
8月11日（水）～8月16日（月）［最終日午後5時終了］  伊勢丹立川店 7階 催物場

I S E T A N
今週の
伊勢丹
立川店

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。 必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。

※混雑状況により、ご入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※イタリア産以外の素材を使用、または加工している場合がございます。※数量に限りがございますので、品切れの際はご注意ください。 ※標準税率（10％）
と軽減税率（8％）が混在しております。※イートインなどで飲食する場合は、標準税率（10％）となります。 ※画像はイメージです。※20歳未満の方、お車・
オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。※ アプリ特典ありはSTOREアプリをダウンロードしていただいた方に特典がございます。

〈イル・マルケザート〉傘 

3点限り  36,300円
（ポリエステル100％/親骨の長さ
61cm/イタリア製）

タイガーシェルカメオペンダント
ブローチ 1点限り 198,000円

（フランコ・スカラ作/K18PG枠/
約4.2×4.5cm/カメオ：イタリア製、
枠・組立：日本）

〈リストランテ アルポルト〉赤海老とズッキーニの雲丹トマト
クリームソーススパゲッティ 各日40点限り 2,090円（1人前/
日本製）

〈ファロルニ〉メッシュバッグ
1点限り  280,500円

（羊革/約31×45×14cm/
イタリア製）

デザインネックレス  

1点限り  198,000円
（K18YG/チェーンの長さ 約45cm/
イタリア製）

〈シアル・チェラーミカ〉額入り
陶絵  1点限り  173,800円

（陶器、額：木製/約34×49cm/
イタリア製）

デザインペンダント 

1点限り 198,000円
（K18YG・WG、ダイヤモンド0.05ct/
チェーンの長さ約40cm/イタリア製）

〈テシトゥ―ラ・トスカーナ・テレ
リーエ〉リネンテーブルランナー
各種 8点限り 10,780円（麻
100％/約50×175cm/イタリア製）

〈ラ・ぺルラ ヴェネチアーナ〉
ヴェネチアンガラス
ネックレス 2点限り  77,000円

（約55cm/イタリア製）
※商品の性質上1点ずつ異なります。

〈チェラミケ・ディ・シチーリア〉
カトラリースタンド各種  

5点限り  各6,600円
（陶器/約直径8×高さ13cm）
※手描きのため1点ずつ異なります。

〈フラボッソ〉コンビカラー
サークルネックレス 
3点限り  17,600円（シルバー：
ロジウムメッキ・金メッキ/チェーン
の長さ約42＋3cm/イタリア製）

その他の出展  工芸  アプリ特典あり〈デッラルーナ〉アクセサリー・ガラスランプ、アプリ特典あり〈工房莉珠〉コスチュームアクセサリー、
〈グランデサローネ〉パラディソーレレインコート、アプリ特典あり〈アラルド〉バッグ・アクセサリー、アプリ特典あり〈ミーファースト〉ルームシューズ　

イートイン営業時間：各日午前10時30分～午後7時 
[最終日午後4時終了/ラストオーダー各日終了30分前]EAT IN 

〈サンヨーエンタープライズ〉
①〈デッレローゼ〉
トレッチェ ディ ブッファラ
50点限り 2,916円

（250g/イタリア製）
②〈チェトローネ〉D.O.P 
エクストラヴァージン
オリーブオイル 

60点限り 5,098円
（458g/イタリア製）

〈サントフエゴ × 
ビストロマサ極〉
ペスカトーレ 
1,620円

（1人前/
日本製）

〈プレフェリータ〉
ジェラート各種  
660円

（1カップ/2種/
日本製）

〈ラ・ベットラ・
ダ・オチアイ〉黒毛
和牛サーロイン
のパニーニ 各日
100点限り 864円

（1個/日本製）

オスミックトマト 756円（1パック/日本製）

〈イタリアハム〉
ベレッタ 
カルパーニャ産
プロシュット
18カ月熟成  
1,944円

（80g/イタリア製）

〈ピアット 
スズキ〉
自家製
パネトーネ 
20点限り 

3,240円
（1個/500g/
日本製）

〈シルヴィオ
ベッソーネ〉
ホワイトチョコ
レートのソフト
ジェラート 
486円

（1個/日本製）
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8月11日（水）～8月16日（月）［最終日午後5時終了］  伊勢丹立川店 7階 催物場
※混雑状況により、ご入場を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※イタリア産以外の素材を使用、または加工している場合がございます。※数量に限りがございますので、品切れの際はご注意ください。

※ アプリ特典あり はSTOREアプリをダウンロードしていただいた方に特典がございます。

特別提供品

〈ステファノアンナ〉カンノーリシチリ
アーニ 各540円（1個/日本製）

〈シャンパン☆ベーカリー〉ピスタチオ
のマリトッツォ451円（1個/日本製）

〈トミーズピッツァ〉ナポリピザ 
マルゲリータ 999円（1枚/日本製）

〈プリマヴェータ〉
トリュフグリッシーニ 

50点限り  

各1,620円
（120g/イタリア製）

〈オーロヴェルデ〉
Ｓant'Oro 
ドライトマト 

50点限り 791円
（100g/イタリア製）

〈バラッティ＆
ミラノ社〉
ジャンドゥイオット 

30点限り 2,970円
（200g/イタリア製）

※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

その他の出店 食品  アプリ特典あり〈オークハウス〉サルシッチャ、〈ビゴーテ〉イタリア惣菜、〈レ・マドリ〉生パスタ・ソース、〈ポルコバッチョ〉
チョコレート・グローサリー、アプリ特典あり〈オリーブマーケット〉オリーブ、〈ダ・ローマ〉オリーブオイル・ドライフルーツ、アプリ特典あり〈ラポルティ〉
ピスタチオクリーム、〈ビオロジコイルズ〉有機オリーブオイル・有機ピスタチオクリーム、〈メルカトレーディング〉マロングラッセ、
アプリ特典あり〈ストーリエディタリア〉オリーブオイル、〈ヴィアザビオ〉チーズ、アプリ特典あり〈ドリームポケット〉マリトッツオ

①〈シナグロ〉ホワイトコンディメントバルサミコ・ビオ 2,000円
（250ml/イタリア製）
②〈CIO〉EX.Vオリーブオイル オリヴァストロ 3,024円

（229g/イタリア製）
③〈シナグロ〉完熟した有機チェリートマトのソース 880円

（330g/イタリア製）
④〈ラ・スペランツァ〉トリュフ海塩 1,620円（30g/イタリア製）
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見た目もかわいい リモンチェッロ特集
〈カプリピゥ〉リモンチェッロ
g イタリア 
1,760円（40ml）

h カプリ島 
3,520円（100ml）

i 月と太陽 
3,960円（200ml）

（すべてカンパーニャ州）

特別提供品

①イタリアワインよりどり2本 
300組限り 2,860円（各750ml）

②イタリアワイン6本セット 
50セット限り 11,000円

（赤4本、白2本/各750ml）

●イタリアワイン10本セット 
60セット限り 11,000円

（赤5本、白4本、白発泡1本/各750ml）

こだわりの1本 プレミアムワイン特集
d 〈ロエーノ〉
エナンツィオ・リゼルヴァ1865 
プレ・フィロキセラ 9,680円

（ヴェネト州/赤/750ml）

e 〈ドンナ・フガータ〉
ローザ D＆G限定ボトル 
6,380円（シチリア州/ロゼ/750ml）

f 〈ジェネラッツィオーネ 
アレッサンドロ〉
エトナ ビアンコ トライナラ 
5,940円（シチリア州/白/750ml）

夏こそ美味しい スパークリングワイン特集
a 〈モンテ・ロッサ〉
“カボション”フランチャコルタ・ 
フオリセリエ 9,900円

（ロンバルディア州/白発泡/750ml）

b 〈リッチ・クルバストロ〉
フランチャコルタ サテン・
ブリュット 5,500円

（ロンバルディア州/白発泡/750ml）

c 〈カンティーナ・リッチョ〉
リッチョ スプマンテ 
エクストラ・ドライ 
30点限り 2,750円

（カンパーニャ州/白発泡/750ml）

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。イタリアワイン&リカーセレクションイタリアワイン&リカーセレクション
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夏休み Calbee+ WEEK 
□8月4日（水）〜8月24日（火）［最終日午後5時終了］ □7階 駅側モール

カルビー直営店が期間限定でOPEN。カルビープラス限定品を販売いたします。
〈カルビー〉
いもこまち 881円（カルビープラス限定品/18g×8袋入）
べにはるか 810円（カルビープラス限定品/20g×6袋入）
エッセンポテト 540円（カルビープラス限定品/17g×4袋入）
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（すべてカンパーニャ州）
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