
新春祭 食料品スペシャルセール
□伊勢丹立川店 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。

〈イセタンミート〉黒毛和牛すき焼き用詰め合わせ 100点限り 
5,400円（黒毛和牛すき焼き用650g・すき焼きわりした1本）
●〈日進ハム〉ハム・ソーセージスペシャルセット
20セット限り 5,400円（ロースハム・ベーコンスライス他）
●〈中島水産〉鮮魚スペシャルセット 20セット限り 
15,000円（刺身用本マグロ中とろ、パックエビ他）
●〈魚勢〉スペシャルセット 30セット限り 5,400円
（うなぎ・干物・漬魚他）

●フルーツセット 20セット限り 5,400円
（メロン1玉、あまおう×2パック、みかん×1パック、りんご×4個）

限り
月・振替休日

 1月2日（月・振替休日）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。  

□伊勢丹立川店  2 階・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

75周年 スペシャルパック
□伊勢丹立川店 2階・5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。

限り
月・振替休日

ペルシャ絨毯 ムード産 1点限り 
660,000円（約205×305cm/イラン製） 
□6階 カーペット

〈西川〉
真綿掛ふとん
（650回手挽き）
3点限り 

220,000円
（側地：絹100％、
詰め物：絹100％/
シングル：150×
210cm） 
□6階 寝具

〈フランスベッド〉
シングルベッド
ペアセット
6点限り 

300,000円
（枕&寝装品付き） 
□6階 家具

〈趣味の呉服
丸屋〉
訪問着＆
西陣袋帯
セット 3点限り 
330,000円
（お仕立て付） 
□8階 呉服

ペルシャ絨毯 クム産 1点限り 
330,000円（約59×88cm/イラン製） 
□6階 カーペット 

〈川島織物セルコン〉オーダーカーテン ドレ
ープ・レースセット 5点限り 220,000円
※窓数は最大４窓まで。窓のサイズは220×220cm以
内となります。※特定の生地からお選びいただきます。
 □6階 カーテン

光則 純金製 瑞雲昇龍 
1点限り 1,430,000円
（K24/高さ約10.5㎝/28g） □2階 アクセサリー

月・振替休日

2階
●ハンカチ・小物雑貨 100点限り 1,100円
●婦人靴下7点セット 50点限り 1,100円
●〈ラソックス〉婦人靴下3点セット 20点限り 2,200円
●ネックアイテム3点セット 10点限り 5,500円
●財布・小物5点セット 20点限り 5,500円

4階
●ブラックフォーマル 4点限り 55,000円
●〈コムサマチュア〉
22点限り 11,000円 6点限り 22,000円

5階
●紳士ベルト2点セット 30点限り 5,500円
●紳士靴下5足セット 60点限り 2,200円

6階
●ルームフレグランスセット 40点限り 5,500円
●ペルシャ絨毯 玄関マット 7点限り 33,000円
●国産タオルセット 40点限り 5,500円

7階
●〈赤ちゃんの城〉出産準備品8点セット
5点限り 55,000円 ※一週間から10日後のお渡しとなります。
●〈ミキハウス〉 ・〈ミキハウスダブルB〉 
計40点限り 各22,000円

8階
●〈ブロッソ〉アクセサリーセット
10点限り 33,000円

財布各種 5,500円から
※画像の商品は現品限りです。

□1月2日（月・振替休日）～
1月10日（火）
□2階 シーズン雑貨

招福獅子舞
□1月3日（火）
午後1時30分～・午後3時～
□各回 15分 □2階 正面玄関

曙東はやし連のみなさまによる
「招福獅子舞」を披露いたします。

［賞品の一例］左から：
1等：〈フランス・ブルゴーニュ/シャンソン〉クロ・ド・
ヴージョ’15（赤/750ml） 1点限り
2等： 〈フランス・シャンパーニュ〉ドン ペリニヨン’10
（白発泡/750ml） 1点限り
3等：〈フランス・ボルドー〉シャトー・ピション・ロング
ヴィル・バロン’15（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。

〈イクシーユナイテッド〉エキゾチックレザー
7点セット550,000円 
●6点セット330,000円 □2階 ザ・ステージ

〈三洋パール〉黒蝶パールネックレス・イヤリング
セット 2点限り 165,000円（ネックレス：SV、
8.0 ～10.0mm玉、長さ約43cm、イヤリング：K14WG、
9.0mm玉） 
□2階 アクセサリー

ドーメル社製
生地・ゼニア社
製生地使用 
仕立てスーツ
10点限り 
88,000円 
□5階 紳士
メジャーメイド

菓子創りに専念する頑固な職人
たちの想いを込めて、13種類の「お
かき・おせんべい」をお試し価格で
ご提供します。

〈がんこ耳ム人〉おかき・おせんべい
よりどり4袋 1,080円

〈がんこ耳ム人〉特別販売会
□1月2日（月・振替休日）～1月10日（火）  □地階 菓子プロモーション

フランス・パリに本店を構える老舗
サロン・ド・テ。一番人気のモンブラ
ンはマロンペースト、クリーム、メレ
ンゲのシンプルかつ濃厚な味わい。

〈アンジェリーナ〉
モンブランデミサイズ 648円（1個）

〈アンジェリーナ〉特別出店
□1月4日（水）～1月10日（火）  □地階 洋菓子プロモーション

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〉
北海道いもこまち 
951円（カルビープラス
限定品/18g×8袋）
□2階 
ギャラリースクエア

新春カルビープラス
□1月2日（月・振替休日）～1月10日（火）

F O O D  T O P I C S

〈イビサ〉4点
セット 1点限り 
220,000円 
□2階 ハンドバッグ

限り
月・振替休日

新春福財布

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。

□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。
※20歳未満の方の飲酒は
法律で禁止されています。

福
袋FUKU    BUKURO

※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。

限り
月・振替休日

※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。

紳士服・スポーツウェア

婦人服飾雑貨・婦人服

■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

■ビジネスウェア
■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

12月26日（月）～

12月28日（水）～

12月28日（水）～

12月28日（水）～
12月28日（水）～

12月22日（木）～

1月6日（金）～

■ペットグッズ

■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

（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/’23
※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。 2023

※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（月・振替休日）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。

▶ブランド
ラインナップを
WEBでチェック！
12月26日(月)公開

三 越 伊 勢 丹 セ ー ル 2 0 2 3
1月2日（月・振替休日）から 伊勢丹立川店各階
伊勢丹 クリアランスセール

新春サービス ワインくじ引き大会

※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になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。

伊勢丹 冬のクリアランスセールは1月2日（月・振替休日）からスタートいたします。

1月1日（日・祝）は店舗休業日とさせていただきます。
新年は1月2日（月・振替休日）午前10時から初売出し。午後7時まで営業いたします。

紳士ファッションバーゲン
同時開催：婦人スポーツバーゲン

1月11日（水）～1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。 
※価格の記載がない商品は参考商品です。

カシミヤセーター各種（カシミヤ100％）
A_22,000円  B_20,900円
日本製ダブルトレンチコート（ライナー付） 
66,000円
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1月6日（金）～

■ペットグッズ

■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

（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/’23
※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。 2023

※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（月・振替休日）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。

▶ブランド
ラインナップを
WEBでチェック！
12月26日(月)公開

三 越 伊 勢 丹 セ ー ル 2 0 2 3
1月2日（月・振替休日）から 伊勢丹立川店各階
伊勢丹 クリアランスセール

新春サービス ワインくじ引き大会

※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になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。

伊勢丹 冬のクリアランスセールは1月2日（月・振替休日）からスタートいたします。

1月1日（日・祝）は店舗休業日とさせていただきます。
新年は1月2日（月・振替休日）午前10時から初売出し。午後7時まで営業いたします。

紳士ファッションバーゲン
同時開催：婦人スポーツバーゲン

1月11日（水）～1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。 
※価格の記載がない商品は参考商品です。

カシミヤセーター各種（カシミヤ100％）
A_22,000円  B_20,900円
日本製ダブルトレンチコート（ライナー付） 
66,000円

予
告

A

B




