
限定品コーナー

11日（水）・14日（土）サービス 特別提供品

中村藤𠮷本店 
生茶ゼリイ（抹茶） 
各日300点限り 391円（1個） 

満月 阿闇梨餅 
各日2,000点限り 119円（1個）

11日（水）・13日（金）・16日（月）の販売

中村藤𠮷本店 
生茶ゼリイ（ほうじ茶） 
各日100点限り 391円（1個）

野呂本店 お試しセット 
各日30セット限り 1,080円
（みず茄子・長芋わさび・
花すぐき・昆布大根/各1袋）

村上開新堂 
ロシアケーキ 
各日50点限り 2,765円（12個入）

11日（水）・14日（土）の販売

京阿月 
くりーむ小町 各40点限り 
各281円（小豆・抹茶） 

京都中央市場 京伸 
天日干ちりめん 
各日200点限り 1,080円
（150ｇ）

大徳寺さいき家
いわし花まぶし
各日30点限り 1,080円
（2パック） 

佐近  合鴨スモーク 
各日30点限り 1,080円
（1パック） 

京都祇園ボロニヤ
はんなりデニッシュ濃厚抹茶あずき
各日10点限り 1,188円（1斤）

実演  AWOMB/アウーム
手織り寿し囲 抹茶
2,700円（1折）

イノダコーヒ
道明寺と五色豆の抹茶ロール 590円（1個）
グアテマラ・トドサンテリタ 1,620円（180ｇ）

実演  京料理 松正
京の松花堂弁当
各日30点限り 2,700円（1折）

ブーランジュリオペラ 
抹茶コルネ
306円（1個）

実演  大徳寺さいき家
はも・いなり寿司だし巻セット
1,080円（1折）

サロンドロワイヤル京都 
抹茶ピーカンナッツチョコ
1,251円（180ｇ）

実演  とり松
網野名物ばらずし
1,026円（1折）

京銘茶・茶游堂
宇治抹茶のくずきり
各日50点限り 380円（1個）

アプリ特典あり  実演  佐近
京の味がさね
各日30点限り 1,512円（1折）

アプリ特典あり  季節限定  本家八ッ橋西尾
あんなま京の濃抹茶（個包装）
各日30点限り 1,188円
（ニッキ・抹茶あん・濃抹茶/12個入）

新登場  アプリ特典あり  実演  
焼肉の名門 天壇
天壇和牛ロース弁当 1,782円（1折）

アプリ特典あり  京菓子司 ことぶき
抹茶のおだんご
648円（5本入）

アプリ特典あり  実演  うお寿
筍と焼穴子のちらし寿司 
各日20点限り 2,160円（1人前）

京生麸大野
①麸まんじゅう 231円（1個）
②抹茶麸まんじゅう 281円（1個）

実演  レストランキャメロン
黒毛和牛ステーキ弁当
1,674円（1折）

実演  藤菜美 
①わらび餅３色詰合せ 1,251円（1折）
②茶の露ほろり 350円（1個）

アプリ特典あり  実演  くらま辻井
うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当
1,836 円（1折）

アプリ特典あり  福寿園
宇治のみどり 
30点限り 1,080円（6個入）

実演  とり山卯吉
丹波産実山椒入り鶏めし
540円（2個入）

実演  東東来 
九条ねぎと牛すじ煮込み
各日50点限り 1,080円 
（200ｇ） 

村上開新堂 
マドレーヌ 
30点限り 1,998円（8個入）

11日（水）の販売

出町ふたば 名代豆餅 
各日160点限り 660円（3個入）

鳴海餅本店 赤飯 
各日80点限り 432円（1折）

※交通事情や天候により、入荷が遅れる場
合や、入荷がない場合がございます。予め
ご了承ください。 ※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。※各
日午後3時より、7階 催物場前にて整理券
を配布いたします。（当日午後4時まで有効） 
※ご来店の方に限らせていただきます。

13日（金）～15日（日）
各日午後3時30分からの
できたて直送便

抹茶で初夏の京都を味わう

旬の食材満載のお弁当

祇園辻利 つじりの里 
250点限り 756円（21本入）
●ぎおんの里 100点限り 756円（21本入）

12日（木）・14日（土）・15日（日）の販売 12日（木）・14日（土）・15日（日）の販売

①

②

①

②

伝 統 と
モダンの
競 演

5月11日（水）～5月16日（月）［ 各日午後6時30分終了/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。※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。
※天候などの影響により、産地変更や入荷のない場合がございます。※加工品の素材は、京都府産以外の素材を使用している場合がございます。
※ アプリ特典あり  は三越伊勢丹アプリをダウンロード・会員登録いただいた方に特典がございます。※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。



特別提供品特別提供品

福永念珠舗 ローズクオーツ７㎜玉 
念珠袋セット 20セット限り 7,700円
（女性用・本絹房）

アプリ特典あり  丹波園
丹波黒豆茶
各日50点限り 1,080円
（200ｇ） 

京昆布舗田なか
天然利尻昆布 
100点限り 1,296円
（150ｇ） 

大徳寺さいき家
いわし花まぶし
各日30点限り 1,080円
（2パック） 

ちりめん服 
祇園 
京ちりめん
ブラウス各種 
30点限り 
11,000円
（ポリエステル
100％/フリー
サイズ（M～ L））

京銘茶・茶游堂
ほうじ茶ロールケーキ 
各日20点限り 1,650円（1本）

みすや忠兵衛 こばこ始め各種 
計20セット限り 各2,970円
（表地：レーヨン100％/約11.5×9×4㎝）
※画像の商品は現品限りです。

実演  古都香 
みたらし団子 
1,132円（6本入）

アプリ特典あり  
実演  
くらま辻井
うなぎ山椒煮 
2,916円（100ｇ）
新芽さんしょう 
1,296円（80ｇ）

アプリ特典あり  河道屋倖松庵
にしんそば 864円（1人前）
※画像は調理例です。

千丸屋
東寺ゆば 1,404円（5個入）

アプリ特典あり  野呂本店
青てっぽう 540円（3本入）

はれま チリメン山椒 
1,080円（72ｇ/１箱入）
● 1,620円（120ｇ/パック入）

アプリ特典あり  豆政
わさびピーナッツ 540円（140ｇ）

アプリ特典あり  みすや忠兵衛 
お裁縫揃い「着物柄 天色（あまいろ）」 
５セット限り 11,000円（表地：レーヨン
100％/約24×17.5×9㎝ /11品揃） 
※柄の出方は１点１点異なります。

アプリ特典あり  やまなか雅陶 
清水焼マグ 花尽くし 
各3点限り 各9,900円（磁器/約口径7×
高さ8.5㎝/容量250ml/ブルー・ピンク）

アプリ特典あり  実演  福永念珠舗
ストロベリークオーツ７㎜玉 
10点限り 15,400円
（女性用・本絹房・桐箱入）

アプリ特典あり  ちりめん服 祇園 
京ちりめんデザインブラウス各種 
27,500円（ポリエステル100％/フリー
サイズ（M～L））
※画像の商品は１点限りです。

実演  赤ツキ 
九條焼きスペシャル
981円（1枚）

京丹波
焼ポン 1,201円（270ｇ）

実演  ぎょうざ処亮昌 
焼 亮昌ぎょうざ 864円（12個入）

すぐきや六郎兵衛
若筍 木の芽 100点限り 594円（80ｇ）

京都中央市場 京伸
京じめ（〆鯖） 
50点限り 1,944円（特大/1枚）

ごまの専門店ふかほり
①金つきたてごま 540円（80ｇ）
②京の万能ごまだれ 1,080円（390ml）

丹波路宮本商店
丹波極上ぶどう黒豆 918円（100ｇ）

アプリ特典あり  賀茂とうふ 近喜
わさび豆腐 
各日30点限り 701円（150ｇ/1本）

アプリ特典あり  東山八百伊
あっさり茄子 各日100点限り 486円
（100ｇ）

雅幸胤 
銀鱈西京漬  700円（60ｇ）

七味家本舗
①おばんざいのもと（大） 1,080円（8ｇ×22袋）
②七味大袋 1,080円（25ｇ）

初夏の京都を楽しむ

京が誇る職人の技

①

②
②

①

①

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードは
こちら！ ▶▶▶

三越伊勢丹アプリ
あなたに最適な情報を

※まな板は参考商品です。

5月11日（水）～5月16日（月）［ 各日午後6時30分終了/最終日午後5時終了］ 　伊勢丹立川店 7階 催物場

洛中髙岡屋 
本麻ごろ寝敷ふとん 2点限り 33,000円
（側地：麻100％、詰物：綿70％・ポリエステル30％/
約65×165㎝）※たわら枕は参考商品です。
※色・柄のオーダーも承ります。

かたおか がま口ポシェット各種 
各３点限り 各3,300円
（綿/約17×16㎝） 

新登場  アプリ特典あり  
京都徳力版画館
壁画絵師・木村英輝コラボ
「おはこ」各種 50点限り 各715円
（紙箱7×7.5×3.5㎝ /砂糖、水飴、
寒天、柚子果汁、柚子果皮） 

新登場  
シノワズリーモダン京都 
宝相華刺繍かわず張り長日傘 
10点限り 9,350円（本体：ポリエステル100%/親骨長さ：55㎝） 

アプリ特典あり

京都しるく シルク（保湿成分）配合
「絹艶フェイスパウダー」＆お化粧ぱふ
セット（9g） お一人さま3セット限り/
50セット限り 特別価格 3,960円

新登場  アプリ特典あり
香老舗 松栄堂 
京線香 こころか 5種 
1,760円
（お線香135㎜/5種/紙箱入） 

アプリ特典あり  和詩倶楽部 
桐箱花鳥箋・書包み・ぽち袋・
懐柄紙各種 440円から

甘さ、深み、渋みなど楽しめる、
白檀を基調とした香りのセット。

つるの先に垂れ下がるように咲く、
優美な藤の花をモチーフに。

お財布やスマートフォンなどを入れて。
ちょっとしたお出かけに
便利なポシェット。

京都青蓮院門跡や関西国際空港など数々の作品
を残す壁画絵師・木村英輝氏とのコラボ商品。

昔から吉祥柄として
着物などにも多く
取り入れられてきた
「宝相華」文様を、
全面刺繍で仕上げ
ました。

実演  義定刃物
三徳包丁「高雄」 
10点限り 15,950円
（特殊鋼/刃渡り18㎝）
※5月15日（日）まで刃研ぎ
（550円から）を承ります。

吉浦氏

麻の肌触りが心地よく、床やソファでちょっと横になる
時に寛げます。座布団３枚分の大きさも魅力。

涼やかな天色が鮮やかな着物柄のお裁
縫箱に、こだわりの道具を揃えました。


