12/13→28
FRIDAY

m y X で 見つ ける 、

SATURDAY

一人 ひ と り の “ X ” 。

RENEWAL OPEN SALE

ようこそ！ 真新しいマイクス、いよいよスタート！ リニューアルSALEも開催！

リニューアルオープン記念イベント

“sense + KAZ

リニューアルオープン記念ノベルティ

LIVEペイント”

“ノンアルコールワインセット（200ml）”プレゼント
12月13日
（金）
・14日
（土）
・15日
（日）5,500円（税込）以上お買い上げの

リニューアルに合わせ、
マイクスの世界観をイメージした
グラフィックを壁面に描き上げたイラストレーター KAZ。
そして美術作家、ライブペインターとしてマルチに活動
している sense。気鋭の2人がクルマをキャンバスに、
コラボします。ぜひライブでご覧ください！

先着300名様、
合計900名様にプレゼント！

プレゼント引き換え場所：2階フロア インフォメーションカウンター
＊お買い上げのレシートを、
インフォメーションカウンターにお持ちください。＊プレゼント対象期間内のレシートであれば合算も有効です。
＊各日300名様になり次第、終了となりますので、
あらかじめご了承ください。＊プレゼントの引き換えはお一人様1セットとなります。

12月14日
（土）
・15日
（日）作品を仕上げます。
２日間かけて

SPORTS BIKE

両日 11：００〜17：００
2階フロア特設スペースにて

VILLAGE ワークショップ 開催！

「レザークラフト教室」
オリジナルバングルを作ろう！

木工でクリスマスツリーを作ろう！

と き：12月21日
（土）
・22日
（日）

お好みのレザーとスタッズ、ターコイズを選んで
飾ります。世界で 1 つのバングルです！

真鍮レールプレート 9ミリ幅 / 10.5ミリ幅

各サイズ各日ともに15個ずつご用意。

と き：12月14日
（土）
・15日
（日）
ところ：２階フロア 特設スペースにて
① 10:15～11 : 15
② 11:30～12 : 30

③ 12:45～13:45
④ 15:00～16:00

⑤ 16:15～17:15
⑥ 17:30～18:30

募集人数：各回先着5名 参加費：2,000円（税込）＊当日お支払いください
お申込はフリーダイヤルで！
0120-019425

12月9日（月）12 : 00より受付をいたします。
ご希望の日時・人数・サイズをお伝えください。

＊事前予約制ですが、
当日空きがある場合のみ、
当日参加が可能です。
＊小学生以下のお子様は、
必ず保護者同伴で
お願いします。＊製作はお一人様1個、
手縫いの工程はございません。
＊スタッズやターコイズはお一人様でお使いい
ただける数に限りがございます。
＊レザーは豊富に揃えておりますが、
お好みの色が欠品する場合がございます。

ところ：マイクス1階正面入り口横（屋外）
① 10 : 30～11 : 00
② 11 : 00～11 : 30
③ 11 : 30～12 : 00
④ 12 : 15～12 : 45

⑤ 12 : 45～13 : 15
⑥ 13 : 15～13 : 45
⑦ 15 : 00～15 : 30
⑧ 15 : 30～16 : 00

⑨ 16 : 00～16 : 30
⑩ 16 : 45～17 : 15
⑪ 17 : 15～17 : 45
⑫ 17 : 45～18 : 15

募集人数： 各回先着 2 名
参 加 費： 2,750円（税込）＊当日お支払いください
お申込はフリーダイヤルで！

0120-019425

12月16日
（月）12 : 00より受付をいたします。
ご希望の日時・人数をお伝えください。
＊電動工具を使用しますので、小学生以下のお子様は必ず
保護者同伴でお願いします。＊屋外での作業となります。

人気ギアがお買い得の今！ 行こうよ、みんなで冬キャンプ！
Coleman
トンネル2ルーム
ハウス LDX+

30%
OFF

→グループキャンプにも大活躍、
460×460cmの
広々サイズ。豊富なベンチレーションで快適！

40%
OFF

Coleman ウェザーマスター
スクリーンタープコア

40%

¥69,900

←風が通りやすい多彩なパネル構
造で、
明るく開放的なリビング！
テントとの連結も可能。

Coleman
ウェザーマスター
スクリーンタープ400

マイクスオリジナルの機能、
シュラフ背面側に枕を固定できる
ポケットを設けたPPS（ピロー・ポケット・システム）
を装備。

¥84,800→

¥50,880

↘防水透湿素材を表生地に使用しています。選べる温度域として2タイプ。

＊フロアレス構造

←薪ストーブのプロショップが
企画製造。
コンパクトに収納可能で
アタッチメントも充実！
お買い得の今がチャンス！

20%

¥55,000→¥44,000

OFF

NANGA
WarmTime
650STD PPS

山の家 ティンダーキューブ

¥80,300→¥64,240

＊使用下限温度 -7℃

¥43,120→¥34,496

↘表生地に軽量な15Dナイロンを使用し、超撥水加工を施したダウンを封入。
ダウンの弱点である水濡れを克服したプレミアムモデル完成！

NANGA
FrontLine
850DXUDD PPS

20%

ゆく年くる年セール

お見逃しなく！

↘世界中のキャンパーに人気！伊カステルメル
リーノ社の天然カラマツを使用した折りたたみ
式ベンチ。耐荷重240kg

castelmerlino フォールディング
ウッドベンチ 120×30

40%
OFF

60%
OFF
→手のひらサイズのフラッシュ
ライト＆ランタン2WAYギア。
底部はマグネット、耐水・耐衝
撃性仕様。大特価！

NEBO ポップライト

¥1,320→¥528

→折りたたんでコンパクトに
収納。車内に常備、
キャンプで
何かと役立つギアが大特価！

Coleman
フォルダブルショベル

¥4,378→

¥1,752

60%
OFF

¥3,960→¥2,376

40%
OFF

アウトドアワゴンセール

30〜60％OFF!

1点モノや掘り出しモノが見つかるかも！ 必見、お早めに！

Sentinel AL NX

¥440,000

＊12月中旬入荷予定。

45%

53%

OFF

OFF

OFF

SANTA CRUZ
Tallboy 3C 29 Comp Bike (試乗車)

INTENSE CYCLES
Recluse 275C EXP
Comp Bike

¥1,030,700→¥484,429

¥878,900→¥483,395

＊当商品はメーカー試乗車のため、
実際の仕様は写真と異なります。
詳しくはスタッフまで。

MTBウエアブランド 早期展示受注会

MARIN Kids Bike フェア

12月14日
（土）
・15日
（日）

豊富なサイズとカラーでmyX一番人気の
キッズバイクが勢ぞろい！ 専用のフェンダーや

人気アパレルブランド各社の2020年モデル

カスタムアイテムも豊富。
どうぞ、お気軽に！

をいち早く紹介！ その場でのご予約もOK！
各ブランドスタッフも来店。
新年のMTBファッション、

12月14日（土）・15日（日）
メーカースタッフ来店。

クローム アウトレット セール

毎年大人気のBernヘルメットに限
定カラーが仲間入り！ ドントパニッ
クには女性向けの小ぶりレンズの
モデルが登場。どちらもクリスマス
にオススメです！

ガシガシ使ってもへこたれない、通勤通学にピッタリのクローム
が、 クリスマスプライス！ 2019年で終了のモデルや廃盤カラー
など、お買い得なアイテムを放出！
数量限定、お早めに！
12月２１日（土）・22日（日）
メーカースタッフ来店。

DONT PANIC試着会 12月２１日（土）・22日（日）

L UR E F I S H I N G

NEWブランド登場！ 必携アイテムはオフプライスでGET！
12月14日
（土）〜28日(土）

JACKALL RGM POP-UP

いつもの生活にプラスアルファの体験を与える、Discover

the Unexpected (思いがけない発見）
というコンセプトか

Sengoku Aladdin
ポータブル ガス ストーブ

OFF

←アウトドアでエスプレッソを簡単に！
コーヒー粉とお湯をセットして蓋を
プッシュするだけ。
グラス付。
ギフトにも！

12月21日
（土）
・22日(日）

CORES コーヒーフィルター実演
1階正面店内入口 両日 10:30〜18:00

スペシャルティコーヒーの豆の個性を最大限に引き出す、
コーヒーツールブランドのcores。
メーカースタッフの実演に
よる製品紹介とともに、試飲をお楽しみください。

MARKET」。

から生まれたアイテム達、
ぜひご覧ください！

フィッシングシーンに欠かせない
PLANOのBOXシリーズが大特価！

大特価

myX

＊写真はFNS-64SULS

在庫限り

大特価

AbuGarcia STUDIOUS Series
FNS-60MLS、FNS-60XULSⅡ、FNS-64SULS、
FNC-65ML、FNC-67

¥46,200→myX大特価
各５本限定

こだわりの素材、確かな技術で
作られるフルクリップの製品を、

5,500円（税込）以上お買い上げの
先着100名様に

FULLCLIP × myX
限定ケースをプレゼント!

↑小森嗣彦プロの名刀STUDIOUSシリーズのスピニングロッド3機種、
ベイトロッド
2機種がお買い得！

myX

大特価

各メーカーロッド・

・・・・ 店頭表示価格より

15%OFF！

バス、
ソルト、
エリアトラウトルアーロッドが店頭価格よりさらにOFF！

→オールマイティな軽 量コンパクト
リールのLV7、頑強コンパクトベイト
リ ー ルSX,SX-Wシ リ ーズ がOFF！
数量限定、
お早めに！

＊レジットデザイン、
ヤマガブランクス、
特価品など、
一部SALE対象外になる商品がございます。

各メーカーライン・

50%OFF！

＊特価品など一部SALE対象外になる商品がございます。オープン価格のラインは店頭表示価格より30％ OFF!

リール（SHIMANO、DAIWA、Abu）
・・・・・・・・・・ メーカー希望小売価格より

¥16,500〜¥27,500→

在庫限り

・ メーカー希望小売価格より

ナイロンライン、
フロロライン、
PEなど店頭在庫品に限りOFF！

AbuGarcia REVO
X-W、X-W-L、SX、SX-L、
LV7-L

myX大特価

＊写真はイメージです。

PLANOセール！ ノベルティプレゼント

myX

HIGHMOUNT
スタレッソ

¥10,560→¥3,980

GEAR

アウトドアはもちろん、街で釣りを楽しむなど新しいアイデア

OFF

数量限定

62%

ら生まれたブランド、
「ROOSTER

20%

¥36,300→¥29,040

↘超断熱素材を利用。
毛布に、
グランドシートに、
タープにと
多目的に使えるスグレモノがお買い得！

GRABBER
オールウエザー ブランケット OD

53%

Comp Bike

クリスマスギフトフェア

→アラジンのブルーフレームをモチーフに
したデザインで大人気！ 持ち運びに便利
なカセットガス式で、
屋内外どちらもOK。

¥57,750→¥46,200

TRANSITION BIKE

¥532,400

決めるのは今！

OFF

OFF

＊使用下限温度 -15℃

¥17,600→¥10,560

20%

Enduro Elite

¥1,029,600→¥483,912

価格！ 売切れ御免の限定セールです、

NANGA冬用シュラフ、
マイクス別注モデルがOFF！

SPECIALIZED

INTENSE CYCLES
Spider 275C EXP Comp Bike

話題のMTBパーツが年末年始の驚き

OFF

＊使用下限温度 -15℃

最新じゃなくても、
最高のバイクを
オトクにGET！
改装オープン
記念プライス、
各モデル1台限り。
お早めに！

恒例の 「ゆく年くる年セール」 開催！

＊フロアレス構造

NANGA
WarmTime
1000STD PPS

リニューアル後もマイクスはMTBを
全力販売！ 2020年最新ラインナッ
プからのイチオシは、最旬の29in
エンデューロバイク。
日本人の体格にフィットし、日本の
シーンにもマッチ！ 憧れの山も走破
できそう！

2020年1月13日
（祝）
まで

¥118,000→¥70,800

¥99,860→

2020年 新作MTB登場！

ありがとう！
リニューアル記念
スペシャル
バイク！

OUTDOOR GEAR
↘雨天でも快適さをキープする構造。
設営も撤収もしやすく、
ビギナーにも
安心な2ルームテント。
4〜5人用。

最新から 旧モデルまで、 ハイレベルのバイクに会いに来て！

＊写真はX-W-L

＊特価品、
新商品など一部SALE対象外になる商品がございます。

20〜38%OFF！

