
場所/アネックスナビ

詳細はナビスタッフまで！

（金）

・必ず患者さま本人の診察券をお持ち下さい・

（水）
時間/9：00～16：00

秋フェスタ開催！

（※院内お渡しはできません）

アネックスナビ内には患者様ご本人お一人様のみ入場できます。
付き添いのご主人、ご祖父ご祖母様、

お子様（抱っこ紐使用のお子様はのぞく）は、ご入場できません。
感染対策のため、ご協力ください（マスク・検温・問診票必要です）

3密気をつけて！

一人で
来てね

！！

マスクも忘れずに！

整理券配布商品の開催前ナビ内の展示はございません

こちらは直送となります

価格は税込です

＜整理券はお一人様１点限り＞　ご希望の商品番号または記号をお伝え下さい。（整理券受取後のキャンセルはできません）
　念の為、第２、第３希望もお考えの上、　お並びください。

～1 10

商品についてのご質問は当日はお受け出来ません。また、当日会場での展示はありませんので事前にご自身でお調べ下さい。

11 月 5 日（金）ANNEX 前にて購入整理券を午前 7時 45 分に発行します

（11／5のみ８：００開館）

こちらの限定商品は現在通院中の妊婦様、または当院で出産されたお子様が使用される方にに限ります

・必ず不織布マスクを着用の上、お越しください

11/ 5 11/ 17～

当フェスタの商品は西川医院患者様だけのお買い得価格の設定となっておりますので
SNSへの投稿はおやめください。なお、転売目的のご購入は固くお断りいたします。

※今回ソラマーク写真撮影会の同時開催はございません
※ミキハウスセールは、「せめてものSALE」として靴のみ１２月にワゴン販売いたします。おたのしみに！！

色はえらべません

※箱不良あり

￥8,250→￥2,000

＜10 台限り＞
バギーボード

＜超破格値　お持ち帰り限定品！！＞

取り付け可否は
ティーレックスのHPでご確認ください

　
（参考商品）

近隣のご迷惑になる駐停車もできませんのでご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※※秋フェスタのみでご来院の方は西川医院専用駐車場をご利用出来ません※※

Yoyo+0+ 6+

Yoyo+ 6+

＜在庫 10個限り！＞

スゴカルα４キャス
　Compact
エッグショック HK
（GN172707）

（エヴァーグリーン）

￥33,000
￥64,900→

29

7ヶ月～3歳頃

＜2台限り＞

( レッド ) （1ヶ月～3歳頃）

（ナビ内見本あり /グレー）

同時購入なら割引あり
オプション品

￥34,100→￥25,300

リエンダー　ハイチェア
6ヶ月～大人

（チェリー）

28

＜2台限り＞

（サンドベージュ）（ブラック）（グレー）

Pali magic

￥16,500
＜送料無料／一部有料地域あり＞

（グレーのみ展示品につき）
（院内お渡し／フェスタ終了後）

＜1台限り＞ ＜2台限り＞ ＜1台限り＞

￥15,400＜送料 1,100＞

＜1台限り＞＜1台限り＞
＜1台限り＞

イングリッシーナ　ファスト
（トレー付き）

グラファイトグレージュライム
＜1台限り＞

￥39,600→￥39,600→

（Pali グレーのみ展示品あり）

（グラファイト）
＜2台限り＞

腰座り～３歳頃

＜1台限り＞
（サファイア） 22 23

21

エルゴ　オムニ 360

色・各色の数量は別紙をご覧ください

￥31,900→￥15,950

～11 20

（参考商品）

Cool Air

イージーライフ

31 32

￥12,100→￥5,500

ジープスポーツリミテッド

30

Yoyo+ 6+

Yoyo+0+ 6+
￥102,300→￥33,000

￥71,500→￥22,000

（色指定あり /別紙参照）

（※ご自宅送りはできません）

27

24 25

（6ヶ月～3歳頃）

（0ヶ月～3歳頃）

＜3台限り＞

＜1台限り＞

26

＜1台限り＞ ＜1台限り＞

￥5,500
￥11,000→

￥5,500
￥11,000→ ￥5,500

￥11,000→

33

34 35
36 37 38 39 4140

（ナチュラル）（ウォールナット）

￥27,500→￥5,500

[不良品以外の返品や交換はできません]

（※箱潰れあり）

価格は院内ポスターで

価格は院内ポスターで 価格は院内ポスターで
価格は院内ポスターで

価格は院内ポスターで



エルゴ抱っこ紐

２５％引 !!
定価の

※表示価格は税込です

大型品の注文に関しては　品名・品番・カラーをお知らせください

（おひとり様2個限り）

※展示の中の色からお選びください。

¥2,000

バンボソファ
（B品・色むらあり）

￥7,150→

テーブル

¥1,500

各社ベビーカー・チャイルドシートなどの大型品
<アップリカ・コンビ・サイベックス>

※メーカー在庫品

（ご自宅直送　送料¥1,100　*ミオスのみ￥1,760）（※院内お渡しはできません）

定価の

（スヌーピーハウス）

（直送無料）

（0ヶ月～4歳頃）0+6+　

※以下のお商品は在庫限り以外の商品であれば期間内に必ずご購入いただけます
＜密にならないように、ゆっくりお越しください＞

（お持ち帰り品）

ベビーカー・チャイルドシートなどの大型品の現品展示はございません

¥81,840

￥2,750→￥900

湯上げタオル身長計柄
（ミッフィー・スヌーピー）

ベビーふとんの必需品！
超お買い得セットです！
キルトパッド
　　&防水シーツの２枚セット

別売

￥3,980→￥1,500￥43,780→￥19,800

カバーリング羽毛１０点限り
このタイプもあります

（ウォッシャブル羽毛掛けふとん・
敷きふとん・枕・掛けカバー・シーツ・
ピロケース・防水シーツ
キルトバッド・洗い替えシーツ
ガーゼハンカチ 3枚組）

Yoyo2 2YOYO

20％引 !!
定価の
各色

（6ヶ月～4歳頃）6+

¥57,200
（定価税込￥71,500）（定価税込￥102,300）

エルゴブリーズ
（色指定あり・下記参照）

２５％引 !!

ヒップスタープラス
全３色

定価の

（首がすわってから）

（取り寄せ　後日お渡し）
*一部お持ち帰り出来るものもございます
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25

27

（参考商品）

（参考商品） （参考商品）

エルゴブリーズ
[在庫一覧 ]

・オニキスブラック　15
・グラファイトグレー　2
・パールグレー　3
・ミッドナイトブルー　4

エルゴオムニ 360
Cool Air
　

[ 在庫一覧 ]
・クラシックウィーヴ　2
・ブラック　2
・ブルーブルーム　１
・コバルトブルー　1
・インディゴウィーヴ　1
・カーキ　1
・ミッドナイトブルー　1
・オックスフォードブルー　1

YOYO+ 0+6+
～11 20

＜限定品整理券必要商品＞

（在庫限り）

（参考商品）

（参考商品）

フレーム：ホワイト
0+カラー：ジンジャー
6+カラー：ブルー

YOYO+ 0+6+

YOYO+ 6+

フレーム：ブラック
6+カラー：ブルー

フレーム：ブラック
0+カラー：ブルー
6+カラー：ブルー

＜ご自宅直送／送料 1,100＞

＜限定品整理券必要商品＞色指定品　詳細

（フレーム、カラーを自由に選べます）

１台で蒸す・つぶす・刻む

￥17,600→￥12,320

離乳食作りも楽チン！

フードメーカー

ミアミリー抱っこ紐 ブレッツア

今だけ３０％引！

カラーは画像イメージとは
異なりますので
各自ご確認のうえ
ご購入ください
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[不良品以外の返品や交換はできません]

価格は院内ポスターで

価格は院内ポスターで 価格は院内ポスターで

※赤ちゃん本舗やベビザラス等の
　量販店限定品は対象外
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