
岡田栄峰作 三月人形 衣裳着
親王飾り 5点限り 165,000円

（間口85×奥行40×高さ43cm）
□6階 ファーレ側モール

〈佐藤太清〉牡丹 1点限り
1,100,000円（10号）
□8階 美術

〈二本松伝統家具〉
33総桐たんす 四の三 
5点限り 250,000円

（幅100×奥行45×高さ103cm）
□6階 家具

今週の
伊勢丹
立川店

1月2日（日）開店時の入場は、1階・2階 正面玄関のみとさせていただきます。   ※1階・2階 正面玄関以外の入場口については、開店から一定の時間は入場ができません。予めご了承ください。

□伊勢丹立川店  6階・8階  ［お一人さま各1点限り］
※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。
※内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。※画像はイメージです。K A I U N           D X

福
袋FUKU      BUKURO □伊勢丹立川店 各階 ※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。

 ※内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
 ※ブランドにより、お一人さま1点限りとさせていただく場合がございます。

※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。

伊勢丹 冬のクリアランスセールは1月2日（日）からスタートいたします。
1月1日（土・祝）は店舗休業日とさせていただきます。新年は1月2日（日）朝10時から初売出し。夜6時まで営業いたします。

財布各種 5,500円から

新春福財布新春祭 食料品スペシャルセール □地階 食料品
※内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。※画像はイメージです。

ワインくじ引き大会
□和洋酒 □参加費：2,200円〈200名さま限り〉
※お一人さま1回限りとさせていただきます。※20歳未満の方の参加はご遠慮ください。

新春の運試し！ さまざまなワインの中から、
どの銘柄が当たるかはお楽しみ。

［賞品の一例］左から：
1等：シャトー・コス・デス・トゥルネル’15

（赤/750ml）1点限り
2等：〈ドン ペリニヨン〉ドン ペリニヨン’08

（白発泡/750ml）1点限り
3等：〈グロ・フレール・エ・スール〉クロ・ヴージョ’17（赤/750ml）1点限り
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

●〈中島水産〉本マグロ中トロ＆赤身入 刺身
6点盛合せ 50点限り 6,999円（1パック）
□フーズマーケット
●〈岡村製茶〉知覧茶 50点限り
5,400円（10袋入）
□食料品催物場
●〈魚恵〉桜えび釜あげ 100点限り
1,296円（駿河湾由比産/80g）
□食料品催物場
●〈松本養蜂総本場〉国産ブレンドはちみつ 
黄金比率 12点限り 2,376円（270g）
□食料品催物場

新春サービス

〈イセタンミート〉国産黒毛和牛希少部位
焼肉用盛合せ 50点限り 3,980円（計360g）
□フーズマーケット
●福岡県産博多あまおう 
100点限り 2,022円（2パック）
□フーズマーケット

限り
日

日

●〈ニホンドウ漢方ブティック〉
健康茶アソートA・B 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各5点限り 各10,000円
ヘア＆ボディケア・・・・・・・・・3点限り 7,000円
しっとりスキンケア・・・・・・・3点限り 8,000円
マイルドスキンケア・・・・・・・3点限り 8,000円
●〈ヴェーダヴィ〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点限り 15,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点限り 10,800円
●〈ディーテラス〉
バックパックキャリーセットR 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点限り 19,800円
バックパックキャリーセットW 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点限り 27,500円
ワンちゃんおやつセット 
・・・・・・4点限り 1,980円・3点限り 1,650円
ワンちゃんおもちゃセット 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12点限り 6,200円

●〈三洋パール〉アコヤパール3点セット 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2点限り 110,000円
●アクセサリーコスチュームブランド
・・・・・15点限り 7,700円・8点限り 9,900円
●婦人ハンカチ・小物雑貨
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100点限り 1,100円
●婦人レッグアイテム
5点セット
・・・120点限り 1,100円・30点限り 1,650円
3点セット・・・・・・・・・・・・・・20点限り 2,200円

●〈レジァンス〉・・・・・・・・5点限り 22,000円
●〈エムズグレィシー〉・5点限り 22,000円
●〈ピッコーネ〉・・・・・・・・5点限り 22,000円
●〈ヤッコマリカルド〉・・2点限り 11,000円

3点限り 22,000円・5点限り 33,000円
●〈コムサマチュア〉
23点限り 11,000円・7点限り 22,000円

●〈ネイルズユニーク アルティミッド〉
ジェル・・・・・・・・・・・・・・・・・5点限り 11,000円
マニキュア・・・・・・・・・・・・・・・5点限り 5,000円
●〈デシグアル〉・・・・・・・・4点限り 11,000円
●〈ローズティアラ〉・・・・5点限り 11,000円

●人気ブランド小物セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点限り 22,000円
●紳士ベルト3点セット 30点限り 5,500円
●人気ブランド革小物セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3点限り 11,000円
●紳士ベルト・革小物セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5点限り 5,500円
●メジャーメイドインポート生地使用
お仕立て上がりスーツ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点限り 55,000円

1 階 2 階

3 階

4 階

●紳士傘2点セット・・・・・30点限り 3,300円
●紳士カシミヤ・ウールマフラー2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10点限り 3,300円
●イタリア製紳士カシミヤ・ウール
マフラー2点セット・・・・・・10点限り 5,500円
●〈プーマ〉婦人・紳士スポーツウェア 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・計34点限り 5,500円

5 階

5 階

●知育玩具・・・・・・・・・・・・・6点限り 3,000円
●女児玩具・・・・・・・・・・・・・6点限り 3,300円
●〈ミキハウス〉・・・・・・・12点限り 22,000円
●〈ミキハウスダブルB〉 

（男児のみ）・・・・・・・・・・・12点限り 22,000円

7 階

伊勢丹立川店ホームページはこちらから▶▶▶

限り
日

限り
日

〈伊勢丹写真室〉出張ロケフォト
プラン 5組さま限り88,000円

（有効期間：2022年12月31日（土））
◎カメラマンがお客さまのご自宅へ出張して家族写真
を撮影します。 ※詳しくは係員におたずねください。

□8階 伊勢丹写真室

50V型テレビ付テレビボードセット 
1セット限り 440,000円

（ボード：幅210×奥行45×高さ180cm/
テレビ：〈パナソニック〉TH-50JX750）
□6階 家具

□1月2日（日）～1月4日（火）
□2階 ギャラリースクエア



■リ・スタイル TOKYO

婦人服飾雑貨・婦人服

紳士服・スポーツ（ウェア）

■トップス＆ボトムス

■ウィークエンドスタイル

■コンテンポラリーガーデン

■オーキッドプラザ

■チャーミングテラス

■紳士メジャーメイド、
　オーダーワイシャツ
■紳士靴　
■紳士肌着・ナイトウェア・靴下
■ゴルフ
■スポーツ

■小さいサイズのストロベリー

1月7日（金）～

1月7日（金）～ 1月7日（金）～

■ディーテラス

■スライス オブ ライフ

■アフタヌーンティー・リビング

■トラベル＆カジュアル ■レディスシューズ ■ハンドバッグ ■シーズン雑貨

■アクセサリー

リビング ベビー・子供服
タオル家庭用品■ホームリラクシング■インテリア用品 ボーイズ＆ガールズ ベビーウェア

マタニティウェア

新春レディースファッションスペシャルバーゲン
1月２日（日）・3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。
※価格の記載がないものはすべて参考商品です。

新春アクセサリー＆ジュエリーバーゲン
1月２日（日）・3日（月） ［最終日午後5時終了］　伊勢丹立川店 7階 催物場

※Ptはプラチナ、K18は18金、K14は14金、WGはホワイトゴールド、YGはイエローゴールド、SVはシルバー、
ctはカラットの略称です。※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

ｃ

b

4WAYコート 11,000円 （M・L）

a.b.ロング
カーディガン・
セーター 各5,500円

（フリーサイズ
（M〜L対応））
c.カシミヤセーター
11,000円

（カシミヤ100％/
フリーサイズ

（M〜L対応））

サンプル

アコヤパールネックレス・イヤリングセット
現品限り220,000円（N：SV・9.5㎜玉・
長さ：約43cm、E：K14WG・9.5㎜玉）

K18YGダイヤモンドリング（Ｄ＝計0.30ct）
a.5点限り33,000円 b.3点限り55,000円
c.K18YGダイヤモンドペンダント
3点限り33,000円

（Ｄ＝計0.30ct、チェーン長さ：約40cm）

Ptダイヤモンドネックレス
現品限り220,000円（D＝0.30ct・Ｄカラー・VVS1・トリ
プルエクセレントカット・H&C、長さ：約45cm・長さ調節機能付）
Ptダイヤモンドリング
現品限り275,000円（中石：D＝１.０３ct・ベリーライト
イエロー・SI2・オーバルブリリアントカット、脇石：Ｄ＝計0.26ct）

Ptエメラルド・
ダイヤモンドペンダント現品限り132,000円

（Ｅ＝0.38ct、Ｄ＝計0.27ct、チェーン：Pt999・長さ：
約45cm・長さ調節機能付）
Ptエメラルド・ダイヤモンドブレスレット 現品限り
330,000円（Ｅ＝0.91ct、Ｄ＝計1.26ct、長さ：約18cm）

a b c

　　

※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。

冬の健康グッズフェア
1月２日 （日）〜1月10日（月・祝） ［最終日午後5時終了］　 伊勢丹立川店 5階 特別室

バランスのとれた足 歪曲足偏平足浮き指 ハイアーチ

足裏バランスチェック 足裏の型をプリントしバランスをチェックできます。

足裏の3本の足弓（アーチ）を最適な状態で支えることにより
「第二の心臓」といわれる足からカラダ全体のバランスを整
えます。〈バランシア〉はオーダーメイドとなっております。足の
形は一人ひとり違います。〈バランシア〉はお客さまそれぞれ
の足の型とサイズを計測したインソール（中敷）です。

〈バランシア〉オーダーインソール 110,000円
（ブラック・ブラウン/納期：約40日/日本製）

バランスの取れた足

  足 裏バランスチェック

足裏の型をプリントし
バランスをチェックできます。

特別提供品 ※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。

カジュアルバッグ各種
50点限り 5,500円

〈ミッシェルクラン〉スニーカー  
100点限り 各3,190円

※インナーは参考商品です。

a

（諸般の事情により、営業時間、企画内容が変更になる場合がございます。）
〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1/電話042-525-1111大代表/’22
※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。
※価格はすべて税込です。※標準税率（10%）と軽減税率（8%）が
混在しております。 2022

1月2日（日）から 伊勢丹立川店 各階
▶三越伊勢丹オンラインストア 
　1月1日（土・祝）午前10時スタート！
※一部対象外の商品がございます。予めご了承ください。※混雑の状況により、限定数表記のある商品はお一人さま1点限り
とさせていただく場合がございます。※掲載ブランド以外でも、クリアランスセールを開催いたします。※ブランドによっては展開
場所が異なります。※クリアランススケジュールは、一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。※1月2日（日）開
店時はご入場を制限させていただく場合がございます。

三越伊勢丹オンラインストア クリアランス

2022 三越伊勢丹

冬のクリアランスセール
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/clearance_sp

2022 三越伊勢丹  冬のクリアランスセール _QR
2022/11/22




