Aynsley Christmas Market 2019
エインズレイクリスマスマーケット

11 月 29 日 （金） 13 ： 00 ～ 12 月 26 日 （木） 13 ： 00
エインズレイ公式オンラインショップにて開催

クリスマスマーケット数量限定商品
ALL50％OFF
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パウエルクラフト

（各先着 10 名様）

1. プレースマット 2. ティッシュカバー
3. トイレロールホルダー
通常価格 税込 2,750 円 （本体 2,500 円）
特別価格 税込 1,375 円 （本体 1,250 円）
4. ランナー
通常価格 税込 4,400 円 （本体 4,000 円）
特別価格 税込 2,205 円 （本体 2,000 円）
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ロイヤルブライアリー

10
（各先着 2 名様）

5. トールタンブラー 6. シェリー
7. スモールワイン
通常価格 税込 19,800 円 （本体 18,000 円）
特別価格 税込 9,900 円 （本体 9,000 円）
8. ハイボール
通常価格 税込 20,900 円 （本体 19,000 円）
特別価格 税込 10,450 円 （本体 9,500 円）
9. ワイン
通常価格 税込 22,000 円 （本体 20,000 円）
特別価格 税込 11,000 円 （本体 10,000 円）
10. ブランデー
通常価格 税込 23,100 円 （本体 21,000 円）
特別価格 税込 11,550 円 （本体 10,500 円）
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アイリッシュドレスデン
11. ミュージカルカルテット
通常価格 税込 660,000 円
特別価格 税込 330,000 円
12. シンデレラコーチ
通常価格 税込 935,000 円
特別価格 税込 467,500 円

（各先着 1 名様）

（本体 600,000 円）
（本体 300,000 円）

（本体 850,000 円）
（本体 425,000 円）

ベリーク クリスマスオーナメント
13. アザレアコテージ ベル （先着 10 名様）
通常価格 税込 11,000 円 （本体 10,000 円）
特別価格 税込 5,500 円 （本体 5,000 円）
14. その他 （各先着 2 名様）
通常価格 税込 13,200 円 （本体 12,000 円）
特別価格 税込 6,600 円 （本体 6,000 円）
通常価格 税込

（本体 8,000 円）

特別価格

8,800 円
税込 4,400 円

（本体 4,000 円）

通常価格 税込

（本体 7,000 円）

特別価格

7,700 円
税込 3,850 円

（本体 3,500 円）

6,600 円
税込 3,300 円

通常価格 税込

（本体 6,000 円）

特別価格

（本体 3,000 円）
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15. オーチャードゴールド ギフトセット
（先着 10 名様）
通常価格 税込 55,000 円
特別価格 税込 27,500 円

（本体 50,000 円）
（本体 25,000 円）

16. 選べるイギリスの家ティーセット
（先着 10 名様）
通常価格 税込 60,500 円
特別価格 税込 30,250 円

（本体 55,000 円）
（本体 27,500 円）

エインズレイ公式オンラインショップ
店長おすすめアイテム
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MYB. レース
17. テーブルランナー クリスマス
（先着 3 名様）
税込 27,500 円 （本体 25,000 円）

18. マドラスカバー ジュラ
（先着 1 名様）
税込 27,500 円 （本体 25,000 円）

19. テーブルカバー リディア アイボリー
（先着 1 名様）
税込 38,500 円 （本体 35,000 円）
20. テーブルカバー エルジン ホワイト
（先着 1 名様）
税込 38,500 円 （本体 35,000 円）

クリスマスプレゼント

プレゼント①
エインズレイ クリスマスマーケット 2019 開催期間中
商品をお買い上げの方先着 10 名様に
「ACE TEA の紅茶 1 箱」 プレゼント
紅茶の種類は届いてからのお楽しみ♪
※プレゼントは無くなり次第終了となります。

プレゼント②
クリスマス特別クーポンプレゼント
10,000 円 （税抜） 以上のお買い物の際に使える

クーポンコード

ay19x12m

「1,000 円引きクーポン」
8 桁のクーポンコードを注文画面にて入力してください
有効期間
2019 年 11 月 29 日 （金） 13 ： 00 ～ 12 月 26 日 （木） 13 ： 00

