限定メニュー
■12月14日（金）～
24日（月・祝振）
大人の
ガトーショコラ
いちごクレープ
・・・600円

楽天モバイル
スマートフォン画面コーティング
■12月4日（火）～31日（月）
今人気のスマホコーティングサービス 通常
3,240円を2,160円にてサービスいたします。
フィルムを貼らないので見やすさが変わら
ないコーティングサービスをこの機会にお試
しください。

レザー専門店「ニチワレリューム」
期間限定ショップ
■11月20日（火）～12月20日（木）
※最終日は午後５時まで

厳選した革を扱うレザー専門店が初出店。革の買い
付けから企画・販売まで一貫体制で、高品質かつ
リーズナブルプライスを実現。レディース・メンズの
ジャケット、ブルゾン、コートなど充実の品ぞろえです。

はらぺこあおむし
わくわくガーデン
■12月27日（木）～1月14日（月・祝）
※最終日は午後6時まで 

はらぺこあおむしのカラフルでかわ
いい世界観をイメージした会場には、
知育玩具から大人も使える雑貨まで、
たくさんのグッズがそろいます。

TM & © 2018 Eric Carle LLC.
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ジュンヌ４階＝ジュンヌコート

ドリンクプレゼント
■12月4日（火）～25日（火）
会期中、ペアでご来店いただき、3,240円以上お買い上げの
先着250組500名さまに「ドリンクチケット（２名さま分）
引きかえ券」または「ドリンク（２名さま分）」を差しあげます。
※ユニクロは対象外となります。

LINE@抽選会
■12月4日（火）～25日（火）
■お渡し場所：ジュンヌ２階＝コトコト コワーキングスペース
そごう千葉店LINE＠友だち限定で、抽選で100名さまに「入浴剤」をプレゼントいたします。
友だち追加は右記２次元バーコードからご登録ください。　※当選数に達し次第終了とさせていただきます。

シューティングスポット撮影＆Twitter 投稿キャンペーン
■12月4日（火）～25日（火）
そごう千葉店ジュンヌ公式Twitterアカウントをフォローし、ジュンヌシューティングで撮影した写真を「＃ジュンヌクリスマス」をつけて
ツイートしていただいた方の中から、抽選で20名さまに人気の韓国コスメ・ラブリーコスメの「フェイスパック」をプレゼントいたします。
※当選のご連絡は１月中旬ごろとなります。
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アーバン
リサーチストア

ラ・メゾン アンソレイユターブル
クリスマス限定メニュー
■12月21日（金）～25日（火）
　　 クリスマス限定タルト「タルト・フレーズ」
　　 ・・・・・5,240円（サイズ：直径約16cm）

クリスマスギフト
ラッピング＆
配送料無料キャンペーン
■12月25日（火）まで
期間中、通常有料のクリスマスギフト
ラッピング＆配送料を無料でサービス
いたします。

お２人でスイーツ作り

① ② ④

③

ペアでクリスマスペアでクリスマス

自分へのご褒美



タクティブ千葉
こども卓球体験会
■12月1日（土）・8日（土） 正午から約1時間
ラケットの握り方から始める体験会です。未経験
のお子さま大歓迎！
■対象：小・中学生 ※上履きをご持参ください。
■参加費：1,080円（ラケットレンタル無料）
■定員：各日6名さま
クリスマス卓球ナイト
■12月15日（土） 午後６時～８時
卓球はもちろん、ドリンクやフィンガーフードを片手にお楽しみいただけます。
■参加費：540円（別途料理代をいただきます）
■お問い合わせ・ご予約：043-215-7972〈直通〉

レゴ®スクール

■12月24日（月・祝振） ■ジュンヌコート
楽しく夢中になって取り組むことで、プログラミング的思考を自然に育みます。
①スペースジャーニー
■午前10時30分～午後12時３０分
■参加費：31,860円（ブロックキット代込み）
■対象年齢：年中～小学１年生
②ファンライドパーク
■午後２時～５時
■参加費：35,100円（ブロックキット代込み）
■対象年齢：小学２年生～４年生
■定員：各回親子8組さま
■お問い合わせ：043-441-4570〈直通〉

キャスキッドソン
おうちで楽しむクリスマスギフト
ハッピーなクリスマスのための、テーブルアイテムや
ウエアなどを期間限定でご紹介しております。

クリスマスキャンペーン
■12月25日（火）まで
期間中、5,400円以上でお買い上げで通常有料の
ギフトボックスを無料サービスいたします。
①プレート2枚セット・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
②ナイトウエア クリスマス・・・・・・・・・・・・6,480円
③ボックスドマグ クリスマスガード・・・・2,160円
④スリッポン スケッチブックドッグ・・・・・4,536円

エメフィール
キャラクタールームウエア
今年の冬は親子であったかもこもこ
スヌーピー
キッズ　上下セット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,804円
レディース パーカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円
レディース ショートパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・3,132円
対象商品をお買い上げのお客さまに限定デザインショッピングバッグをご用意
しております。　※数に限りがございます。くわしくは係員におたずねください。

スターバックス® コーヒー
クリスマスにおいしいコーヒーを
お愉しみください
■12月8日（土）・19日（水）
　各日午前10時～正午
クリスマス気分を味わって、お客さまのお好きなコー
ヒーを見つけていただけます。
■定員：各日４名さま　■参加費：3,240円
※スターバックスコーヒーのWEBサイトからご予約ください。

この季節だけのスターバックスクリスマスブレンドが今年も登場
・スターバックス®クリスマスブレンド
・スターバックス®クリスマスブレンドエスプレッソロースト
・スターバックス®クリスマスブロンドロースト・・・・・・（１袋、250g入）各1,544円
※なくなり次第終了とさせていただきます。

ア・デペシュ
こたつフェア
■12月9日（日）まで
こたつテーブルとこたつ布団をお買い上げで
「オリジナルマルチカバー」をプレゼントいた
します。
みんなでゲームを楽しみましょう
クリスマスや年末年始に家族や仲間で楽し
める、ヨーロッパの珍しいボードゲームや
パズルゲームをご紹介いたします。

ミュゼオ ボタニカ
おうちでクリスマスディスプレイ
本物のモミの木を飾って、今年は本格志向のクリス
マスを祝ってみませんか。大小各種サイズのモミの
木を取りそろえています。

シクラメン販売会
■12月4日（火）～10日（月）
■本館１階＝駅側正面口特設会場
地元成田の育種家高橋康広さんの育てるプレミアム
なシクラメンを中心に、年末年始のギフトにもおす
すめなシクラメンを多数品ぞろえいたします。
■お問い合わせ：043-304-5123〈直通〉

メイカーズベース千葉
親子で藍染め 
■12月8日（土）
　午前10時30分・午後１時・３時（約60分）
お好きなアイテムをご持参いただき、染め方を
学んでいきます。
■講師：新島大吾（認定伝統工芸士）
■参加費：3,780円（親子2名さま分・染料代込み）
■定員：各回5組10名さま
■お問い合わせ：043-441-3300〈直通〉
※くわしくはお問い合わせください。

パーソナルオーダー

■12月14日（金）・15日（土）
　午後１時・４時（約60分）
データを取り込んで刺しゅうを入れたオリジナル
アイテムを作ろう！自分で描いたメッセージや
ワンポイント画をデータに取り込み、ハンカチ
やミニトートバッグへ刺しゅう。お子さまへの
クリスマスプレゼントや大切な方へのギフトを
作りましょう。
■参加費：1,620円から（材料費込み）
■定員：各回先着2名さま
■お問い合わせ：043-215-8538〈直通〉

ムラサキスポーツ
お子さまにおすすめ
最新モデルは簡単に取り付けることができる「ペダルユニット」付き。
従来のランニングバイクモードから長くお使いいただけます。
ストライダー 14X（フォーティーンエックス）・・・・・・・・26,460円
［対象年齢：３歳半～７歳くらい］
3in1形が変わる！（サドル付き・無し、キックボード）、照明ライ
ト、コントロールバー（操作棒）が付き、お楽しみいただけます。
mini2go DELUXE plus（ミニトゥーゴーデラックスプラス）
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,800円
　　　［対象年齢：1.5歳以上］

①

②

クラフトハート
トーカイ
クリスマスプチギフト作り
■12月1日（土）～25日（火）
人気のハーバリウムや、クリスマスカラーのビー
ズやパールを詰め込んだクリスマスチャームを
つくります。（予約不要）
クリスマスハーバリウム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円（材料費込み）
クリスマスシャカシャカチャーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円（材料費込み）

東京西川 シエスタリア
快眠を誘うアロマスプレー作り
睡眠のお悩みに合わせたオリジナルの香りをお作
りいただけます。クリスマスギフトラッピングをサー
ビスいたします。（予約不要）
■参加費：1本540円

16の
小さな専門書店
オリジナル絵本作り
■12月16日（日）
①午前10時30分 ②午後２時（約120分）
出版も手がける絵本専門店のスタッフが、絵本
の作り方を楽しく教えます。７色の画用紙の絵
本台紙に、布やリボン、シールなどをコラー
ジュして作ります。テーマは「鳥と旅する７つ
の世界」です。
■定員：各回先着8名さま ※小学４年生以下は要保護者同伴
■参加条件：年長以上　■参加費：2,300円　■お問い合わせ：043-306-6781〈直通〉

メイカーズベース千葉
手作りクリスマスアクセサリー
「金継ぎで作るグラスピアス／イヤリング」
■12月15（土）・16日（日） 各日午後1時・午後４時
金継ぎの技法で、飴のようなグラス素材を組み合わ
せてピアスまたはイヤリングを作ります。光をまとう
と色味が引き立ち、ステンドグラスのように輝きます。
■参加費：4,320円 ■定員：各回5名さま

「二人でつくるリング／バングル」
■12月22日（土）～24日（月・祝振）
カップル・母娘・友人など、２人で相談しながら作れ
ます。素材はシルバーまたは真ちゅうから選べます。
サイズをはかるところから始めて、専用の道具で仕上
げます。
■参加費：（各2名さま分、材料費込み）
　　　　  バングル/シルバー ・・・・・・・・・10,800円
　　　　  バングル/真ちゅう・・・・・・・・・・9,720円
　　　　  リング/シルバー・・・・・・・・・・・8,640円
　　　　  リング/真ちゅう・・・・・・・・・・・・7,560円
　　　　■定員：各日先着7組さま
　 　 　

ハセベカメラ
クリスマステンプレートを使った
フォトフレーム作り
■12月1日（土）～25日（火）
スマホやデジカメの画像で作ります。
お好みのクリスマステンプレートには
め込んでプリント、専用フレームに
セットして完成です。（予約不要）
■参加費：1枚1,000円

アダム エ ロペ ル マガザン
クリスマスマーケット
■12月25日（火）まで
ル マガザンが提案するクリスマスギフトにおすすめ
のアイテム。お菓子やテディベア、クリスマスシーズン
を彩るインテリアアイテムまで幅広くご用意しており
ます。

タラナ
クリスマスポストカードを
プレゼント
お買い上げの方に先着でクリスマスポストカードを
プレゼントいたします。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

アイプリモ
期間限定 ウインターフェア 
■12月31日（月）まで 
会期中、特別価格にてご提供いたします。
※くわしくは売場スタッフまでお問い合わせください。 

クリスマススペシャルBOXプレゼント
※数量限定のため、なくなり次第終了いたします。

パパブブレ
クリスマス限定商品
■12月25日（火）まで
毎年人気のクリスマスミックスキャンディー。
今年は限定フレーバーに「レモンジンジャー」
と「アップルジンジャー」が仲間入り。

クリスマスミックスキャンディー
袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
ジャー（S） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円
ジャー（M）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円
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3階 1階
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セシルマクビー
ギフトラッピング
無料サービス
■12月25日（火）まで
ギフトにおすすめのアイテムを多数
ご用意いたしております。

2階

スパイラルガール
ギフトラッピング
無料サービス
ギフトにおすすめのアイテムを多数ご用意
いたしております。

2階

ママズスマイル
お子さまといっしょに
クリスマスカードを作りましょう
■12月15日（土）～25日（火）
お預かりしたお子さまと一緒にクリスマス
カードを作り、ママ・パパにプレゼントいたし
ます。参加費・材料費は無料です。
■電話：043-301-6258〈直通〉
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3階

3階

3階

3階

1階

3階

3階

4階

3階

4階

地階

■お問い合わせ：043-441-3300〈直通〉

③
④

親子サイエンス＆プログラミングキャンプ2018

おこさまの未来をひらくFORFOR クリスマスの過ごし方
ジュンヌからのおすすめ

FORFOR おすすめ手づくりギフトFORFOR FORFOR

クリスマスプレゼントにおすすめ
刺しゅうをいれてオリジナルアイテムを作りませんか

ジュンヌおすすめギフト

　　　

※画像はイメージです


