
奈良県教職員互助組合会員の皆さまの
マイページはこちら

奈良県教職員互助組合
会員の皆さま

「奈良県教職員互助組合会員の皆さま」
会員登録ありがとうございました！

※読み込み時に画面が白くなる場合
は、アプリのカメラが連動されていま
せんので、お持ちのスマートフォンの
設定より、近鉄百貨店アプリのカメラ
使用を許可にしてください。

奈良県教職員互助組合会員
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奈良県教職員互助組合会員の皆さまへ

ダウンロードとさらに

　「マイぺージ」 に

   ご登録いただくと



※近鉄百貨店各店（上記の店舗）の各売場でご利用いただけます。※各店のレストラン・喫茶、一部専門店、本店（あべのハルカス）「ソラハ」「ソラハ・メン」「kodomoの街（専門店ゾーン）」「ブライダルゲート」、Hoop（フープ ※ディーゼルのみ
10％引）、and（アンド）、上本町YUFURA（ユフラ）、ならファミリー専門店・イオンスタイル奈良、生駒店の専門店、和歌山MIO北館でのご優待は除外といたします。※一勘定につき本体価格3,000円以上のお買物にご利用いただけます。
（和歌山店・四日市店はご優待条件が一部異なります。） ※近鉄クレジットカード（外商カード）、現金、近鉄グループ商品券および全国百貨店共通商品券、近鉄ギフトカードおよび百貨店ギフトカードを代金のお支払いにご利用ください。

本店（あべのハルカス）では
※期間中、新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で、営業時間を変更する場合があります。 ※営業時間はホームページ等でご確認のうえ、お越しください。

掲載の情報は各店でのご提案・特集の一例です。

係　員

特別ご優待会外商部お得意さま

3月3日（金）→12日（日）

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。

◎3月1日（水）→7日（火）
◎タワー館5階イベントスペース
※この催しは特別ご優待会と期間が異なります。

春の新生活準備＆快眠をテーマに、おうち時間を楽しむ上質家具から快眠ベッドを特集。

◎3月3日（金）→12日（日）
◎タワー館7階「ジェントリーテーラーアベノ」

〈アクアスキュータム〉
スプリングコートコレクション

〈紳士服イージーオーダー〉
外商部お得意さま 春のご奉仕会

春のリビングフェスティバル／春の快眠フェア

　 近鉄の大振袖展

レンタル振袖 ご予約承り会

5％～20％OFF
このチラシまたは近鉄クレジットカード（外商
カード）、近鉄百貨店アプリの会員証画面
（外商）を売場係員にご提示ください。
ご優待価格で販売させていただきます。 
※一部除外品がございます。

定番のトレンチコート、ステンカラーコートに加えて
この春は同素材のショートコートが新登場。

ブランドを代表するコレクシ
ョン「チャンス・オブ・マイライ
フ」をはじめ、人気のジュエリ
ーを多数ご用意。

老舗ブランドの趣
あふれる逸品振
袖からこだわりの
振袖までを一堂
にご紹介。

華やかな雰囲気を演出してくれる、ジュエリーのつい
ためがねフレームを一堂に。
20％引で承ります。

〈モーブッサン〉フェア
◎3月3日（金）→12日（日）
◎タワー館11階宝石サロン

◎3月15日（水）→19日（日）
◎ウイング館8階近鉄アート館
※この催しは特別ご優待会と期間が異なります。

ジュエリーめがねフレーム特集
◎3月3日（金）→12日（日）
◎タワー館11階めがねサロン

特別ご奉仕品
お仕立付
振袖3点セット
振袖、帯、長襦袢
【各日限定数10】
330,000円

※すべてお仕立上り価格です。
※サイズにより一着分取れない場合がございます。
詳しくは売場係員におたずねください。

〈田中優子〉振袖 
638,000円

ルビー入めがねフレーム
婦人用、チタン
148,500円 #20

※写真は
イメージです。

　 西田俊英 日本画展 ～青きしるべ～予告

1 6
月

16
木

15
水

22
水

7
火

2
木
3
金
4
土

13
月

20
月

5
日

14
火

21
火・祝

8
水
9
木
10
金

17
金

24
金

11
土

23
木

18
土

25
土

27
月
28
火
29
水
30
木
31
金

12
日

19
日

26
日

3/
水

上本町店 3月8日（水）→14日（火）
奈良店・生駒店 3月1日（水）→7日（火）

和歌山店
3月3日（金）→5日（日）

和歌山店
3月17日（金）→21日（火・祝）四日市店

3月8日（水）→12日（日）

橿原店
3月10日（金）→12日（日）

橿原店
3月22日（水）→26日（日）

本店（あべのハルカス） 3月3日（金）→12日（日）

奈良店・生駒店
3月29日（水）→4月2日（日）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
日本藝術院会員として日本画壇をけん引
する西田俊英先生の近鉄百貨店初個展。

2023年 近鉄の五月人形
◎3月3日（金）→12日（日）
◎タワー館11階
　節句人形売場

◎3月22日（水）→28日（火）
◎タワー館11階美術画廊
※最終日は午後4時で閉場。
※この催しは特別ご優待会と期間が異なります。

西田俊英「渓流」 6号F  3,300,000円
同時開催

成人式振袖23点レンタルプランを多彩にご用意。
ご成約特典もございます。

〈貴守〉兜平飾りセット
間口60×奥行40×高さ53㎝
206,800円 #20

ギャラリートーク
◎3月26日（日） 午後2時～（予定）

略礼スーツ 55,000円
三ツ揃スーツ 77,000円
2パンツスーツ 88,000円

トレンチコート 165,000円 #15

■春の新作〈カリモク〉家具特集 ◎ウイング館9階催会場 ※最終日は午後3時で
閉場。

■春の快眠寝具特集 ◎タワー館10階ねむりきれいサロン・寝装品売場
座る方それぞれのジャストフィットを目指した
究極の無反発構造リクライナー。

■電動ベッド特集
独自のパーフェクトスリープシステムによる
“無重力睡眠”で快適な眠りをお届けします。

①〈ドマーニ〉リクライナー
Mサイズ 総革張り
幅95×奥行89～123×高さ86～107㎝(座面高さ43～49㎝)
627,000円 #10
Sプラスサイズ 総革張り
幅95×奥行86～117×高さ79～97㎝(座面高さ40～46㎝)
605,000円 #10
Lサイズもご用意。 就寝中に背中をまっすぐに伸ばし、独特の

三層構造により安定した寝姿勢でしっかり
サポートします。
⑤〈ロマンス小杉〉ロマンスエコー
95×205×9㎝、側地：ポリエステル100％、
中素材：ポリエチレンフォーム/ウレタンフォーム
77,000円 #20

②〈テンピュール〉電動リクライニングベッド
シングルサイズ、幅97×奥行195×高さ57㎝、マットレス：テンピュール®プロプラスミディアム、電動フレーム：Zero-Gコンフォート
561,000円 #15

①
④

③

②
⑤

◎3月8日（水）→13日（月） ※この催しは特別ご優待会と期間が異なります。

★期間中、〈西川〉のエアーマットレスをお買いあげの方は「配送料無料」で
承ります。 ※一部除外品がございます。詳しくは売場係員までおたずねください。

強くたくましく育ってほしい。
お子さまの成長をたくす
五月人形を多彩にご紹介。

午前10時～午後6時 
※最終日は午後5時で
閉館。

◎タワー館11階呉服売場 午前10時～午後6時 
※最終日は午後5時で閉場。

予告

相反する柔軟性と弾力性をかなえる
ハイブリッド4層構造＋１。
〈西川〉エアーSX サイクロン内蔵三つ折タイプ
③レギュラータイプ 幅97×長さ195×厚さ11㎝ 231,000円 #10
④ハードタイプ 幅97×長さ195×厚さ11㎝ 253,000円 #10
側地：表地/ポリエステル100％、側面：裏地/ポリエステル65％・綿35％、
詰めもの：ウレタンフォーム・エアーサイクロン（ポリエステル100％）

奈良県教職員互助組合員
の皆様

法人外商第１部
　外商第１課
　　　宮
　　11105



3月8日（水）→14日（火）上本町店では

3月1日（水）→7日（火）、3月29日（水）→4月2日（日）

3月10日（金）→12日（日）、3月22日（水）→26日（日）

紙の削減による自然環境保護推進の取組みの一環として、「外商部お得意さま特別ご優待会」のお知らせを、従来のご請求書の封入物、ハガキなどから、
順次「近鉄百貨店アプリ」へと移行させていただく予定でございます。紙の使用量を削減する取組みにご理解、ご協力をお願いします。

詳しくは、外商係員または
ホームページでご確認ください。

●外商部お得意さま限定ご招待の催しや、
　お得な情報を配信。

近鉄百貨店アプリ登録で30　 マイル、
さらに初回カード登録で15　 マイルを
プレゼント！
※　 マイルはアプリ内で抽選ができるアプリポイントです。

◎3月1日（水）→7日（火）
　3月29日（水）→4月2日（日）
◎奈良店地階精肉売場
　「たくみ亭」

◎3月1日（水）→7日（火） ◎奈良店1階～5階 各売場

◎3月3日（金）→5日（日） 各日午前10時～午後7時
◎奈良店5階美術画廊
※最終日は午後5時で閉場。

◎3月4日（土）
午前10時～午後6時
◎奈良店3階「カフェマフォン」

1日限りの特別企画特別企画

〈たくみ亭〉
対面コーナー牛肉20％引

珊瑚ジュエリーをメインに珊
瑚美術工芸品、帯留などの和
装装飾品も数多くご用意。

ブライトニングキット
16,280円～18,150円 #10

◎3月25日（土）【1日限り】
◎橿原店3階喫茶
　「コロニアルティーガーデン」
午前10時～午後5時

珊瑚フェア

春のファッション祭外商部お得意さま
特別ご招待

★期間中、「バストケアBra」を
含む16,500円以上お買いあげの
方に粗品をご用意。
※数に限りがございます。

★期間中、55,000円以上お買いあげ
の方にノベルティーをプレゼント。

◎3月8日（水）→14日（火）
◎上本町店1階化粧品売場

〈イプサ〉スプリング
スキンケア コフレ

3月7日(火)発売の限定キットを
ご紹介いたします。

対面コーナーにて牛肉3,000円以
上お買いあげで20％引いたします。
※セール品など一部除外品がございます。
※このチラシまたは近鉄クレジットカード（外
商カード）、近鉄百貨店アプリの会員証画面
（外商）を「たくみ亭」にてご提示ください。

つけるだけで
重力によるバ
ストの皮膚の
伸びを抑え、
バスト本来の
形をキープす
るブラの新色
をご紹介。

◎3月29日（水）→4月2日（日）
◎奈良店2階「ワコール」

新色登場！〈ワコール〉
「バストケアブラ」

◎3月1日（水）→4月25日（火）
◎奈良店5階アートギャラリー
※この催しは特別ご優待会と期間が
異なります。

近鉄の
五月人形販売会

初節句を迎えられるお子さま・
お孫さまの健やかな成長を願
って飾る五月人形を多彩に取
揃えました。

〈平安武久〉兜平飾りセット
間口50×奥行55×高さ48㎝
308,000円 #20

①姫珊瑚K18YGペンダント
②姫珊瑚K18PGペンダント
いずれもダイヤ：0.03ct、長さ45㎝
各297,000円

エジプト製
ウイルトンカーペット
ポリプロピレン100％、200×250㎝
138,600円マシュマロガーゼパイピング

レディスパジャマ
24,200円 #20

バストケアBra 6,490円から

※写真はイメージです。

※写真は
イメージです。

◎3月10日（金）→26日（日）
◎橿原店3階婦人服売場
　「レリアン」「レリアンプラスハウス」
※この催しは特別ご優待会と期間が
異なります。

◎3月1日（水）→12日（日）
◎橿原店5階
　タオル・バス用品売場
　「ウチノバス＆リラクゼーション」
※この催しは特別ご優待会と期間が
異なります。

Lelian,TheWeek
SPRING2023

◎3月8日（水）→13日（月）
◎橿原店6階催会場
※最終日は午後3時で閉場。
※この催しは特別ご優待会と期間が
異なります。

春のリビング
バーゲン

タオル・バス用品売場
リニューアル記念
特別ご優待会

この春、55周年
を迎える〈レリ
アン〉から春の
装いをご提案。

売場のリニュー
アルを記念して
〈UCHINO〉
ガーゼウエアを
20％引で承り
ます。

遊び毛の
出にくい、
摩擦に強
いヒートセ
ット加工の
カーペット
をはじめ、
多彩に。

大森暁生
「Dragon in the frame」
35×60㎝、15/50、ブロンズ（保証書付）
693,000円

◎3月24日（金）→26日（日）
◎橿原店5階美術サロン
午前10時～午後5時
※最終日は午後3時で閉場。

絵画名作
セレクション

日本と海外の有名巨匠作家の
作品を中心に、日本画・洋画・
現代アートを厳選して展覧。

スプリング
コート
97,900円 #5
ニット 51,700円 #5
パンツ 42,900円 #5

◎3月8日（水）→14日（火）
◎上本町店2階婦人服売場

〈モラビト＆
オースチンリード〉
春の新作

インポートタフ
タでつくり込ん
だユーティリテ
ィーアウター。
春映えカラー
で魅せる上質
な大人カジュ
アルスタイル。

パターンオーダー
紳士スラックス
49,500円から #20

◎3月8日（水）→14日（火）
◎上本町店5階「エミネント」

〈エミネント スラックス〉
パターンオーダー
春夏もの受注会

春夏ものの生地が揃いました。ぴ
ったりサイズのスラックスを、ご注
文から約2週間でお渡しします。

「清潔家族」羽毛掛ふとん
88,000円 #20

◎3月8日（水）→14日（火）
◎上本町店8階寝装品売場

〈ロマンス小杉〉
洗える寝装品「清潔家族」

側地には防ダニ加工を施して
おり、寝ている間も安心・快適。
コインランドリーも対応の洗え
る寝具シリーズです。

★期間中、美白美容液50mLサイ
ズと日焼け止めアイテム1品をお
買いあげの方に「ミニサイズサン
プル」をプレゼント。　
※数に限りがございます。

★期間中、「清潔家族」の寝装品
をお買いあげの方に「カバー」を
プレゼント。

K18ロングネックレス 長さ70㎝
726,400円 #10
Ptロングネックレス 長さ70㎝
846,100円 #10

◎3月8日（水）→14日（火）
◎上本町店4階宝石サロン

〈芝翫香〉
VENUSフェア

上本町店初登場のアイテムや新
作ジュエリーもご用意いたします。

★期間中、宝石サロンでお買い
あげの方にプレゼントをご用意。

①

②

※写真は
イメージです。

奈良店では

橿原店では

ならファミリー1階「らくだ広場」
◎3月3日（金）→5日（日）
各日午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時で閉場。

奈良店3階催会場

◎3月1日（水）→7日（火）
各日午前10時～午後7時 ※最終日は午後5時で閉場。

〈カルティエ〉特別販売会 〈グッチ〉特別販売会

宝飾品やアクセサリー、金製品、高級素材
バッグ、紳士服〈ダックス〉などをご紹介。

春のフランスベッド&
カーペットフェア

※「バストケア」とは、からだのサイズを測
って自分に合うブラをつけて、着用中のバ
ストを重力から守ることです。

右


