電話048- 834 -1111 大代表

3月9日
（水）号

3月9日
（水）〜3月21日
（月・祝）[ 各日午後7時終了/ 最終日午後5時終了] 伊勢丹浦和店 7階 催物場 3月9日
（水）〜 3月14日
（月） [ 各日午後7時終了/ 最終日午後5時終了] 伊勢丹浦和店 7階 アートホール
混雑の状況により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。 ※加工品の
素材は、北海道産以外の素材を使用している場合がございます。※天候などの影響により、産地変更や入荷しない場合がございます。予めご了承ください。※20
歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。※画像はイメージです。※ アプリ特典あり は三越伊勢丹アプリをダウンロード・会員登録して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。 ※イートインなどで飲食をする場合は、標準税率
（10%）
となります。

3月15日
（火）
まで

初出店 アプリ特典あり〈札幌市 / ルートナイン〉
ダブルルートナインバーガー 1,101円（1個）

初出店

3月14日
（月）
まで

アプリ特典あり〈札幌市 / 札幌ラ・ネージュ〉 〈千歳市 /もりもと〉
かじゅロール 〜 4種の北海道ベリー〜
スイートポテト 362円（100ｇあたり）

100点限り 1,381円
（冷凍 /1本）

〈函館市 /マルヒロ太田食品〉
ジャンボカニコロッケ 648円（1個）

アプリ特典あり〈札幌市 /シーフード
ファクトリー北海道〉エビたっぷりエビ
グラタン 1,080円（冷凍 /210g）

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちら！▶

アプリ特典あり〈旭川市 /HOKKAIDO PIZZA giocoso〉
マルゲリータDOP1,781円（冷凍 / 約20cm）
牛頬肉赤ワイン煮込み 2,881円（冷凍 /280g）

アプリ特典あり〈札幌市 /KOKAGE〉
マンガみたいなチーズケーキ 401円（1個）

アプリ特典あり

3月14日
（月）
まで

あなたに最 適な情 報を

3月15日
（火）
まで

〈札幌市 /chubby macaron sapporo〉
マカロンミルクバニラ 381円（1個）

3月16日
（水）
から

三越伊勢丹アプリ

3月16日
（水）
から

〈函館市 / 函館洋菓子スナッフルス〉
ミルクチョコレートオムレット 897円
（4個入 /1箱）

アプリ特典あり 〈小樽市 / 伯楽〉
水タコの
唐揚げ 972円（100gあたり）

アプリ特典あり〈札幌市 / パイクイーン〉
アプリ特典あり〈セレクトショップ フロマー
余市産りんごのアップルパイ 397円（1個） ジュ・ドール〉ブルー・ド・フロマージュ
100点限り 1,381円
（100ｇ）

アプリ特典あり 〈奥尻町 /さとう食材〉
あわび姿煮 5,001円（3個入）

アプリ特典あり 〈余市町 / 北島農場〉
北島ワインポークロースステーキ限定
肉盛り重 各日20点限り 2,484円（1折）

3月15日
（火）
まで

アプリ特典あり

特別企画品

〈札幌市 / 海鮮市場めし 兆
KIZASHI〉
兆弁当〜七福〜
各日30点限り 2,484円
（1折）

アプリ特典あり

特別企画品

アプリ特典あり

特別企画品

〈長万部町 / カネフク浜形水産〉 〈札幌市 / 北海工房〉
北海道産
まぐろ浜弁当 各日30点限り
毛がに食べくらべ弁当

2,376円（1折）

〈森町 / いかめし阿部商店〉いか
めし 781円（1折）
※いかは外国産です。

各日30点限り 2,700円
（1折）

3月16日
（水）
から

アプリ特典あり 〈函館市 / やきにく
特別企画品
れすとらん沙蘭〉
士幌黒牛の
ステーキとカルビ・道産牛ハラミ・ 〈中川町 / 道の駅なかがわ〉
白老和牛と北海道牛食べ比べ
道産ホタテステーキのせ弁当
各日30点限り 2,484円
（1折）
弁当 各日30点限り 2,700円（1折）

3月15日
（火）
まで

アプリ特典あり〈小樽市 /なると屋〉
初出店 〈千歳市 / 千歳ラム工房〉 初出店 アプリ特典あり
味付ラムロースジンギスカン
〈長万部町 / サンミート木村〉
若鶏半身揚げ 981円（1個）
1,350円（冷凍 /300g/1袋）
ホルモン 1,101円

※画像は調理例です。

（味噌・醤油・塩・カレー / 各500g/ 各１袋）

3月16日
（水）
から

アプリ特典あり〈寿都町 / 山下水産〉 アプリ特典あり 〈函館市 / 味の匠
橋本食品〉
甘塩たらこ 1,181円
灯台つぶ やわらか煮 1,381円

（100gあたり）

（100gあたり）

〈札幌市 / 佃善〉
じゃが豚

1,188円（冷凍 /12個入）

※画像は調理例です。

3月14日
（月）
まで

アプリ特典あり 〈利尻富士町/
アプリ特典あり〈札幌市 /ファット
初出店 アプリ特典あり
利尻島 北洋食産〉たこのピリ辛 〈中標津町 / 養老牛山本牧場〉 リアビオ北海道〉イタリア職人が
養老牛放牧牛乳
アヒージョ 648円（100gあたり）
つくるカチョカヴァロ 2,970円

1,601円（900ml）451円（180ml）

（500g）

アプリ特典あり 〈北見市 / 北見
ハッカ通商〉ハッカ油スプレー

〈小樽市 / 大高酵素〉スーパー
オータカ 7,128円（1,200ml/1本）

3月16日
（水）
から

〈札幌市 /キッチンアクティブ〉
坊ちゃんかぼちゃグラタン 951円
（冷凍 /１個）

1,080円（10ml）

諸般の事情により、営業日・営業時間、予定してい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 にホームページをご確 認いただきご来 店ください。

伊勢丹浦和店のホームページはこちらから

4月1日
（金）
から伊勢丹浦和店の営業時間が変わります。
地階・1階・2階は午後8時まで。
4月1日
（金）
からの営業時間：午前10時〜午後7時。但し、
（7階 レストラン街・イートパラダイスは午前11時から午後10時まで営業いたします。）

3月9日
（水）〜3月21日
（月・祝）[ 各日午後7時終了/ 最終日午後5時終了] 伊勢丹浦和店 7階 催物場
3月9日
（水）〜 3月14日
（月）[ 各日午後7時終了/ 最終日午後5時終了] 伊勢丹浦和店 7階 アートホール
混雑の状況により入場を制限させていただく場合がございます。

伊勢丹浦和店 7階 アートホール
実演

その他の出店〈紋別市 /ミンクの小川〉

アプリ特典あり

〈赤平市 / 鞄いたがき〉
①パンプキンポーチ 2way

①

ぽてコタン648円（16g 6袋 /1箱）
十勝モッツアレラチーズ
カレー 551円（180g）
すみれラーメン乾燥麺
味噌 455円（１人前）
北海道豚丼 735円（300g）
コアップガラナ 162円

3月14日
（月）
まで

①

②

27,500円

6点限り 15,950円
（麻100％/フリーサイズ

（牛革 / 約13.5 19.5 9.5cm）

②パンプキンドル入れ

5,500円（牛革 / 約4

（M 〜 L サイズ対応））

10.5 7cm）

②オーガンジーストール
各種 各6,600円（絹100％/

②

約53 190cm（房込み））

（500ml）

※①②いずれも手染めのため、

※3月15日
（火）
からは催物場にて販売いたします。

1点ずつ風合いが異なります。

〈小樽市 /
ファインクラフト〉
①小鉢 3,300円

アプリ特典あり

（エゾマツ材 / 約直径

①

13 高さ4.5cm）

〈千歳市 / 北海道純
馬油本舗〉
オイルケアシャンプー
潤馬＆オイルケアコン
ディショナー
2本セット潤馬

②

②ゴブレット

〈千歳市 / ポテトファーム〉
じゃがポックル 各日200点限り

886円（18g

10袋 /1箱）
※3月15日
（火）
からは催物場にて販売いたします。

アプリ特典あり〈小樽市 /
染織アトリエKazu〉
①麻のプルオーバー各種

〈帯広市 / 六花亭〉マルセイ
バターサンド 681円（5個入 /1箱）

6,600円
（エゾマツ材 / 約口径

8.5 高さ13.5cm）

4,290円（各400mL）

〈砂川市 /
北菓楼〉
北海道
開拓おかき
（枝幸毛がに）

〈札幌市 /
Kコンフェクト〉
北海道
ミルククッキー
札幌農学校
〈札幌市 /ISHIYA〉
白い恋人

〈帯広市 / 柳月〉
三方六春がさね 〈札幌市 / わらく堂〉
北海道
さわやか苺 &ミルクリッチ750円 ポッププティング（あふれ出る
（5本入）※画像はイメージです。
カスタード）270円（1個）

864円（12枚入 /1箱）

7階 催物場

実演
3月9日
（水）〜
3月15日
（火）

会場内でお召し上がり
いただけます。

200点限り

651円（12枚）

季節限定品 〈札幌市 /ロイズ〉

571円
（170g/1袋）

生チョコレート[ ストロベリー ]

778円（20粒 /1箱）

●〈中標津町 / 養老牛山本牧場〉
放牧牛乳ソフトクリーム 491円（1本）
●〈札幌市 /KOKAGE〉クロワッサンワッフルプレーン 371円（１個）

実演
3月16日
（水）〜
3月21日
（月・祝）

●〈札幌市 / ルートナイン〉チーズドッグ 701円（１本）
●〈森町 /ピカタの森駒ヶ岳牛乳〉
芸術ミルクソフト 501円（１カップ）
●〈札幌市 /RIPE〉フローズンドリンク 各440円（メロン・ハスカップ・いちごミルク/ 各1杯）

9（水）
・12（土）
・13（日）
・16（水）
・19（土）
・20（日） サービス

〈夕張市 /夕張あきんど屋〉
大納言小豆・大正金時

アプリ特典あり〈札幌市 /
海光〉
刺身用ほたて貝柱

各日30点限り 各1,296円
（各1kg） 各日80点 限り

1,080円（250g）

アプリ特典あり 〈むかわ町/カネダイ
大野商店〉生干ししゃもオス20尾セット

各日50セット限り 2,001円
（オス20尾）

アプリ特典あり〈根室市 / 鮭匠
ふじい〉サクラマス西京味噌漬け
各日30点限り 1,080円
（400g）

9（水）
・12（土）
・13（日） サービス

アプリ特典あり〈函館市 /
アプリ特典あり〈余市町 /
味の匠 橋本食品〉
炙り焼き うに乃世壱屋〉
半生うに
いか 各日20点限り 1,080円 めしハーフ 各日30点限り

限り/12日
（土）
・13日
（日）
各日25セット限り

3,240円（ロースステーキ用150g

2・
肩ロース切落し180g・牛ハンバーグ120g 2）

アプリ特典あり〈札幌市 / 佐藤
水産〉
熟成秋鮭 9日（水）50点限り/
12日
（土）
・13日
（日）
各日25点限り

1,080円（5切）

各日30点限り 1,080円
（1折）

（月）
まで
特 別 提 供 品 3月14日
7階 催物場

アプリ特典あり〈イセタンミート〉
北海道産北国育ち牛スペシャル
セット お一人さま1セット限り/9日（水）50セット

1,080円（1折）

（200g）

アプリ特典あり〈札幌市 /
多聞天〉
海鮮ミニちらし

アプリ特典あり〈イセタンミート〉
北海道産北国育ち牛切落し

各日100点限り 1,080円
（250g）

7階 アートホール

〈函館市 / 山丁長谷川特価市〉 〈函館市 / 南かやべ漁業協同組合〉 アプリ特典あり〈札幌市 /きんぎょ庵〉
一等検真昆布だし 一番切
旗の柿渋染トートバッグ各種 5点
焼鮭荒ほぐし 300点限り 501円
（180g/1本）

●
〈札幌市 /シーフードファクトリー
北海道〉ピザよりどり3枚 30組限り 3,240円

399円（60g）

限り 2,640円
（綿 / 約33.5 30 10.5cm）
※画像の商品は現品限りです。

※ご来店の方に限らせていただきます。 ※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。 ※整理券を配布する場合がございます。

銀座マギー＆人気ブランドセール 3月16日（水）〜 3月28日（月）［各日午後7時終了 / 最終日午後5時終了］ 伊勢丹浦和店 7階 アートホール
ホワイトデーステーション ■3月8日（火）〜3月14日（月） ■地階 ザ・ステージ＃B1

アソートクッキー
〈ピエール マルコリーニ〉コフレクール 〈デメル〉
9個入り

3,672円（9個入）

2,160 円（140g）

〈PISTACHIOMANIA〉
ストロベリー
ピスタチオ

1,620円（12個入）

〈ガトーフェスタ ハラダ〉期間限 定 販 売会
（水）
〜3月15日（火）
■3月9日

〈ガトーフェスタ ハラダ〉グーテ・デ・ロワ
ホワイトチョコレート/簡易大袋 864円（10枚）
■地階 菓子プロモーション

埼玉県さいたま市浦和区高砂1-15 -1/〒330 -0063/
電話048-834-1111 大代表/ʼ22
※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 ISETAN MITSUKOSHI

