
※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。

伊勢丹立川店ホームページはこちらから▶▶▶

「MOVE！気持ちが動く、感動が生まれる」。そんな皆さまへの想いを

全館にたっぷりと詰め込んで、いよいよ伊勢丹立川出店75周年祭が開幕します。

これまでいただいた多大なるご愛顧に感謝をこめて、全フロアで、より楽しいお買物体験をお届けしてまいります。

〈宮地楽器〉ELECTONE STEP ON 
STAGE

□10月16日（日）午前11時〜午後5時 ※変更となる場合がございます。
□2階 ギャラリースクエア横
□スペシャルアドバイザー：岩崎孝昭氏・篠﨑秀子氏
さまざまなジャンルを自由に演奏できるエレクトーンの特徴を活かした、
4つのジャンルから構成されるアドバイス付きの公開ステージ。〈宮地楽器〉
の生徒の方や愛好家の皆さまによるバラエティ豊かな演奏をお楽しみ
ください。

杉田陽平プロフィール
1983年三重県生まれ。2008年武蔵野
美術大学造形学部油絵科卒業。
美大在学中から数 の々賞を受賞。作品
は鮮やかな色彩が特徴で、キャンバス
にとどまらず、さまざまな画材を多角的
に捉え活かした表現が多い。SNSの
総フォロワー数は、16万人を超え、若い
世代からの人気も高い。

杉田陽平氏がスペシャルゲストとして登場
「FMたちかわ×伊勢丹立川店 スペシャルDJイベント」の特別企画として、
杉田陽平氏がスペシャルゲストとして登場します。どうぞお楽しみに。

子どもとライブペインティングイベント開催
□10月16日（日）午前10時20分〜正午予定
※時間帯により不在の場合がございます。※混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。
※諸事情により変更になる場合がございます。

伊勢丹立川店と、立川の歩み展
□10月12日（水）〜10月17日（月）

［ 各日午後6時30分終了 /最終日午後5時終了］  

□7階 催物場 協賛：株式会社立川印刷所

立川駅周辺地域の
変遷を写真でたどる
パネル展を開催いた
します。

Tachikawa Art Break 2022 ST
□10月12日（水）〜10月17日（月）

［ 各日午後6時30分終了 /最終日午後5時終了］  

□7階 催物場

多摩地域の美術大学生の
作品展を開催いたします。

【参加アーティスト】
江越 里南、岡 千尋、
おおえだ ゆき、近藤 茉由、
曽我 祉琉

□10月5日（水）〜10月18日（火） 
□伊勢丹立川店 各階

　   伊勢丹立川出店75周年祭
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杉田陽平展 “ 色の雫、形の空、光の線 ” □10月12日（水）〜10月17日（月）［ 各日午後6時30分終了 /最終日午後5時終了］  

□7階 催物場0 5 0 6
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伊勢丹立川出店75周年祭伊勢丹立川出店75周年祭

北口駅舎（昭和45年）

伊勢丹立川店4号店
（昭和45年）

「STARGAZER」曽我 祉琉

ISETAN 伊勢丹公式YouTube
チャンネルにて杉田氏のインタビュー動画配信中！
詳しくはこちら 

▲ ▲ ▲ ▲

伊勢丹立川出店75周年祭の特別企画とし
て2020年「バチェロレッテ・ジャパン」に出演
し、地元美大卒業で今、注目の若手作家、
杉田陽平氏の個展を多摩地区初開催！本
展では繊細で鮮やかな色彩の絵画と空間
を彩る立体作品などを展開・販売いたしま
す。魅力あふれる杉ちゃんワールドをぜひお
楽しみください。
※掲載作品は参考作品です。 
※期間中のイベントのご参加は三越伊勢丹アプリにて
抽選が終了しております。ご了承ください。

エムアイカード×三越伊勢丹アプリ
お楽しみ抽選会 □10月5日（水）〜10月18日（火）

期間中、伊勢丹立川店 各階にて合計10,800円以上エムアイカードでお買いあ
げのうえ、三越伊勢丹アプリでエントリーされたお客さまは、伊勢丹立川店で
ご利用いただける「お買物券」が当たるお楽しみ抽選会にご参加いただけます。
※三越伊勢丹アプリにエムアイカードをご連携いただき、三越伊勢丹アプリのエントリー用クー
ポンをご利用ください。10月18日（火）午後11時59分まで。※一部対象除外品がございます。
※詳細は店頭でご確認ください。※当選の発表は三越伊勢丹アプリでお知らせいたします。
※詳しくは係員におたずねください。

1等 お買物券 75,000円分・・・・・・・・・・・・・・ 3名さま

2等 お買物券 50,000円分・・・・・・・・・・・・・・ 3名さま

3等 お買物券 30,000円分・・・・・・・・・・・・・・5名さま

4等 お買物券 10,000円分・・・・・・・・・・・・・10名さま

5等 お買物券 5,000円分・・・・・・・・・・・・・・ 20名さま

6等 お買物券 3,000円分・・・・・・・・・・・・・・ 30名さま

Special Event & Present

FMたちかわ×伊勢丹立川店 
スペシャルDJイベント

□10月10日（月・祝）午前11時〜正午・
午後1時〜午後2時・午後3時〜午後4時
□2階 ギャラリースクエア横
今年で15周年を迎えるFMたちかわと、伊勢丹立川店が
コラボレーション。百貨店の代名詞「衣・食・住」をテーマに、
それぞれのキーワードに沿ったトークを、伊勢丹立川店内
にてライブで放送します。

特別ゲスト 森野熊八氏 来場
□10月10日（月・祝）午前11時〜正午

「料理の作り方を歌詞にして、歌いなが
ら料理を作る」というパフォーマンスを
考案。『森野熊八クッキングショー』と
して活動し注目を集める。テレビ・ラジオ
でも活躍を広げる熊八氏をゲストに
迎えお届けします。

□10月10日（月・祝）1日限り
□お渡し場所：2階 サービスステーション
当日、伊勢丹立川店 各階にて合計7,500円以上お買いあげの
先着750名さまに、トートバッグを差しあげます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
※当日お買いあげのレシートをお持ちください。※一部対象除外品がございます。

10月10日（月・祝）開店記念日
お買いあげプレゼント
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Special kit 
□10月5日（水）〜10月18日（火）  □1階 化粧品

〈ディーテラス〉ペットの
おうちシャンプー講座

□10月10日（月・祝）午前11時〜・午後1時〜・
午後3時〜
□1階 特設会場 
□参加費：無料
□定員：各回4名さま □所要時間：約60分

［10月5日（水）午前10時より
店頭またはお電話にてご予約を承ります］
電話042-512-8299直通

〈エスト〉
75周年祭
キット 
10 セット限り 

55,000円

〈エスティ
ローダー〉
アドバンス 
ナイト 
リペア 
セット 
30 セット限り 

16,170円

〈ヴェーダ
ヴィ〉人気
のマヌカハ
ニーと健康
茶 4製品
セット 
10 セット限り 

20,520円

〈ヴェレダ〉
アニバーサ
リーキット 
20 セット限り 

7,700円
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Present
□10月5日（水）〜10月18日（火） 
　　　　 □1階 化粧品

Event □1階 化粧品 
※詳しくは係員までおたずねください。

詳しくはこちら 

▲ ▲ ▲ ▲

〈アッカ〉バービークリップ 12,100円（ボルドー）

〈アッカ〉バービークリップNEWカラー
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□2階 アクセサリー

〈acca〉のロングセラーアイテム、バービークリップ
のNEWカラー（3色）人気のLサイズをポーチ付
きでご紹介します。

〈プロテカ〉
スタリアCX 62,700円

（機内持ち込みサイズ/51×39×25cm）

オーダー料金 6,600円 
※お渡しまで1カ月いただきます。

〈プロテカ〉スタリアCX オーダー
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□1階 トラベル＆カジュアル

〈REGAL〉カラー＆ウィズオーダーパンプス 
各20,900円（22.0 〜25.0cm） ※お渡しは約45日後となります。

〈REGAL〉カラー＆ウィズオーダーパンプス
□10月5日（水）〜10月11日（火）
□2階 レディスシューズ
カラーは15色から。ウィズ（足囲）、サイズもお選
びいただけます。

〈ヒロフ〉
左：トートバッグ 64,900円（34×30×10cm）

〈ヒロフ〉新作APIEDI
（アピエーディ）先行販売
□10月12日（水）から □2階 ハンドバッグ
カジュアルからお食事会まで、幅広いシーンに！

人気の「SUNBURST」シリーズのセンターストーン
を期間限定でカスタマイズできます。

〈スタージュエリー〉SUNBURST ネックレス 
55,000円から（カスタマイズ内容：サファイア、ルビー、エメ
ラルド、タンザナイト、ダイヤモンド）
※カスタマイズするストーンによって価格は異なります。※お渡し
までは4週間程となります。

□10月5日（水）〜10月18日（火） □2階 アクセサリー

〈アシックスウォーキング〉
スニーカー 各33,000円（22.5 〜 24.5cm）

〈アシックス〉クイックスキャン計測会
□10月5日（水）〜10月11日（火）
□2階 レディスシューズ
計測データをもとにおすすめの靴をご提案。計測
は無料です。
Present お買いあげの先着20名さまに、プレゼ
ントを差しあげます。
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〈Y’s BANG ON！〉期間限定ストア
□10月5日（水）〜10月11日（火）  
□2階 ギャラリースクエア

ベルトによるシルエ
ット変化や、数々の
ディテールも凝った
仕様。光沢としな
やかな風合い、豊
かなドレープ性が
特徴です。

〈Y’s BANG ON！〉
セミダブルハーフ
コート 209,000円

（毛100％、別布：牛革・
綿100％/フリーサイズ

（M 〜 Lサイズ対応））

●〈ゲラン〉メイクアップ＆トータルケアアドバイス会 □10月8日（土）
●〈RMK〉メイクアップアーティスト来店 □10月8日（土）
●〈クレ・ド・ポー ボーテ〉トップメイクアップアーティスト＆
ソワンシナクティフ（施術） 
□10月6日（木）〜10月9日（日）
●〈イプサ〉濃密ツヤ肌ベイス体感会
□10月15日（土）・16日（日）

〈資生堂〉メイクアップ
アーティスト来店
□10月15日（土）

〈アディクション〉
メイクアップ
アーティスト来店
□10月8日（土）

〈カネボウ〉
メイクアップ プロ
アーティスト来店 
□10月8日（土）

●〈イヴ・サンローラン〉メイク・フレグランス製品を
9,020円以上お買いあげの先着80名さまに、オリジ
ナル ミラーを差しあげます。

●〈ジョー マローン ロンドン〉製品を18,000円以上お買
いあげの先着20名さまに、コロン（9mL）を差しあげます。

●〈クリニーク〉製品（セットは除く）を8,100円以上
お買いあげの先着40名さまに、クラリファイング ロー
ション2（60mL）を差しあげます。

●〈クラランス〉製品を8,800円（キット等を除く）以上
お買いあげの先着30名さまに、オリジナルポーチを
差しあげます。

●〈デコルテ〉10月8日（土）〜10月10日（月・祝）の
イベント期間中、リポソーム美容液またはリポソーム 
クリームを含む16,500円以上お買いあげのお客さ
まに、AQ5点サンプルボトルを差しあげます。

〈CECILE ET JEANNE〉POP UP
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□2階 ザ・ステージ

〈セシル・エ・ジャンヌ〉ヴォアラクティ ネックレス 
ゴールド 48,400円（真鍮（24金コーティング）/
長さ101cm+アジャスター2cm）

〈伊勢丹立川店オリジナル〉
75周年記念柄ハンカチ
立川の街並みと季節の風物詩を1枚のハンカチに
描きました。
75周年記念柄ハンカチ 500点限り 1,100円（綿100
％/50×50cm）

□10月5日（水）〜10月18日（火） □2階 シーズン雑貨

〈ボール＆チェーン〉期間限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火）
□2階 シーズン雑貨
秋の新作から定番品まで種類豊富にご紹介いた
します。

〈ボール＆チェーン〉ショッピングバッグ 4,950円
（ポリエステル/底約30cm・口元約43cm）
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伝統ある遠州
地方で昔なが
らのシャトル織
機により時 間
をかけて丁 寧
に織られた生
地を使用。ユニ
セックスで着ら
れるベーシック
なデザインは長
くご愛 用いた
だけます。
※画像は
イメージです。

トップ、サイドハンドル
とネームタグのカラー
を各6色お選びいた
だけます。

特別な情報満載の
コスメフライヤー

店頭で配布中で
す

ワンちゃん猫ちゃんの
シャンプーの仕方や

選び方をご紹介
します

〈HUIS-ハウス-〉期間限定販売
□10月12日（水）〜10月18日（火）
□2階 ギャラリースクエア



子どもをモチーフにした「落書きシリーズ」を代表作
とする立川の画家、望月一雄氏の作品をご紹介。
望月一雄「落書き 姉と弟」 880,000円（油彩/30号）

望月一雄 油絵展
□10月5日（水）〜10月11日（火）［最終日午後5時終了］
□8階 アートギャラリー

□受付期間：10月5日（水）〜10月18日（火）
□8階 伊勢丹写真室・貸衣裳グランジュール
□撮影・食事場所：昭和の森 車屋

［10月5日（水）午前10時よりお電話にてご予約を承ります］
電話042-540-8250直通（貸衣裳グランジュール）

〈伊勢丹写真室〉×〈貸衣裳グラン
ジュール〉婚礼和装・成人振袖
ロケーションフォト特別セット 
3組限り 825,000円（婚礼和装または成
人振袖レンタル＋着付けメイク＋出張ロケー
ションフォト（３カット六切り台紙お渡し）＋オ
リジナルメニュー懐石料理6名分（ワンドリン
ク付）） ※詳しくは係員におたずねください。 立川店の75周年を記念して特別に

ご用意した精緻な絞り着物です。
〈趣味の呉服 丸屋〉藤娘きぬたや 総絞り 振袖 

1点限り 825,000円（表地のみ（お仕立て別））

□10月5日（水）〜10月18日（火） □8階 呉服

75周年を記念して、品質と職人技にこだわった
〈大峽製鞄〉が初出店！
〈大峽製鞄/オオバセイホウ〉Lジップ札入れ 
24,200円（牛革（シュリンクレザー）/9×11×2cm）

〈大峽製鞄/オオバセイホウ〉POP UP
□10月5日（水）〜10月25日（火） □5階 紳士雑貨

〈ハミングバーズヒルショップ〉POP UP
□10月5日（水）〜10月25日（火）［最終日午後6時30分終了］
□5階 ファーレ側モール

〈One-o-Five DENIM TOKYO〉
デニムパンツ  30,800円（綿100％/S 〜 XL）

〈STOOLS/
スツールズ〉オープン
□10月5日（水）から 
□5階 ゴルフウェア

ゴルフウェアの枠組みを
超えて国内外から
選び抜いたアイテムに
ご注目！

〈MOCO〉ベスト 
29,700円（ポリエステル
100％/48・50・52）

〈TRATTO〉パンツ 
29,700円（ポリエステル
100％/76 〜 91cm）

赤ちゃんに出会えた喜びを一枚の写真に！
等身大 Baby photo 

□10月16日（日）午前10時20分〜・午前11時40分〜・午後1時〜・
午後2時20分〜・午後3時40分〜・午後5時〜 □7階 特設会場 
□参加費（基本料金）：38,500円（B2サイズ：51.8×72.8cm）  
□定員：各回1組さま □対象：0カ月〜6カ月
のお子さまとその保護者さま

［10月5日（水）午前10時より
お電話にてご予約を承ります］
電話042-548-2178直通（子供服カウンター）
Present イベントに参加
された方に、木製ミニパネル

（10×10cm）を差しあげます。
撮影/Fish Photo

こどもメガネ アンファン＋FAMILY フレンチフレームフェア
□10月5日（水）〜10月18日（火） □7階 こどもメガネ アンファン＋FAMILY
予約制  おしゃれメガネ相談会
□10月15日（土）午前10時〜午後6時
フレームアドバイザーがお顔に合ったフレームをお選びいたします。

〈ポロ ラルフ ローレン〉期間限定アイテム
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□3階 ポロ ラルフ ローレン デニム

75周年を記念した立川店だけのセットが登場！
〈ネイルズユニーク アルティミッド〉伊勢丹立川
店75周年記念セット 7,500円（グロウスペンタイプ＋
ペンオイル＋ネイルクリーム＋スクラブパックチケット）

□10月5日（水）〜10月11日（火）
□3階 ネイルズユニーク アルティミッド

岡山のデニム産地から届いた、立川店先行販売アイテム！
〈デニムクローゼット〉フィールドスカート（藍染・柿渋染） 
各24,200円（綿100％/フリーサイズ（M 〜 Lサイズ対応））

〈デニムクローゼット〉期間限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火）［最終日午後6時30分終了］ 
□3階 ファーレ側モール

立川市の木「けやき」を
モチーフにしたアイテムを限定販売！

〈衣〉けやき並木と妖怪ワンピース 49,280円
（綿100％/M・L）

〈衣〉期間限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火）［最終日午後6時30分終了］
□4階 ファーレ側モール

質の高い眠りへ導く
マットレスや電動ベッド、
リクライニングチェア
を店頭で体感！

立川店の75周年を
記念して、人気キャラ
クター「マーシャ」を
刺繍したオリジナル
タオル！

オーダー家 具や上 質な
無垢の家具を創る東京
の家具職人集団〈KOMA〉
の受注会を開催！

九谷五彩の伝統色
を発展させ120色も
の多彩な色を生み
出した、山田義明
氏の作品です。

〈ポロ ラルフ ローレン〉
セーター 42,900円

（綿100％/XS・S・M）

パンツ 34,100円
（綿100％/24 〜28）

Present 
27,500円以上お買いあげの

先着20名さまに、ハンドタオル
を差しあげます。
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普段
お取
り扱
いの

ないア
イテム

を

期間限
定で！

●〈ゲラン〉メイクアップ＆トータルケアアドバイス会 □10月8日（土）
●〈RMK〉メイクアップアーティスト来店 □10月8日（土）
●〈クレ・ド・ポー ボーテ〉トップメイクアップアーティスト＆
ソワンシナクティフ（施術） 
□10月6日（木）〜10月9日（日）
●〈イプサ〉濃密ツヤ肌ベイス体感会
□10月15日（土）・16日（日）

〈BOZ〉大人メガネフレーム
46,200円（GLORY/レンズ幅
51mm、ブリッジ幅16mm）

〈J.F.Rey kids〉メガネ
フレーム 27,500円（TAG/
レンズ幅45mm、ブリッジ幅16mm）

世界中から選んださまざまなルース（裸石）
の天然石をご用意。ご希望の石もお探しい
たします。※画像はイメージです。 
※詳しくは係員におたずねください。

イセタン ルースストーン セレクション
□10月5日（水）〜10月11日（火） □８階 宝飾
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表 裏

〈ホットマン〉
バスタオル 5,170円（綿100％/60×137cm）
フェイスタオル 1,760円（綿100％/31×93cm）
ウォッシュタオル 1,320円（綿100％/31×32cm）

□10月5日（水）〜10月18日（火） □６階 ホットマン

〈京都・たち吉〉山田義明作 金彩ストロベリー
プレート（受注生産） 69,300円（直径26×28.5×高さ2.5cm）
※受注生産のため、お渡しに約２カ月半かかります。

□10月5日（水）〜10月18日（火） □６階 たち吉

〈フランスベッド〉電動
リクライニングベッド 
616,000円

（ホワイトアッシュ、アユース柾目突板/シングル：幅99×長さ206.9×高さ85.8 〜121.8cm）
※フレームのみ、マットレスは別売りとなります。※詳しくは係員までおたずねください。

Present 電動ベッドをお買いあげの方に、枕とピローケースを差しあげます。
〈フランスベッド〉オープン □10月5日（水）から □6階 家具

〈KOMA〉家具オーダー受注会
□10月5日（水）〜10月18日（火） 
□6階 家具

〈KOMA〉sui arm chair 2017 172,700円
（素材：ウォルナット/W570×D490×H750/
SH420mm） ※納品まで約4カ月かかります。



秋の旬 芋菓子10選 □10月 12日（水） 〜10月18日（火） □地階 全国銘菓
秋を感じる、とっておきをどうぞ！

伊勢丹立川店75周年 特別出品  □10月5日（水）〜10月18日（火）
人気パティシエのスイーツを
日替りで □地階 欧風銘菓

［その他参加店舗］ 〈浅草満願堂〉〈御朱印〉〈別子飴本舗〉〈四万十ドラマ〉〈おいもや〉

〈笹屋伊織〉
渋皮栗大福 
各日14点限り 

400円（1個）
□地階 和菓子

〈ロートンヌ〉
和栗の
ミルフィーユ
各日10点限り 

864円（1個）
□地階 洋菓子

〈資生堂パーラー〉プティフール
セック プティ 100点限り 2,160円

（10種25枚入 /1缶）  □地階 洋菓子

〈メリーチョコレート〉
東京ファンシーチョコレート 50点限り

1,188円（24個入 /1箱）
□地階 洋菓子

〈モロゾフ〉ティーブレイク 

60点限り 3,240円（7種36枚入 /1缶）
□地階 洋菓子

〈プレミアム マリオジェラテリア〉
ベリーピスタチオパフェ・チョコ
ナッツパフェ 各日30点限り 各800円

（1個） □地階 洋菓子

〈フランセ〉生レモンケーキ
各日30点限り 1,296円（3個入/1箱）
□地階 洋菓子

〈キャピタルコーヒー〉ディップ
スタイル パナマエスメラルダゲイシャ 
ウォッシュド 60点限り 3,024円

（12g×4パック） □地階 コーヒー

〈モンサンクレール〉
ケーク キャラメルマロン
30点限り 2,700円（1個）

〈ミュゼ・ドゥ・ショコラ 
テオブロマ〉
ケイクカカオパウンド 

30点限り 2,921円
（約16×6cm/1本）

〈ジャン=ポール・
エヴァン〉
ジョワ ア 
パルタジェ 

50点限り 3,504円
（4種7個入 /1箱）

秋の旬 栗を使った限定品
□10月5日（水）〜10月18日（火）

〈パティスリー・サダ
ハル・アオキ・パリ〉
コフレ アソーティ
モン ドゥ ビスキュイ
ドゥミ 60点限り 

2,160円（9種130g/1缶）

〈つのはず堂〉
キャラメル
ガトー 40点限り 

1,080円
（8個入 /1箱）
□地階 和菓子
※〈新宿中村屋〉で
の販売となります。

〈菓匠 清閑院〉
くるみ饅頭 
ひととせ
150点限り 

216円（1個）
□地階 和菓子

〈ヨックモック〉
フルール・
フルール 
アソルティ 
100点限り 
2,160円（2種
28枚入 /1缶）
□地階 洋菓子

〈王様堂本店〉
燻製おかき 4種  
各594円（炙り海老

・チェダーチーズ・
ほたて・ひじきじゃこ

×各50g/1箱） 
□地階 和菓子

〈トシ・ヨロイヅカ〉
サブレ コレクション
48点限り 2,501円

（6種180g/1缶）
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75周年を記念して
名品の数々を

取り揃えまし
た！！

〈フィーカ〉〈レ・アントルメ国立〉
特別出店 

□地階 洋菓子プロモーション

〈鈴懸〉特別出品
□10月5日（水）〜10月11日（火）

　　　　 □地階 全国銘菓

伊勢丹立川店75周年 
限定品

〈鈴懸〉
鈴乃最中
おてづめ 
200点限り 

1,620円
（4組入/1箱）

〈きんつば中田屋〉きんつば 金とき 

各日10点限り 1,242円（5個入 /1袋）

〈菓匠 右門〉いも恋 各日15点限り 

1,001円（5個入/1箱）

〈くまもと銀彩庵〉紫音〜むらさき芋のチーズ
ケーキ〜 100点限り 1,188円（10個入/1箱）

〈フェスティバロ〉唐芋レアケーキリンド 

84点限り 901円（5個入/1箱）

〈まめや金澤萬久〉わらび餅のバウム 
五郎島金時 340点限り 216円（1個）

〈赤坂柿山〉
和だしおかき 
160点限り

1,080円
（12袋入 /1箱）
□地階 和菓子

〈鈴懸〉
草月 
100点限り 

1,264円
（5個入 /
1箱）

〈がんこ耳ム人〉
翔菓揃 
75周年
オリジナル 
300点限り 

1,296円
（5種23枚入/1箱）
□地階 和菓子

〈フィーカ〉
ハッロング
ロットル スト
ロベリー・
アプリコット 
各1,080円

（10枚入 /1箱）

〈レ・アントルメ国立〉
和栗のロール
ケーキ 
各日20点限り 

1,728円
（1本）

4 4 4 54 3

10月6日（木）

10月8日（土）

10月5日（水）

10月7日（金）

10月9日（日）

10月5日（水）〜10月11日（火）

10月12日（水）〜10月18日（火）

［その他参加店舗］  〈アンデルセン〉
渋皮栗のあんバターパン □地階 パン
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〈トップス〉Most and Most 
Chocolate Sand Cake 

150点限り 357円（60g/1個）
□地階 洋菓子

〈アンデルセン〉アニバーサリー
チョコパン 238円（1個）
□地階 パン

〈とらや〉あんペースト［栗］ 
200点限り 1,512円（155g/1個）  
□地階 和菓子



〈仙台牛たん みやぎ〉特上牛たんと甘鯛の期間
限定セット 3,001円（特上牛タン4切れ、甘鯛のせいろ
蒸し、麦めし、とろろ、テールスープ、仙台麩の煮物、青菜漬け、
おろしポン酢/1人前）

〈美菜莉〉鯛の海鮮スンドゥブと季節野菜の石
焼ビビンバセット 2,310円（季節のチヂミ、季節の4種
小鉢、鯛の海鮮スンドゥブ（ハーフ）、季節野菜の石焼ビビンバ

（ハーフ）/1人前） ※ランチタイムのみ。

〈イセタンミート〉ハンバーグ特集 
□10月5日（水）〜10月11日（火）  □地階 フーズマーケット

空弁特集 
□10月5日（水）〜10月11日（火）
□地階 食料品催物場

〈石川/福光屋〉限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火） 

　　　　□地階 和洋酒

〈千葉/石田農園〉
さつまいも限定販売
□10月 12日（水） 〜10月17日（月）

　　　　□地階 フーズマーケット

〈千葉/石田農園〉宝石のようなさつま芋
「金蜜芋®」の焼き芋 各日100点限り 648円（1本）

生産者来店販売 □10月13日（木）・
14日（金）各日午前10時〜午後6時

〈フロマジュリー ヒサダ〉限定品
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□地階 フロマジュリーヒサダ

〈フロマジュリーヒサダ〉
シェーヴル柚子 140点限り 1,701円（1個）

〈石川/福光屋〉
福正宗 酒歳時記 
秋あがり 30点限り 
1,870円（500ml） 
加賀鳶 純米大吟醸46 
百万石乃白 優等賞 
12点限り 5,500円（720ml）
※20歳未満の方の飲酒は
法律で禁止されています。

予約制  〈麻布十番 総本家 更科堀井〉
9代目が伝授する手打ちそば教室とそば懐石

□10月22日（土）午前11時〜午後1時45分  □8階 バンケットルーム
□参加費：7,500円 □定員：12名さま

〈たん熊北店〉
京風黒毛和牛
すき焼き弁当 
1,481円

（1折）

〈佐藤水産〉
北の海 
幸づくし 
1,350円（1折）

おめでたい！鯛を使った特別メニュー
□10月5日（水）〜10月18日（火）  □8階 レストラン街・イートパラダイス

［その他参加店舗］〈イセタンダイニング〉〈鮨 魯山〉〈銀座アスター 遊彩〉〈キハチイタリアン〉
〈歌行燈〉〈西櫻亭〉〈銀座天一〉〈麻布十番 総本家 更科堀井〉〈とんかつ和幸〉

［その他参加店舗］
〈メゾンカイザー〉〈カフェコムサ〉

予約制  熊谷喜八 秋の賞味会 
□10月15日（土）
□ランチタイム：午前11時30分〜午後4時

（ラストオーダー午後2時）
□ディナータイム：午後5時30分〜午後9時

（ラストオーダー午後7時）
□8階 レストラン街・イートパラダイス
□定員：昼・夜 各60名さま
※定員になり次第締め切らせていただきます。

〈キハチイタリアン〉スペシャルコース 10,001円（1人前）
［10月5日（水）午前11時30分
より店頭またはお電話にて
ご予約を承ります］
電話042-548-2931直通

（受付時間：午前11時30分〜
午後1時30分・午後5時30分〜
午後6時30分）

予約制  75周年7,500円均一 特別コース
□10月5日（水）〜10月18日（火） □8階 レストラン街・イートパラダイス ※ご予約にて承ります。

［その他参加店舗］〈キハチイタリアン〉〈歌行燈〉〈西櫻亭〉〈銀座天一〉
〈麻布十番 総本家 更科堀井〉〈仙台牛たん みやぎ〉

予約制  〈メゾン・ジョゼフ・ドルーアン〉
ビギナー向けワインセミナー
□11月20日（日）午後2時〜午後3時
□8階 バンケットルーム □参加費：3,300円 □定員：16名さま 
11月17日（木）に解禁するボージョレ ヌーヴォーをはじめ4種類を試飲。クリス
トフ・トーマス氏が来日し、ワイン初心者の方にも分かりやすく説明します。

［10月5日（水）午前10時より店頭（地階）またはお電話にてご予約を承ります］ 
電話042-548-2250直通（受付時間：午前10時～午後6時）
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※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。
※諸般の事情により来日が困難になった場合は、オンラインセミナーとなります。

10月13日（ 木 ）の
さつまいもの日に
合わせ、日本唯
一の「熟成技術」
を開発した〈石田
農 園〉の「熟 成
芋」をご紹介。

空の玄関口「羽田空港」のターミナルに併設
する〈空弁工房〉より、空港でしか味わえない
お弁当から機内食まで幅広くご紹介します。

〈鮨 魯山〉
賀慶 7,500円

（お造り5点盛り、
焼き物、揚げ物、
酢の物、握り厳選
5貫、お椀、茶碗
蒸し、デザート付/
1人前）
※仕入れ状況により
内容が変更になる
場合がございます。

〈銀座アスター
遊彩〉翠玉  
7,500円

（前菜3種、ふかひれの
スープ、大海老のチリ
ソース、北京ダックと
牛肉の炒め盛合せ、
鮑の強火蒸し、本日の
お食事、杏仁豆腐、
ワンドリンク付/1人前）

〈アフタヌーンティー・ティー
ルーム〉渋皮栗とカシスの
パフェ 1,650円（紅茶付）
□3階 アフタヌーンティー・
ティールーム

秋の旬！栗スイーツフェア
□10月5日（水）〜10月18日（火）

イタリア産の栗を使用し
たマロンクリームに、ほう
じ茶ゼリー、カシスシャー
ベット、バニラアイスなど
を重ねました。

松阪牛やA4等級以上の黒毛和牛あらびきハンバーグ
など、7種類のハンバーグを期間限定で販売します。

〈イセタンミート〉三重県産 松阪牛のハンバーグ 
各日30点限り 1,080円（120ｇ）

※画像は調理例です。
［10月5日（水）午前10時より店頭にて先着順に
ご予約を承ります］

堀井良教氏を講師に迎え、手打ちそば作りを体験。
ご自身で打ったおそばとつゆをお持ち帰りいただけます。

（そば懐石のチケット付）
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予約制  〈立飛麦酒醸造所〉現地見学ツアー
□日程：10月28日（金）午後2時〜午後3時
□現地集合時間：午後1時50分  

□参加費：2,200円（現地支払い）
□定員：15名さま（最少催行人数8名さま） 
立川生まれ立川育ちの醸造長・清水氏によるブルワリー案内。見学後、
タップから注いだビールの試飲（6種類/各約80ml）もお楽しみいただけます。
［10月5日（水）午前10時より店頭（地階）またはお電話にてご予約を承ります］
電話042-548-2250直通（受付時間：午前10時～午後6時）
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。※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。

長野県須坂市で大正時代から続く農家の3代目、由行さんは
この道50年。ぶどうを知りつくした生産者からお届けします。

〈長野/岡木農園〉シャインマスカット 各日30点限り 3,780円（1房）

生産者来店販売
□10月8日（土）・9日（日）・10日（月・祝）各日午後2時〜午後5時

ミートコンシェルジュ来店
□10月5日（水）・7日（金）・8日（土）
各日午前10時〜午後5時
おいしい焼き方やお肉の特徴を
ご紹介します。

75周年 特別企画 
ドゥーツでアペロを楽しむ暮らし
□10月5日（水）〜10月11日（火）

□8階 レストラン街・イートパラダイス
フランス生まれの“サク飲み” 文化アペロを
伊勢丹立川店で！

〈キハチイタリアン〉アペロセット 1,650円
（自家製フォカッチャのガーリック
トースト、ドゥーツ1杯）
※ドゥーツのみの場合1,201円（1杯）で
ご提供いたします。※20歳未満の方
の飲酒は法律で禁止されています。
※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。

［その他参加店舗］
〈銀座アスター 遊彩〉
〈鮨 魯山〉

〈長野/岡木農園〉ぶどう限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火）  
□地階 フーズマーケット
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8階レストラン街・イートパラダイスの詳しい情報はこちら 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

伊勢丹立川出店75周年祭   Special thanks  7 5   この秋いちばんの感謝をこめて

〈麻布十番 総本家 
更科堀井〉手打ちそば
教室の詳しい情報は
こちら 

▲ ▲ ▲ ▲

［10月5日（水）午前11時より店頭または
お電話にてご予約を承ります］ 電話042-540-8273直通

（受付時間：午前11時〜午後3時、午後5時〜午後8時）

□2023年1月16日（月）午後2時〜午後5時
□1階 メゾンカイザー 
□参加費：5,500円

（パン・ドリンク・
お土産付）
□定員：10名さま 
※詳細につきましては係員
までお申し付けください。

予約制  〈メゾンカイザー〉
メゾンカイザージャポン社長

木村周一郎氏によるパンミーティング



5日（水）・8日（土）サービス 特別提供品

中村藤𠮷本店 
シフォンケーキ［抹茶］
48点限り 701円（１個）

満月 阿闍梨餅 
各日1,000点限り 141円（1個）

5日(水)・６日(木)・7日(金)の販売

中村藤𠮷本店 
生茶ゼリイ［抹茶］
各日200点限り 451円（1個）

アプリ特典あり  野呂本店 
お試しセット 各日30セット限り 
1,080円（長いも・花すぐき・
白菜・昆布大根/各1袋）

京都中央市場 京伸
天日干ちりめん 各日100点限り
1,080円（150ｇ）

中村藤𠮷本店 
生茶ゼリイ［ほうじ茶］ 
各日50点限り 451円（1個）

6日(木)・8日(土)・9日(日)の販売6日(木)・8日(土)・9日(日)の販売

村上開新堂 
マドレーヌ
各日50点限り 1,998円（8個入）

アプリ特典あり  くらま辻井 
徳用切落し昆布 
各日50点限り 648円（180ｇ）

実演  東東来 
九条ねぎと牛すじ煮込み 
各日50点限り 1,296円（200g） 

村上開新堂 ロシアケーキ 
各日50点限り 2,765円

（4種×各3枚/計12個入）

アプリ特典あり  本家八ッ橋西尾 
秋の三色 1,188円（ニッキ・抹茶・栗×
各４個/個包装）

成寿庵 
生どら焼き 540円（栗/1個）

京丹波 
焼ポン 1,201円（270g）

サロンドロワイヤル京都 抹茶ピーカン
ナッツチョコ 1,301円（180ｇ）

丹波園
丹波栗渋皮煮 100点限り 2,160円

（150ｇ）

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）

京銘茶・茶游堂
濃茶のロールケーキ 1,770円（1本）

京都祇園ボロニヤ はんなりデニッシュ 
紫芋 各日１０点限り 1,188円（1斤）

𠮷廼家 
みかん大福 357円（1個）

初登場  TOWA Kyoto/トワキョウト 
京のあいのもんチョコレート

『かぷちょ』 440円（1本）

アプリ特典あり  
山田松香木店 お楽しみ袋

（うさぎ匂い袋入） 20セット限り 3,300円

アプリ特典あり  五建外良屋
みたらしういろ 195円（1本）

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 栗赤飯 
各日60点限り 476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。

7日（金）〜9日（日）
各日午後３時３０分からの

できたて直送便

①

①

②

②

祇園辻利 
つじりの里（抹茶クリーム） 200点限り
ぎおんの里（ホワイトクリーム) 100点限り
各897円(各21本入)

10月5日（水）～10月10日（月・祝）［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。※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。※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。予めご了承ください。※ 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。

アプリ特典あり 初登場 実演  ATELIER MATCHA/アトリエマッチャ
MATCHAゼリーサイダー 650円（1杯） ※画像はイメージです。

実演  祇園きなな 和栗パフェ 各日100点限り 1,100円（1人前）

アプリ特典あり 実演  佐近
栗のちらし 各日30点限り 1,620円（1折）

アプリ特典あり 実演  京都 和旬　゙/なごみじゅん 
季節の仕出し弁当 各日３０点限り 2,700円（1折）

京洋菓子司ジュヴァンセル
栗のけーき 1,296円（１個）

伊勢丹立川出店75周年特別企画

実演  義定刃物 
保津川３点セット（桐まな板･サビトール付） 
15セット限り 特別価格 16,500円

（三徳包丁18cm･ペティ
ナイフ15cm:特殊鋼/
まな板:桐材）
※10月9日（日）まで
刃研ぎ（550円から）
承ります。

山口氏

定 番 & 初 登 場も！全 部 食 べたい京 都スイーツ& パン

季 節 の 素 材をたっぷりと。京 都 の人 気 店が 作る秋の 味 覚 特 集

話 題 の 京 都 スイーツを会 場 で 満 喫！ 『 は ん なりスタンド』O P E N  ［ラストオーダーは各日終了20分前］

バイヤー イチ 推し！京 都 名 店 の 愛され スイーツ

伊勢丹立川出店75周年祭
伝統と
モダンの
競演

アプリ特典あり  イノダコーヒ
①レモンパイ590円（1カット）
②タンザニア ンゴロンゴロクレーター
1,731円（180ｇ）

５日(水)・６日(木)・８日(土)の販売 ５日(水)・６日(木)の販売

アプリ特典あり 実演  中嶋象嵌 長四角
イヤリング・ピアス各種 各2点限り 特別価格 
各7,500円(金･銀･鉄/約縦1.9×横0.8cm)

古 都 に 息づく技を身 近 に 。

伊 勢 丹立 川 出 店 75 周 年 特 別 企 画 品

※イートインはございません。
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特別提供品特別提供品

和詩倶楽部 五味ふくろ 
20セット限り 1,320円（和紙）

雅幸胤 切り落とし
西京漬セット 各日30セット限り 
1,296円（5切入）

実演  佐近 
合鴨スモーク 各日30点限り 
1,080円（100ｇ）

工房 布美人 柿渋染手さげバッグ
各種 5点限り 各8,250円（綿100％ /
約40×35cm）

実演  古都香 
みたらし団子 
1,132円（6本入）

山田松香木店 華洛セット 50セット限り 
2,431円（沈香、白檀、清風）

京昆布舗田なか
天然利尻昆布 100点限り 
1,296円（150ｇ）

アプリ特典あり  東山八百伊
懐石たくあん 486円（105g）

実演  ぎょうざ処 亮昌
焼 亮昌ぎょうざ 864円（12個入）

DINING+CAFÉ＆BAR閏
ポルチーニ風味 ローストチキンと
マッシュルームピッツァ1,458円（1枚）

アプリ特典あり 初登場  中窪製茶園
濃厚かぶせ茶
1,296円（80ｇ）

京都へんこ山田のごま屋
①一番絞り金ごま油 1,620円（275g）
②胡麻豆腐 540円（1パック）

京生麸大野
①麸まんじゅう 241円（1個）
②抹茶麸まんじゅう292円（1個）

実演  赤ツキ
九條焼スペシャル 1,080円（1枚）

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

アプリ特典あり  河道屋倖松庵
鴨なんば 1,026円（1人前）
※画像は調理例です。

丹波路宮本商店
丹波極上ぶどう黒豆951円（100ｇ）

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）

京・西陣 孝太郎の酢
京風すし酢 1,404円（45g×１８袋)

実演  大徳寺 さいき家
鰻・黒毛和牛だし巻弁当
1,890円（1折）

アプリ特典あり  賀茂とうふ 近喜
花麩きんかん（もみじ） 631円

（3個入/1 パック）

湯葉弥 くみあげ湯葉 1,404円（５枚入）

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）

すぐきや六郎兵衛
すぐき
 432円（100gあたり）

実演  とり山卯吉 鶏の黒酢南蛮
九条ねぎ和え 486円（100ｇ）

アプリ特典あり 実演  くらま辻井
うなぎ山椒煮 2,916円（100ｇ）
かき生姜煮 1,296円（100ｇ）

実演  京料理 松正　
京の松花堂弁当 2,700円（１折）

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）

京都中央市場 京伸
活ぶりわら焼塩タタキ
972円（100ｇ）

はれま チリメン山椒 1,080円（72ｇ）
●1,620円（120ｇ）

実演  とり松
網野名物ばらずし
1,026円（1折）

①

①

②

②

三越伊勢丹オンラインストアでも
「京都展」開催中 ▼ ▼ ▼

あなたに最適な情報を
三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちら！ ▶▶▶

かづら清老舗 
都の花園コーム 2点限り 29,700円

（絹/本体:約12×14.5cm、下がり:8cm）

香鳥屋 
イタリアンカーフ和洋装 ハンドバッグ 
2点限り 82,500円

（牛革/約18.5×28×13cm）

夢み屋 
南天うさぎ 5点限り 6,380円

（レーヨン･綿･木 他/約20×15×15cm）

アプリ特典あり

和詩倶楽部 桐箱「花街」
①爪楊枝セット各種 1,100円
②楊枝セット各種 1,650円
③箸セット各種 2,750円

義定刃物
パン切包丁 11,000円

（特殊鋼/18cm）

初登場

工房 布美人 
柿渋染ワンピース 1点限り 30,800円

（綿100%/フリーサイズ（M 〜 L対応））

アプリ特典あり 中嶋象嵌 DISNEY 
KYOTO TRADITIONAL DESIGN 
Series ミッキー &ミニー ペンダント 
各3点限り
①ドット 17,600円 
②桜づめ 25,300円（金･銀･鉄/
約3.5×2.2cm/チェーン45cm）

©Disney

名 店 の 味を気 軽 に楽しむ京のお 弁 当･おば んざ い

わが 家 で 味 わう京 都 のお いしい定 番メニュー 暮らしの品からファッションまで。京の技が集 結。

①

①

①

①

②
②

②

③

②

アプリ特典あり  鳥井金網工芸 
①だしこし 22cm 10点限り 6,600円

（ステンレス）
②手づくり あくとり 竹柄 10点限り 
4,730円（竹･ステンレス/約直径7.5×長
さ21.5cm）

①

②



食料品スペシャルセール10月10日（月・祝）は
開店記念日！

□10月10日（月・祝）1日限り □伊勢丹立川店 地階 食料品
※天候などの影響により、一部内容、産地変更や入荷のない場合がございます。
予めご了承ください。※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。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

（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

エムアイカード プラス新規ご入会 
お買物券プレゼントキャンペーン 
□10月5日（水）〜10月18日（火） 
□立川店 各階 
キャンペーン期間中、店頭での新規ご入会で
500円分のお買物券をプレゼントいたします！ 
※お買物券の利用には条件がございます。

プレゼントの詳細やご利用
条件など詳しくはこちら 

▲ ▲ ▲

〈フロマジュリー 
ヒサダ〉HISADA
厳選チーズセット 
20セット限り 
7,501円

（ナチュラルチーズ3種、
ミックスオリーブ1包）

〈RF1〉立川店
お楽しみ袋 
10点限り 
3,240円
（洋総菜3点）

〈浅草今半〉
お楽しみ袋 
40点限り 
2,001円
（牛肉ごぼう、牛どん
の具、他計5種）

フランス・
ボルドー金賞
受賞赤ワイン
６本セット
72セット限り 
5,500円
（各750ml）

〈イセタン
ミート〉精肉
スペシャルセット
50セット限り 
3,980円
（ミニステーキ用
150g、焼肉用150g、
切落し200g）

〈中島水産〉
スペシャル
セット 20セット
限り 5,000円

（活じめ真鯛刺身
（サク）1、国産うなぎ
長焼1、天然車海老
10本 他）

〈魚勢〉
塩干スペシャル
セット 
100セット限り 
2,160円
（あじ開き2枚、紅鮭2切、
さわら西京漬2切、ちりめん
100g、明太子180g）

フルーツ
スペシャルセット
お一人さま1セット
限り/100セット限り 
2,160円
（シャインマスカット1房、
りんご2個、洋梨2個、
みかん1袋）

10月5日（水）〜12月23日（金） 各日午前10時〜午後6時  
伊勢丹立川店 地階 おせち料理特設会場
□お渡し日：12月31日（土）午前10時30分〜午後4時
□お渡し場所：伊勢丹立川店 7階 催物場内特設会場　
お問い合わせ  0120-212-474（無料通話） 午前10時〜午後6時

※10月5日（水）におせちのご予約でご来店のお客さまは、1階 正面玄関にお並びください。
※10月5日（水）はお電話がつながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話でご予約の場合、お支払い方法は伊勢丹アイカード、三越 M CARD、
MICARD、MICARD＋のみ承ります。カード名義ご本人さまからのお申し込みを
お願いします。 ※掲載商品はお持ち帰りの承りとなります。

2023年 伊勢丹立川店 おせちご予約承り2023年 伊勢丹立川店 おせちご予約承り

504-003 〈下鴨茶寮〉
和 一段 50点限り 16,200円

（22.8×22.8×5.7cm/2人前/重箱：紙製）

伊勢丹立川出店75周年祭

Special thanks  7 5  この秋いちばんの感 謝をこめて

シミやキズが入るのも天然素材ならではの魅
力としてご提案。立川店限定カラーをご用意。

〈ゲンテン〉巾着 13,200円（牛革/18×16.5×17.5cm）
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□2階 ハンドバッグ

デッドストックになっていた裏地用生地を使
用し、トートバッグとして新たに蘇らせました。

〈アナ スイ〉トートバッグ 6,600円（42×39×14cm）
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□2階 ハンドバッグ

通常では処分する端革を有効活用したパッチ
ワークバッグ。職人が来店し、製作工程の
実演などを行います。

〈イビサ〉バッグ 60,500円（牛革 /21×36×17cm）
□10月12日（水）〜10月18日（火）

［最終日午後6時30分終了］
□2階 ファーレ側モール

回収したペットボトルを素材に使用。ハンドル
は付け替えも可能です。

〈アンジュールアンサック〉
バッグ 30,250円（26×24×14cm） ハンドル 6,600円から
□10月12日（水）〜10月18日（火）
□2階 ハンドバッグ

お客さまの足や靴の
お悩みをお伺いし、大切な靴を
履きやすく加工・調整いたします。

〈アルカ〉お手持ちの靴の相談と調整
□10月7日（金）・8日（土）
各日午前10時〜午後5時
□2階 レディスシューズ
※ご予約を承ります（予約優先）。詳しくは係員
におたずねください。※画像はイメージです。

地球にやさしく、回収したペット
ボトルの素材を糸に使用した
シューズブランドです。

〈Offen〉婦人靴 18,150円
（22.5 〜 26.0cm）

□10月5日（水）〜10月11日（火）
［最終日午後6時30分終了］
□2階 ファーレ側モール

レザーがシンプルで実用的な
トートバッグに生まれ変わりました。

〈エコー〉バッグ 各16,500円
（牛革 /41×43×11cm）

□10月5日（水）〜10月11日（火）
□2階 レディスシューズ

世界70カ国で愛されゴムの木を
リサイクルしている玩具メーカー

〈プラントイ〉。
〈プラントイ〉サボテンバランスゲーム
4,180円（ゴムの木/縦23.6×横23.6×奥行21.8cm）
□10月5日（水）〜10月18日（火）

［最終日午後6時30分終了］
□7階 駅側モール

子どもたちの明るい未来のために、
美しい海のために。廃棄漁網を再生
した素材で作られたスクールリュック。

〈UMI〉豊岡鞄スクールリュック 
49,500円（ナイロン100％/約37×27×16 〜20cm）
□10月5日（水）〜10月18日（火）
□7階 スクールライフ
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ホゴベジ 東京の生産者を応援！
都産都消マルシェ・メイドイン東京の会
□10月5日（水）〜10月11日（火） □地階 フーズマーケット/クイーンズ青果

東京都の生産者が毎朝収穫。旬の野菜だけで
なく規格外品を新鮮なまま販売します。

予約制 小堀夏佳氏セミナー 
□10月8日（土）午前11時〜・午後2時〜（各回約1時間） 
□8階 バンケットルーム □参加費：1,100円 
□（先着順）：最少人数10名さま・最大16名さま  

［10月5日（水）午前10時より店頭にてご予約を承ります］
□地階 フーズマーケット/クイーンズ青果

7 2 新米フェア
□10月12日（水）〜10月18日（火） 
□地階 フーズマーケット/クイーンズアイ
グローサリー

懐かしの新米限定販売
□10月5日（水）〜10月11日（火） 
□地階 フーズマーケット

生産者の来店
販売情報は
こちら 

▲ ▲ ▲ ▲

生産者の来店
販売情報は
こちら 

▲ ▲ ▲ ▲

生産者の来店
販売情報は
こちら 

▲ ▲ ▲ ▲

各地の生産者が栽培した「立川店限定米」が登場！

立川店75周年特別米 新潟県
魚沼産 小岩さんのコシヒカリ
特別栽培米 100点限り 2,160円（2㎏）

全国の7つの農家から「新米」をお届け！
京都府丹波産 農樹
コシヒカリ特別栽培米 

1,620円（2㎏）

7 3 7 4

1日限りのチャンスを

お見逃しなく！


