
TEZUKA SPOTラウンジ
（手塚治虫マンガ電子図書館）
「TEZUKA SPOT」は、Wi-Fiに
より、スマートフォンなどで手塚治
虫マンガが約200冊読み放題の
コーナーです!サロン風のラウンジ
でお楽しみください。

手塚治虫書店グッズを
ギフトで贈ろう★

GIFT
大切な人を想いながら選ぶ、きらめきギフト

わずかな振動でキラキラ輝く

［2F］イークオル千賀 

tel.058-295-2180

ダンシングストーン 
クロスフォーニューヨーク
シルバーキュービックネックレス 10,800円

ギフト
BOX
付き！

大切な人を想う気持ちを香りにした
限定フレグランス

※なくなり次第終了

［1F］ヒロセヤ・ラ・ボーテ＆アイ 

tel.058-295-2151

〈ジルスチュアート〉 クリスタルブルーム
①プロミスドラブ オードパルファン（30ｍｌ）
②ブレスドラブ オードパルファン（30ｍｌ）
各5,940円

かわいいバスグッズでツルピカ肌に♡

［2F］アバディーン 

tel.058-214-7940

バスグッズ 250円～

美脚効果のあるヒールで安定感も◎

［2F］BARNS soho street 

tel.058-295-2114

〈tehen〉 ショートブーツ 各8,532円

ラクーンファーが
華やかな
ダウンコート

［2F］クールカレアン

tel.058-213-7813

ファー付き
ダウンコート 
81,000円

目元を彩るおしゃれなメガネを大切なあの人へ

※なくなり次第終了

［2F］オンデーズ 

tel.058-215-8577

〈John Dillimger〉 セルフレーム ボストンタイプ 10,778円
〈Graph Belle〉 メタルフレーム ボストンタイプ 8,618円

セル
フレーム メタル

フレーム

浅めなので卓上でも
使いやすい！

［1F］212 KITCHEN STORE

tel.058-210-2361

〈LE CREUSET〉 
ココット・ビス（18cm） 24,840円

❶ ❷

思わず抱きしめたくなる
モチモチフワフワの触り心地

［1F］one's terrace 

tel.058-213-7170

ぬいぐるみモチフワクッション 各1,620円

あったかブーツで
寒い日も元気いっぱい！

バラをモチーフにしたデザインなど、持っているだけで気分が高まる
 『美女と野獣』の世界観をイメージしたコスメコレクション

［2F］ミキハウスマミイ 

tel.058-295-2312

〈ミキハウス〉　
ウィンターブーツ（13～16ｃｍ） 
各10,584円

かわいい動物のぬいぐるみ

［3F］ジョイハート 

tel.058-296-1075

どうぶつぬいぐるみ 3,132円～

親子で楽しめるクリスマスブック

［3F］丸善 岐阜店 

tel.058-297-7008

①新星出版社
「頭のいい子が育つ英語のうた」 2,052円
②ひさかたチャイルド
「サンタともりのなかまたち」 1,728円

ステッキでタッチすると
ライトがついて
メロディが流れ出す

［3F］ハピーランド 

tel.058-295-2317

ふしぎな★
ドリームドレッサー 
3,780円 

色柄豊富に
ご用意

［1F］BRICK HOUSE シャツ工房 

tel.058-295-2125

マフラー 3,132円～

［2F］ライトオン 

tel.058-295-2301

〈BACK NUMBER〉 
ウールルック
ダウンジャケット 
18,252円

きれいめコーデもOK！ 
温かなシンプルダウン。
ストレッチ素材と
撥水加工なので
外のレジャー
にもオススメ！ トレーニング理論から誕生した

ギアで、強いボディに

［1F］スポーツオーソリティ 

tel.058-296-5931

〈MTG〉
SIXPAD Abs Fit  
25,704円

さりげなく光る小物で
おしゃれ度UP

レコードブーム再来！
アンティーク調のプレーヤー。
数量限定です！

［2F］TAKA:Q 

tel.058-295-2287

①タイピン 5,389円
②カフスボタン 4,309円

❶

❶

❷

❷

牛革（栃木レザー）を
使用した
本格的な財布

［2F］TOM 

tel.058-295-2205

〈CUNE〉 
レザーハーフウォレット 
19,440円
※なくなり次第終了

カードと小銭も
一緒に入って
機能性も○

［2F］TASUICHI.+1 

tel.058-295-2235

〈ホークカンパニー〉 
レザーキーケース 各3,780円

［2F］エニィファム バイ クミキョクファム 

tel.058-296-1125

【レディス】
ケーブルニット 4,309円
【キッズ】
花柄刺繍ニット 2,842円
※なくなり次第終了

ほんのりボリューム袖ニットで
トレンド親子コーデ♡

KIDS’

LADIES’

トレンドのイタリアンモヘヤニットでふんわりペアコーデ♡

MEN’S

LADIES’

［2F］GLOBAL WORK 

tel.058-295-2251

【レディス】モヘヤシャギープルオーバー 4,860円
【メンズ】モヘヤニットプルオーバー 6,480円

［1F］SM2 keittio 

tel.058-294-2707

チェック柄ウールストール 4,900円

この冬トレンドのチェック柄

［2F］CANAL STREET 

tel.058-295-2188

ニット 10,152円
※なくなり次第終了

華やかなカラーが
気分も盛り上げます

［3F］メディアステーションBIG 

tel.058-296-1051

〈クマザキエイム〉 レコードプレーヤー 
5,378円 ※なくなり次第終了

［1F］ディズニーストア 

tel.058-294-8110

リップ 1,296円
リップグロス 1,404円
チーク 1,512円
※商品のデザイン、価格、発売日、

　仕様、取り扱い店舗は変更になる場合があります

※品切れの際はご了承ください

場 所

東館3F 丸善岐阜店内

場所

北館3F マーサ・ギャラリー前

アトムの顔がちりばめられたニュー
レトロな柄がポイントのまめぐい。
カラフルな金平糖入りの箱を丁寧
に包んだ一品です

まめぐい アトム星のかなた 1,490円

手塚治虫の
デスクにいつ
も置かれてい
た陶器製の
貯金箱

バンク・アトム
1,944円

取っ手部分がロケットに
なったマグカップ。アトム
の顔がフロントに、反対
面にはアトムが夜空を飛
び回る世界をイメージし
た一品
マグカップ・夜空 1,188円

マグカップ ブラックジャック
トランプ 1,620円

トランプの絵柄「スペード
のJ」を手にするブラック・
ジャックのマグカップ

［1F］ミルフローラ 

tel.058-295-2143

K18ダイヤモンドプチネックレス
（0.12ｃｔ、45ｃｍ、スライドチェーン） 各48,600円

人気のペタルチェーンを使ったダイヤモンド

取り外せる
チャーム付きの
最新電波時計
です

［1F］クロッカル 

tel.058-215-1009

〈シチズン〉 
Wicca 
レディスウォッチ
（KLD-863-11 SSG）
33,696円

モコモコ2WAYバッグ

［2F］モア ＆ パンポーラ 

tel.058-295-2277

〈ルーニィ 〉
モヘアファーバッグ 
25,920円

グランサックス別注商品です

［1F］グランサックス 

tel.058-295-2105

〈zucchero filato〉
①メッシュラウンド長財布
12,960円
②メッシュスマートフォンケース
6,264円

❶

❷

バンブー素材でＢＯＸもおしゃれ♪
色が変化するLEDライトの光にも癒されます

［1F］ルナワールド 

tel.058-295-2129

〈ルナワールド〉 
超音波アロマディフュザー
（18×13ｃｍ、タンク容量100ｍｌ） 5,000円

［1F］メガネのアイガン 

tel.058-295-2159

〈メガネのアイガン〉 
ディズニー メガネケースクロス付き
1,620円～
※一部除外品あり

おしゃれでカワイイ、
大人気のプリンセスデザイン

世界でイチバン  カワイイ
インスタントカメラ

［1F］三星カメラ 

tel.058-295-2155

〈三星カメラ〉 
超フジフイルム チェキ
instax mini8+ 各8,424円

ファーは取り外しが可能です

［1F］Green Parks fuuwa  

tel.058-213-7708

〈Green Parks fuuwa〉 
ファー付きピーコート 9,709円

お出かけのファッションポイントに♪
他にも色々なデザインの
アクセサリーがございます

［2F］アヴェニュー 

tel.058-295-2285

〈アヴェニュー〉 
アクセサリー 4,860円

神秘的な音が幸せに導いてくれるかも♪

［2F］チャウアー 

tel.058-295-2218

〈チャウアー〉 
ガムランボール各種（1個） 
5,292円～ ※なくなり次第終了

リボンがかわいい！

［2F］TANPOPO 

tel.058-295-2157

〈TANPOPO〉 
LIZ LISA ボアブーツ各4,212円

大人女子に
プレゼントしたい
ルームウェア♡

［2F］ピンキーベル 

tel.058-213-0260

〈ピンキーベル〉 
kawa-rela 
ルームウェアーツ3,132円
※なくなり次第終了

リブ編みニットのきれいな
シルエットが人気

［2F］アダ 

tel.058-295-2230

〈アダ〉 
ETERNO BELLEZZA 
リブ編みニットカーディガン13,824円
※なくなり次第終了

冬らしいもこもこ感と優しい手触り

［2F］シューラルー 

tel.058-295-2214

〈シューラルー〉 
フェイクファーショートマフラー
2,149円

トレンドのエコファーを使用した、
ミニポーチ付きトートバッグ

［2F］grove 

tel.058-296-0079

〈grove〉 
フリルハンドル
セットトートバッグ 3,229円

定番のチェック柄ストールで
冬のアクセントに

［2F］ハニーズ 

tel.058-295-2303

〈ハニーズ〉 
チェック柄ストール 
1,680円～

マシュマロの
ような素材で
着心地あったか

［2F］GU 

tel.058-215-7761

〈GU〉 
ダブルマシュマロ
フィールラウンジセット 2,685円

あったか雑貨で、おしゃれにプラス

［3F］プラスハート 

tel.058-295-2332

〈プラスハート〉 
ブークレーチェックストール、
ニットキャップ、ボーダー柄手袋 各2,484円

※ケースと
　チェーンは
　別売りです


