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サイズ調整可能でギフトにぴったり！　
カーキ・グレー・ブラックのカラー展開で、
冬コーデのワンポイントに使えるハットです。
カップル、友人とのペアコーデにも素敵

スタンレー真空スイッチバック　
3,200円（税別）

熊野筆
ハートのチークブラシ

3,000円（税別）

カリーノ下通12周年アニバーサリーでは、各ショップと蔦屋書店がコラボして

特別なギフトをご用意しました。ショップ一押しのギフトアイテムに、蔦屋書店員が

ぴったりの本をセレクト。本によって知識が深まり、新しい発見があるかも！ 

今年のギフトはモノだけでなく“ワクワク”も一緒に贈りませんか？

冬ファッションのマスト小物
ハットがあれば絶対おしゃれ！

老舗メーカーなら外れナシ
本物志向のあの人へ

創業100年を超える老舗メーカーの真空耐熱
マグ。軽量・スマートサイズでデイリーユースに
活躍し、男女ともにお勧め！

言わずと知れた熊野筆のメイクブラ
シ。山羊毛を使用しやわらかくコシも
あり、年代問わず愛され続けています

カリーノ下通12周年アニバーサリー 館内に「贈る」があふれます!!

世界に一足だけのオーダーシューズ。
革の種類や靴底、中敷きに至るまで
熟練の職人が細かく打ち合わせ
ながら作ってくれます

パターンオーダーシューズ
37,000円～（税別）

セイコー「ルキア」から今年もクリ
スマス限定が登場！　デザイン性
のあるアラビア数字とカラースワロ
フスキーが気分を高めてくれます

ルキア
クリスマス限定
58,000円（税別）

ブレンドしていないシングルオ
リジン（単一農園）の風味豊か
なスペシャルティコーヒー。貰っ
て嬉しい3種類のギフトセット

コーヒー豆ギフトセット 
2,315円（税別）

しろくまが作るホットケーキ
があまりに美味しそうで、
読むたびに食べたくなる、
大ベストセラーの絵本
しろくまちゃんのほっとけーき　
800円(税別）

19７０年代から
読み継がれてきた絵本

九州パンケーキ
ギフトセット 
2,621円（税別）

パンケーキでHAPPY＆ＳＭＩＬＥＹ

コーヒー好きは
もちろん、苦手な人も
うならせる
厳選豆！

九州パンケーキ4種（プレー
ン、バターミルク、ベジタブ
ル、さつまいも）と日向夏ま
たはあまおうのシロップの
セット。料理好きなママ友も
お子様も大喜び！

あなたの“贈る”を応援します

「良い靴を履くと素敵な
場所に連れて行ってくれる」
相手の幸せを願って贈る一足！

話題の「ハズキルーペ」登場!
老若男女にツカえます

対象商品のみ
Tポイント2倍
（12/25まで）

売り切れ
次第終了！

毎日仕事や家事を頑張ってい
るあの人に！ 1枚でボディケ
アやリフレクソロジーなど20
分のコースを受けられます

ギフトカード 
2,000円（税別）

癒しのプレゼントで
感謝を伝えて

ロールペンケースと名刺入れのギ
フトBOX。通常5,498円が先着
50名様限定で5,000円。さらに
ギフト用ラッピングもサービス！

クリスマス
ギフトセット
5,000円（税別）息をのむ絶景や美しすぎる装

飾など世界のカフェ＆レストラ
ンを紹介。各国のコーヒーを
飲みながら楽しめる一冊
世界の個性派カフェ＆レストラン 
1,800円(税別）

一度は行ってみたい！
世界の個性的すぎるお店

NOEL -ノエル-
695円（税別）

クリスマス気分を
高める、数量限定
パッケージ！

毎年大人気！　クリスマススイー
ツにぴったりのダークローストの
コーヒー豆。ミルクや砂糖と合わ
せれば、甘～い香りとビターな味
わいがお口に広がります

ビジネスシーンに大活躍
牛本革専門店ならではのプライス

エンゲージリング、マリッジリングが定価
の10％オフ、ダイヤモンドネックレスプ
レゼントなどブランドごとにさまざま
な特典を用意！

ブライダルリング　オープン価格

オリジナルギフトセット　
5,260円（税別）
アユーラの入浴剤2本・ヘアミ
スト、プレディアのボディミルク
を組み合わせた人気のギフト♪

女性へのギフトならコレ！
     年代問わず喜んでもらえます

先着
50名様
限定価格

プロポーズを考えている彼、
結婚を控えているカップルへ

※11/30（水）までに特典チケットを
　お渡しさせて頂いた方限定

写真提供：
I-PRIMO

1万円以上
購入で

500円オフ付
メンバーズカード
プレゼント

対象商品
に限り
20％オフ！
（12/25まで）

11月26日（土）・27日（日）2日間だけ！
特別に
ポイント
1F/クロノスのみポイント10倍!!2倍!!

ギフトに迷ったら
クリスマス限定品！

30代ダメ男とロボットが繰り広げる切
なくてカワイイ友情物語。ベルリン国際
映画祭で「映画化したい一冊」に選出
ロボット・イン・ザ・ガーデン　850円(税別）

精密機械好きにお勧めの小説

世界のことわざや慣用句を、感性あふ
れる文と絵で紹介した一冊。見た目もか
わいく、ギフトと一緒に贈るとGood! 
誰も知らない世界のことわざ　1,600円(税別）

世界のユニークなことわざ自分の身体にコンプレックスだ
らけだった倖田來未がたどり
ついた33の小さな習慣とは？
倖田來未流 美ボディの習慣　
1,400円(税別）

倖田來未流の
身体の磨き方

時候のあいさつやほめ方、クレー
ム処理まで、覚えておきたい秘密
のフレーズ事典。ちょっとした違い
で印象は変わります！
できる大人のモノの言い方大全 1,000円(税別）

仕事をがんばるあの人へ
一生ツカえるフレーズ！

靴磨きの基本から、トラブル対処まで分かりやす
く解説。一家に一冊は欲しいハウツー本です
靴磨きの本　1,300円(税別）

お気に入りの靴と１０年付き合うためには…！

女性バリスタ・切間美星が鮮や
かに謎を解くミステリー小説。
コーヒータイムを楽しみながら
読みたい一冊
珈琲店タレーランの事件簿5　
660円(税別）

コーヒーによく合う
推理小説

女性が輝くために
共感できる珠玉のコトバ
88歳の現役ファッションモデル
「ダフネ・セルフ」の自伝エッセイ。
今日の自分を好きになれる方法
を教えてくれます
人はいくつになっても、美しい　
1,300円(税別）

ギフト＆ブックを展示

今回ご紹介したギフト＆ブッ
クのコラボ商品は「蔦屋書
店」１階催事場（三年坂側）
に展示されます。ギフトを手
にしたり本を眺めたり…。
「あの人には何を贈ろう」と
想像を膨らませて！

メッセージを贈る

「カリーノ下通12周年アニバーサリー」では様々なイベントを企画中です。詳細はHPをチェック、随時更新！

期間中、ギフトを購入いただいた方
にメッセージカードをプレゼント。
メッセージをカードにしたためて、プ
レゼントに添えば、きっと特別なギ
フトになるはずです。
カードは蔦屋書店・各ショップで会
計時にお渡しします

死んだあとモノになって大切な人の近くにい
られるとしたら…。歌人だから書けた、短く美
しい言葉で紡がれた切なくも優しい短編小説
とりつくしま　600円(税別）

大好きな人に
今すぐ会いたく
なる本

100年以上にわたる３６5日の出来事を１日あ
たり１冊にまとめた本。誕生日や記念日など、
大切な人の「ある日」を探して贈ってみては！
DAYS Book 365　1,800円(税別）

大切な人に贈る「今日は何の日？」

ビームスのレーベル「フェニカ」のディレ
クターが見出した匠の世界。衣食住べつ
に日本の職人技が紹介されています
ニッポン最高の手しごと　1,400円(税別）

モノづくり大国ニッポンの技アウトドア好きな人たちの「好き
なモノと暮らす部屋」をまとめた
完全保存版の一冊。真似したくな
るヒントがいっぱい！
別冊 GO OUT「GO OUT Livin’」
1,500円(税別）

自分らしくこだわった部屋

ギフト購入で
ドリンク１杯
（Ｓサイズ）
サービス

（12/25まで）

ミドルブリム フェルト
中折れハット 5,900円（税別）

ワンダーハニー
蜂蜜の森のハンドクリームギフト 
1,800円（税別）
大人気のハンドクリーム6種がギフトセットで登場！　
ミニサイズで持ち運びに便利。
気分によって香りも選べます
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il Bigu
イルビグ2F AND COFFEE BREWERS

アンドコーヒーブリュワーズ2F

Raffine
ラフィネ2F

DICE factory
ダイス ファクトリーBF 九州パンケーキ

Kitchen1Fカルディ
コーヒーファーム1F ビジネスレザー

ファクトリー1F

レイ＆トゥエルヴ
コンシェルジュBF

polcadot
ポルカドット2F @cosme store

アットコスメストア2F

Khronos
クロノス1Fmuchcolor glasses

マチカラグラスBF

※一部キャンペーン
対象外のショップもあり

大人の塗り絵ブームの火付け
役となった塗り絵ブック。緻密
で美しいお花の線画が特徴
です。24色・色鉛筆もセットに
ひみつの花園 花いっぱいのぬりえ
ブック2,800円(税別）

ルーペがあれば
細かな塗り絵も楽しめます

ハズキルーペ
10,167円（税別）
コンタクト・眼鏡の上から掛け
られる眼鏡型のルーペ。小さ
い文字はもちろん、ブルーライ
トカットレンズでパソコンや
ゲームから目を守ってくれます


