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一緒に過ごしてきて、
気付いたこと。

あなたにも心当たりがあるのでは。自然の中で

共に過ごすと、知らなかった表情や行動力を見

ることができてドキッ。逆に、特別なイベントも

なく、家で過ごす時間を共有すれば、相手の

居心地の良さを再確認できたりしますよね。さて、

普段はセントシティを舞台にデート的な時間を

重ね、いつしか彼氏彼女な存在になったふたり。

おでかけ＆家ごもりをバランスよく楽しみたい

今年の秋。いったいどんな展開を見せる？

◯掲載している価格は税込価格です。◯商品の詳細は各店舗にお問い合わせください。◯価格表記のない商品は参考商品です。
◯品数には限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。◯仕様・デザイン・価格が変更となる場合がございます。◯商品の使用感には個人差がございます。

www.saintcity.jp
〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-1-1　※営業時間につきましてはHPをご確認ください。



撮影ご協力商品

誕生日を祝ってから２ヶ月。デートと呼べるのかわからない
けれど、お茶したり、買い物したりする回数が増えた。今年
の夏は暑いし、雨が多かったので「避暑としても、雨宿りと
してもセントシティは最強だね」と、言ってたものの……。会
話を重ねると、彼女がかなりのアウトドア派だと、判明。こ
の前も、楽しそうにソロキャンプの動画を見ていた。え、ひと
りで行く気？置いてきぼりを食うかも？思い立ったが吉日で、
その足で５階の好日山荘に向かった。

「今度の休み、外でご飯、食べよう」と誘ったら、「どこのお
店行く？」と想定内の返事がきた。「デイキャンプでもしたい
なぁと思って」と、切り出すと「やるやる！私、炭に火をつける
のうまいんだよ」と想像を超えたことを言い出すから焦る。
「まずは手軽にピクニック気分で」と提案し、ふたりでセント
シティのB1階フロアへ。パンやお惣菜、ワインやデザートを
選んでいると、「見て！レンジで温めるだけで、本格パエリア
が完成だって」と、はしゃぐ彼女。確かに、自炊するのが面
倒な時に役立ちそう。

近くの公園に繰り出すと、彼女が本当にイキイキしてて、
嬉しくなる。「キャンプ道具、いろいろ持ってるんだね」と言
われて、アドバイスしてくれた好日山荘のスタッフに感謝。
でも正直にキャンプ初心者だとカミングアウトした。ソロで
行って欲しくないから焦って揃えたことを明かして、ふたり
大笑いした後に「キャンプって家でもやれるんだよ」と目を
輝かせ、家キャンやベランピングの魅力を熱く語った後「今
度やってみよう」と彼女。「ベランダはあるけど、BBQはでき
ないな」と困惑気味の僕に「ほら、ご飯はレンチンのパエリ
アにしよう。『13日の金曜日』のDVDを用意しなきゃ」と、
微笑む。まさかのホラー好きに驚いたけれど、この秋はなに
やらすごく楽しくなりそうだ。

ふたりの秋、みつけたVOL.004

セントシティで
つむぐストーリー

Mens Ladies

camp gear

着心地やデザインにこだわったり、ちょっと違う組み合わせをしてみたり。

いつものスタイルに新しいエッセンスを取り入れて、秋の装いを楽しんでみては。

SAINTcity FASHION

2021
Autumn Collection

表紙商品協力

『登山・ハイキング・アウトドア』はもちろん、
素晴らしい景色を見て感動したり、快適で
健康的な生活を過ごしたいとお考えの方
など、そういうあなたのご来店をお待ちして
おります。

①「THE NORTH FACE」Climb Light Jacket（ハードシエル） 33,000円
②「THE NORTH FACE」ホットショットCL（リュック） 17,600円
③「THE NORTH FACE」シングルショット（リュック） 13,200円
④「コロンビア」セイバー4ロー（シューズ） 13,200円
⑤「THE NORTH FACE」Alpine Light Pant（パンツ） 16,500円
⑥「アライテント」トレックライズ2 51,150円、⑦「プリムス」小型ガスバーナー（P-153） 8,910円
⑧「DINEX」8ozマグカップ 各880円、⑨「DUG」バックパッカーケトル 3,080円、⑩「SOTO」ポップアップソロテーブル 10,450円

透湿防水性に優れたゴアテックス素材を使用した軽量ジャケットは、日常使
いから本格的なアウトドアにまで対応できる。ストレッチ性抜群で人気No.1の
トレッキングパンツは細身のシルエットで着こなしにも合わせやすい。

好日山荘／5Ｆ ☎093-512-3455

毎年人気のマウンテンパーカーが今年も登場！本格
的なデザインながら、タウンユースしやすい大人気商
品。スカートと合わせて、かわいくするのもおすすめ！

「CAMP7」マウンテンパーカー（カーキ）
7,900円、「VISION STREET」ストリートロ
ンT（ブラック） 4,400円、2wayフレアスカート
（ヒョウ柄・白） 4,400円、カレッジコーデュロイ
バケットハット（ブラック、ブラウン） 1,980円、
「CAMP7」バックパック（ブラック） 7,700円

タフなアウトドアアイテムは
テイストMIXで旬なスタイルに

ライトオン／3Ｆ ☎093-967-8731

Right-on
ライトオン

Pine tRee/
KOKURA STAND
パインツリー/コクラ スタンド

Viper Room／5Ｆ ☎093-967-1020

フェミニンなコーディガンをインナーと小物の黒でひ
きしめた秋らしいコーディネート。スニーカーを合わせ
ることで、一気にこなれ感のある大人スタイルに。

この秋注目のコーディガンは
キレイめトラッドにまとめて

Viper Room
ヴァイパールーム

コーディガン（ベージュ） 17,600円、レイヤー
ドスウェット 5,940円、チェックパンツ（ブラウ
ン） 7,480円、シルバーネックレス（シルバー）
7,920円、ベレー帽（ブラック） 6,380円、ス
ニーカー（ブラック） 9,790円

ATTRACT／5Ｆ ☎093-514-1482

型崩れしにくく毛玉にもなりにくいオリジナル生地
を用いたスウェットセットアップ。ストレッチの効いた
柔らかい着心地でストレスフリー。

着心地と素材にこだわった
程よい抜け感のセットアップ

セットアップパーカー（ブラック） 17,600円、
セットアップパンツ（ブラック） 13,750円、ロン
Ｔ（ホワイト） 6,490円、レザースニーカー（ホワ
イト） 13,750円

ATTRACT
アトラクト

人気のsisisiのデニムジャケットを使ったコーディ
ネート。ベーシックアイテムながらも、こだわりのデ
ザインでワンランク上の秋のお出かけスタイルに。

ふわり揺れるバルーンスカートと
差し色のレッドで注目度UP!

Pine tRee/KOKURA STAND／2Ｆ ☎090-2513-3372

Gジャン（インディゴ） 19,800円、ボーダーカッ
トソー（白×黒） 9,900円、スカート（ベージュ）
16,280円、バッグ（レッド） 44,000円、レザー
シューズ（シルバー） 10,780円

Enjoy a Good Balance!

Looking for autumn

that suits you.

①

② ③ ⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

④ ⑤ ⑤④

①

SCS

S
A

IN
T

city  S
tyle 2

0
2

1

0201

Autumn 2021



新しい生活で、少しゆとりができた朝食。

素敵な朝の香りを、ゆったりと味わって。

おうちスタイル

EARLY 
MORNING

食べごたえ十分のスパイシーなメニューと

あまいスイーツで、気分をリフレッシュ。

おうちスタイル

VERANDA
LUNCH

パン工房 ドロシー／B1Ｆ 
☎093-522-4012

ドロシークロワッサン 194円

パン工房 ドロシー／B1Ｆ 
☎093-522-4012

ぶどうのテーブルロール 54円

パン工房 ドロシー／B1Ｆ 
☎093-522-4012

ドロシー工房食パン 291円

cafe nine SWEETS／B1Ｆ 
☎093-953-8910

甘太くんドーナツ 260円

ほっかいどうマーケット／B1Ｆ 
☎093-967-7887

「グリーンズ北見」オニオンスープ
（12袋入） 594円

北海道北見産玉ねぎのコクを旨味が
ぎゅっと詰まった、風味豊かなスープ。高糖度さつまいも「甘太くん」を練り込

んだ「甘太くんドーナツ」が新発売。
低温で長時間熟成させた生地を
使った、しっとりした食パン。

太陽の光を浴びたレーズンを練り込ん
だしっとりやわらかいテーブルロール。

国産小麦を使った生地に、醗酵バター
を織り込み、香ばしく焼き上げました。

温めるだけ、盛りつけるだけ。あっという

間にできるおうちレストランを楽しもう！

おうちスタイル

DRINK 
AT HOME

伽喱本舗 TokiDoki M's cafe／B1Ｆ 
☎093-383-0717

黒毛和牛の焼きカレー 1,000円
ホットコーヒー（M） 300円

101 SOZAI／B1Ｆ 
☎093-511-7211

ピリ辛チキンバー（100g）373円

Pearl Lady／B1Ｆ 
☎093-482-3586

バナナチョコホイップブラウニー 450円

Pearl Lady／B1Ｆ 
☎093-482-3586

紫いもミルク 390円

Pearl Lady／B1Ｆ 
☎093-482-3586

紫いもミルクティー 340円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

紫いものほっこりとした甘みが秋に
ぴったりのドリンク。HOTもオススメ！

定番のバナナにブラウニーケーキが
入った、ちょっぴり贅沢なクレープ。

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

人気No.1。黒毛和牛の香ばしさがルー
と相性バッチリ。宅飲みのお供にも。

natural natural／B1Ｆ 
☎093-967-1323

○○○○○○○○○ 0,000円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

いちの鳥／B1Ｆ 
☎093-953-7372

ヤンニョムチキン（1パック4個入）
400円

秘伝のタレに絡めた韓国風唐揚
げ。一度食べればヤミツキに！

ほっかいどうマーケット／B1Ｆ 
☎093-967-7887

ふらのワイン白（720ml） 1,634円

爽やかでスッキリとした口当たりと、
柑橘系の果実香が特徴。

natural natural／B1Ｆ 
☎093-967-1323

○○○○○○○○○ 0,000円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

natural natural／B1Ｆ 
☎093-967-1323

○○○○○○○○○ 0,000円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

natural natural／B1Ｆ 
☎093-967-1323

○○○○○○○○○ 0,000円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

natural natural／B1Ｆ 
☎093-967-1323

○○○○○○○○○ 0,000円

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

ほっかいどうマーケット／B1Ｆ 
☎093-967-7887

「レト弁PREMIUM」赤いパエリア
（355g） 1,010円

えび、いか、ムール貝と豪華な具材
で本格的なパエリアがお手軽に。

ファディ／B1Ｆ 
☎093-531-1911  

〈冷凍〉国産りんごのアップルパイ
（約500g・ホール）1,188円

144層のパイ生地はシナモンを効
かせた国産りんごの蜜煮がぎっしり。

秋の夜
長に乾杯！

なんて素敵。
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秋も深まり、おうちで過ごす時間がますます増えた今日このごろ。いつものおうちライフや在宅ワークを

もっと楽しく、快適にしてくれる最新アイテムとは？ショップスタッフが自信をもっておすすめします！

“ ”この秋推し ののののおうちグッズ

湿度が下がって過ごしやすい秋は、

お肌が乾燥しがち。

冬に備えて、たっぷりと保湿を。

SAINTcity’s

PICK UP
COSME!

スプーンからベッドまで。無印良品はくら
しのすべてが揃います。着心地の良い
ウェアや、素材にこだわった食品。そして
使い勝手を考えた、シンプルで機能的な
ステーショナリーや家具まで、くらしまわり
の全てが揃います。

昨年リニューアルした人気商品のエイジングシリーズ。以前より保湿力アップ・アルコールフリーになり、
エイジングが気になる肌をしっとりとなめらかに保ってくれる。乾燥が気になる季節におすすめ。

無印良品／1Ｆ ☎093-512-3225

セントシティ インフォメーション セントシティの最新情報をお知らせ！SAINTcity INFORMATION

新型コロナウイルス感染症の対策について
お客さまへのお願い

ハロウィンWEBクーポンでお得にお買物！

お客さまと従業員の健康と安全確保のためご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※初回のみ初期登録の設定が必要になります。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

体調がすぐれないお客さまの
ご来館はお控えください

マスクの着用に
ご協力ください

ソーシャルディスタンスを
保ってお買い物をしましょう

店内では咳エチケットに
ご協力ください

出来る限り少人数での
ご来店をお願いします

手洗い・うがい・消毒の
徹底を心がけましょう

saintcity_official

#セントシティ  #SAINTcity セントシティ詳しくは

セントシティ

@saintcitykokura

@saintcityofficial

各SNSでも情報発信中！

Instagramで投稿しよう！「#セントシティ」

@saintcity_official
最新情報は
セントシティ
ホームページへ

お得な情報やプレゼントキャンペーンなど
セントシティの「今」をチェックしてください。

アプリのダウンロードは必要なし!
QRコードにアクセスするだけ！
ショップごとのお得なクーポンが盛りだくさん！

インスタグラムでは、ショップへ
独自取材を行い、お得な情報や
商品を紹介しています。ぜひ、
皆さまも「#セントシティ」でセン
トシティのお気に入りのショップ
やスポットを紹介してください！

〈 ご利用時間 〉
9：00～22：30（入庫） ※出庫は23：30まで

〈 料金 〉
最初の１時間まで400円（以降30分毎に200円）

セントシティ駐車場のご案内

◎合計2,000円以上お買上げ…2時間無料
◎合計5,000円以上お買上げ…3時間無料
※10階SDフィットネスは対象外となります。

〈 駐車場料金割引サービス 〉
セントシティ駐車場料金割引サービスは

各テナントの合算制です。
セントシティで

駐車場料金割引サービスは、インフォメーションカウンター（2階）
及びセントシティ駐車場サービス承りカウンター（地下1階、10
階）で行います。各店舗のレシートと駐車券をご提示ください。但
し、20時以降はセントシティ駐車場サービス承りカウンター（10
階）のみでの承りとなります。

各SNSでも情報発信中！

アプリのダウンロードは必要なし!
QRコードにアクセスするだけ！

こちらからアクセス

「#セントシティ」

岩田 学さん

マイまくら全身測定機にて全身を測定し、貴方だけの
『オーダーメイドマイまくら』を製作いたします。睡眠を
幸せな時間としてお過ごしください。 

SNSで話題のテレビ型BOXが390円（税込429円）
で手に入ります！画面部分にスマホが置けるので、
作業をしながらでも動画視聴できる優れものです。

サボテンの中でもおすすめなのが「セレウス」。電磁波を
吸収する性質があるので、パソコンやテレビの前などに
置くと、目の疲れや頭痛に効果があると言われています。

マイ枕
（レギュラーサイズ・43×63cm）
33,000円

my makura Bed／4Ｆ 
☎093-383-9411

円形クッション ダリア2
（グレー、パープル、ローズ）
各1,990円

ニトリデコホーム／4Ｆ 
☎0120-014-210（お客様相談室）
☎0570-064-210（携帯電話から）

カスタムダイアリーステッカー 
B6サイズ（カラーズ）
803円

ロフト／6Ｆ 
☎093-521-6210

となりのトトロ 
ネコバスアクセントマット
（47×100cm） 4,950円

FOUR SEASON／4Ｆ 
☎080-3568-9537

南 桃世さん

テレビ型ティッシュBOX
（グレー、ピンク、グリーン）
429円

サンキューマート／4Ｆ 
☎093-533-2139 松本 菜美子さん

サボテン寄植え
3,080円～

フラワーガーデン／1Ｆ 
☎093-514-1787

秋の夜長に、自分だけの枕を サボテンたちの世界に癒されるスマホがキュートなテレビに?!

普段のノートを手帳にチェンジ! おうちで一緒に飛んでる気分◎高見え素材で空間を華やかに

ダリアの花をモチーフにしたクッションはデコホームの
人気商品！光沢感で１つお部屋に置くだけで華やかに。

Recom
mended items by staff

①エイジングケア化粧水・高保湿タイプ（200ml） 1,490円
②エイジングケア化粧水（200ml） 1,490円
③エイジングケア乳液（200ml） 1,790円

ローションシート〈全体用〉
（圧縮タイプ・20個入） 350円

化粧水を使って
たっぷり保湿ケアを

ローションシート〈部分用〉
（20枚入） 100円

① ② ③ 秋
の
日
差
し
で
弱
っ
た
お
肌
に

エ
イ
ジ
ン
グ
ケ
ア
と
乾
燥
を
。

サンキューマート フラワーガーデンmy makura Bed

ニトリデコホーム

あなたのお気に入りのノートを世界に一つだけの手帳
に変えることができるシールセット。毎年人気の商品。

ロフト

幅が広めのロングタイプマット。玄関周りはもちろん、
机の下やソファーの下に。お部屋のアクセントとしても。

FOUR SEASON

●期間 ： 10/9（土）～10/31（日）

スタッフに
聞く!!
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