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Fashion���� Entertainment���� Art���� Illumination

Cult�e meets Chiba
ペリエ千葉で見つける
クリスマスギフト・ケーキ特集

公式HPをご確認ください

ペリエ千葉オフィシャルサイト
www.perie.co.jp/chiba/

ペリエ千葉

営 業 時 間

〒260-0031 千葉市中央区新千葉1-1-1
TEL.043-227-3005
総合インフォメーション（本館1F）

クレジットカードでお支払いになると
100円（税抜）ごとに3ポイント！

※状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。　※写真はイメージです。

PERIE 8館での

お買い物で

当たる！

11/24（木）

12/25（日）

応募期間

A賞
都心の夜景を体験

東京ナイト
ヘリクルージング

美しい東京の夜景をヘリで体験！
特別な時間をお楽しみいただけます。

5名様

C賞
YORU MACHI

スケートリンク
ペアご招待券

光とアートで街を繋ぐYORU MACHIが
3年ぶりの開催。

100組
200名様

B賞
ペリエの飲食店と千葉中心市街地の

飲食店でご利用いただける

グルメチケット1,000円分

WINTER EVENT Information
ルミラージュちば
����/����
2022年11月26日(土）～2023年3月12日(日）
17:00～22:00

冬の千葉都心を彩る「ルミ
ラージュちば」イルミネー
ションがロマンティックで幻
想的な空間を演出。大切な
人との素敵な時間をお過ご
しください。

千葉市中央公園、中央公園プロムナード、通町公園 ペリエ千葉本館 3F メインエントランス JR 千葉駅改札外ペデストリアンデッキ

ペリエ千葉 �F メインエントランス
ウィンターイルミネーション
2022年11月11日(金）～2023年2月28日(火）
10:00～23:00　※休館日除く

ペリエ千葉の本館3階メインエ
ントランスが今年もライトアッ
プ。シャンパンゴールドの光や、
千葉の草花をイメージした
オーナメントで温かみのあるイ
ルミネーションを演出します。

JR 千葉駅 　千葉駅改札外
ペデストリアンデッキイルミネーション
2022年12月1日（木）～ 2023年3月31日（金）

JR千葉駅改札外ペデストリ
アンデッキにイルミネーショ
ンを実施します。期間限定の
フォトスポットもございま
す。お気軽にお立ち寄りくだ
さい。

JR E POIN T会員の方で、JR E POIN T W EBサイトまたはメルマガで配信される応募フォームより、ご希望の
景品をお選びいただき、必要事項を入力しエントリー。ペリエ８館（千葉・西千葉・稲毛・津田沼・西船橋・海浜幕張・
稲毛海岸・検見川浜）のJR E POIN T加盟店にて、JR E POIN T が貯まるカードまたはバーコードを提示の上、
A賞5,000円（税込）以上、B賞・C賞2,000円（税込）以上を、対象期間中にお買い上げいただいた方。

応募方法

～光で街をつなぐ～
夜と光のアートフェス

2022.11.26［SAT］～2023.03.12［SUN］
イルミネーション ｜ スケートリンク ｜ ナイトラウンジ

あの感 動を再びあの感 動を再び

16：00～22：0016：00～22：00
2022.11.26［SAT］2022.11.26［SAT］参加無料参加無料

場 所：千葉市中央公園場 所：千葉市中央公園
© sunao noto

YORU MACHI
スケーティングショー

安藤 美姫 

YORU MACHI  
オープニングセレモニー
スペシャルアンバサダー

YORU MACHI
オープニングセレモニー内

くわしくは ≫ https://yorumachi.info/

※掲載画像はイメージです。イベント内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。 主催：千葉商工会議所　後援：千葉市　企画・運営・問い合わせ：YORU MACHI運営事務局（株式会社 オニオン新聞社内）

YORU MACHIは、千葉市中心市街地の夜を楽しくするプロジェクト

例年のイルミネーションとスケートリンクが融合し幻想的な空間に。

美しい夜景を見ながら、ナイトラウンジも楽しんでいただけます。

PERIE×YORU MACHI 

戸室 梨々奈 木村 真歩 久保田 美佳

YORU MACHI
スケーティングファッションショー
presented by PERIE
スケーターがペリエ千葉内のファッションブランドを身にまとい、この日限

りの特別なスケートショーを開催！！各ブランドの冬のアイテムを着た3名の

スケーターがスケートリンクを舞い踊る、リンク上でのファッションショー！

YORU MACHI OPENING CEREMONY

16:00～ YORU MACHI パレード ～千葉市政令指定都市移行30周年記念～16:00～ YORU MACHI パレード ～千葉市政令指定都市移行30周年記念～

その他にも、音楽・アート・ファッション・フィギュアスケーティングのコラボレーションパフォーマンス！

衣装提供

画像：株式会社AirX提供

500名様



※表示価格はすべて税込み価格とさせていただきます。　※商品に関する詳細は各ショップまでお問い合わせください。

ペ リ エ 千 葉 が 贈 る 、想 い が つ な が る クリ ス マ ス

2022.11.24 [THU]～12.25[SUN] 

PERIE CHRISTMAS SELECTION

日本一
TEL.0120-0147-21
ペリチカ

国産もも焼き

販売期間 / 12月23日～12月25日
ふっくらジューシー、醤油ダレが香るスペシャルな美味しさ。
クリスマスの定番チキンで特別な日をお楽しみください。

¥734（1本）

クリスマス限定ペアジュエリー

販売期間 / 11月1日～12月25日

THE KISS
TEL.043-445-7888
本館4F

クリスマス限定ジュエリーのコンセプトは「ふたりで過ご
すクリスマス」「愛と幸福」を意味する雪の結晶モチーフ
とストーンがデザインされています。

ペアリング¥27,500
ペアネックレス¥36,300

K��YG ダイヤモンドリング

販売期間 / 10月21日～販売中

ジュエリーツツミ
TEL.043-307-5516
本館4F

月桂樹をモチーフにしたアームの中心で、ダイヤモンドが
煌めくリング。自分へのご褒美にも、大切な方へのプレゼ
ントにもピッタリです。
※取り寄せ対応となる場合がございます。

¥58,000

成城石井自家製
シェフの特選パーティーオードブルセット

販売期間 / 商品お渡し日の3日前正午まで

成城石井
TEL.043-306-7475
ペリチカ

上段には人気の自家製ポテトサラダも入った9種の冷菜、下段はキッ
シュやパエリアなど温めてお召し上がりいただくオードブルです。
<商品お渡し日:1月1日～1月3日を除く通年>
※1月4日～1月6日 お渡し分は7日前正午まで
※キャンセルも同様

¥5,400

フレンチロゴニット

販売期間 / 11月10日～発売

Spick&Span
TEL.043-301-5758
本館3F

秋冬に映える大人のロゴニットに新作が登場!
ゆとりのあるシルエットに素材の程よい暖かみとなめらかなタッ
チが魅力です。クリスマスシーズンにぴったりなロゴニットです!

¥15,400

ネックレス・ブレスレット・リング

販売期間 / 通年

DIESEL
TEL.0120-55-1978
本館4F

Dロゴが印象的な今季のジュエリー。ネックレスからリングまでバリエー
ション豊富なラインナップは、クリスマスギフトにもぴったりです。

ネックレス¥13,200、ブレスレット¥15,400
リング¥11,550

���� holiday collection -yellow-

販売期間 / 11月1日～12月25日

ジョンマスターオーガニック セレクト
TEL.043-307-9280
本館3F

豊かな泡立ちのシャンプーと、サラサラに仕上がるコンディショ
ナー、素直な髪へ導くトリートメントミストと髪を守るヘアミルクを
ミニサイズのセットに。さりげなく贈るギフトやトラベル用に。

¥3,410

���� Christmas Collection 
Sapin de Noel -サピン-

販売期間 / 11月1日～

cui-cui
TEL.043-305-5505
本館1F

もみの木を意味するSapin-サピン-“強さの中にある女性らしさ”
エレガントなリーフモチーフは、ダイヤモンドを添えることでより
洗練されたひと品へ。自然の美しさを取り入れたデザイン。

ネックレス¥32,450、ピアス ¥43,450
リング¥40,150、イヤーカフ¥27,500

BEAMS BOY
ビッグタータンカシミヤ マフラー

販売期間 / 販売中

BEAMS
TEL.043-202-1010
本館3F

〈BEAMS BOY (ビームスボーイ)〉では定番のビッグタータンチェッ
ク柄マフラーが登場。カシミヤの滑らかな肌ざわりが魅力。
秋冬のコーディネートを明るく華やかに演出してくれるひと品です。

¥19,800

CS CASH REVER MUFF

販売期間 / 販売中

ビューティ&ユース ユナイテッドアローズ
TEL.043-202-5720
本館4F

異なるカラーを組み合わせたリバーシブル仕様のマフラーです。巻き
方で多彩な表情をみせ、秋冬ファッションにアレンジを加えるアイテ
ム。ビジネススタイルにもカジュアルスタイルにも幅広く活躍します。

¥14,850

パーティクル

販売期間 / 通年

ete
TEL.043-307-6555
本館4F

隙間なく均一に並べられた極小のメレダイヤは、ひとつひ
とつが主張して煌めきます。大切な方へのクリスマスのギ
フトにとても喜ばれるジュエリーです。

¥44,000

バースデイバー
TEL.043-223-6720
ストリート1

キャンドルウォーマーランプミニ

販売期間 / 11月上旬～ 無くなり次第終了
薫照明で癒しの空間を作り、溶けたキャンドルもすかした明かり
が柔らかな間接照明に。心地よい香りで快眠やリラックス効果も
バツグン。火を使わないので安全・安心。ススや煙も出ません。

¥4,400

オゥパラディ
TEL.043-307-8028
本館1F

ローズキャンドル付きコフレ

販売期間 / 11月1日～ 無くなり次第終了
香水とハンドクリームをお選びいただいた方限定
にアロマキャンドルとギフトBOXが付くクリスマ
ス限定のセット。キャンドルは3つのナチュラルな
素材をブレンドしたローズの優しい香りです。

￥4,290

マークスアンドウェブ
TEL.043-221-7171
本館4F

ギフトセット 各アイテム数量限定

販売期間 / 11月9日～12月25日 無くなり次第終了
クリスマス限定の香りの高保湿タイプの全身用乳液にパウダータ
イプの入浴料1回分と石けん、上品な深緑色の限定ハンドタオルを
組み合わせました。大切な方への贈り物にぴったりのセットです。

¥4,960

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
TEL.043-216-2886
エキナカ3F

タルト・フレーズ

予約期間 / 11月1日～12月18日 ※店頭予約・WEB予約
真っ赤な国産いちごをたっぷり使ったクリスマスタルト。甘酸っぱ
くジューシーないちごの下にはベリークリーム、ショコラクランチ
をアクセントにフランボワーズやバニラクリームを重ねました。

¥6,480  5号（16cm）

銀座コージーコーナー
TEL.043-215-7340（ペリチカ）
ペリチカ、エキナカ3F

苺サンドショート

予約期間 / 10月1日～12月中旬 ※店頭予約
ミルク感&コクのあるクリームと苺をサンド
クリスマスの定番のショートケーキにたっぷり使用した
苺が気分を盛り上げます。

¥4,100（5号）

アフタヌーンティー・リビング
TEL.043-301-4445
本館4F

ホットアイケア マスク

販売期間 / 販売中
目をたくさん使った後や、くつろぎたい時にオス
スメなホットアイケアマスクです。写真映え間違
いなしな可愛らしいネコ柄で、ちょっとしたプレ
ゼントにも喜ばれそうなアイテムです。

¥770

はまけい
TEL.043-301-2737
エキナカ3F

クリスマスチキン

販売期間 / 12月23日～12月25日
ジューシーでコクのある素材と創業以来頑なに引き継がれ
てきたハマケイ秘伝のタレにじっくりと煮込み調理しまし
た。醤油の香ばしさとスパイスの香りをお楽しみください。

予約価格 ¥1,600（M）、¥2,100（L）
通常価格 ¥1,700（M）、¥2,200（L）

フロ プレステージュ
TEL.043-304-5055
ペリチカ

Xmas苺のショートケーキ

予約期間 / 店 頭 10月1日～12月22日
 WEB 10月26日～12月11日
軽い食感のスポンジと「天使のシャンティクリーム」、
苺で仕立てたショートケーキです。
予約商品のお渡し期間 12月23日～25日

上段 ¥5,400（直径18cm）
中段 ¥4,200（直径15cm）
下段 ¥3,200（直径12cm）


