
※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。

今週の
伊勢丹
立川店

便利でお得！ 伊勢丹STOREアプリ

※アプリのダウンロード・ご利用に関して、個人情報のご登録は不要です。 ※三越・伊勢丹オンラインストアのご利用はＷＥＢ会員のご登録が必要です。

すぐに使えるクーポンがもらえる！ アプリ限定情報がいつでも見られる！ 

便利でお得！ 伊勢丹STOREアプリ

今週の
おすすめ
クーポン

実演 〈興部町/ノースプレインファーム〉
おこっぺソフト 各日100点限り 390円 
■7階 催物場 ※お一人さま1回限り。

※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STOREアプリをダウンロード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。

2月23日（火・祝）～3月7日（日）［最終日午後5時終了］
伊勢丹立川店 7階 催物場・駅側モール
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。
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実演 〈札幌市/まるやまめろん〉
まるやまめろん食パン 1,188円（1斤）

初出店 〈興部町/ノースプレインファーム〉
① 実演  おこっぺソフト 440円（1個）
②オホーツクおこっぺ有機牛乳 972円（900ml）

初出店 〈札幌市/KOKAGE〉
実演  フルーツパンケーキ4個セット 

2,001円（4個入/1箱）

〈砂川市/北菓楼〉
①北の夢讃童 584円（4個入）
②ショコラポケット 648円（15本入）

〈千歳市/morimoto〉①ハスカップジュ
エリー ホワイトMIX 1,501円（6個入）
②キャラメルハニーサンド 864円（8枚入）

実演  〈札幌市/パイクイーン〉
余市産りんごのアップルパイ 
397円（1個）

実演 〈赤井川村/アリスファーム〉
焼き立てマフィン
①MIXベリー＆ホワイトチョコ 422円（1個）
②焼きリンゴ 401円（1個）

〈札幌市/プルマンベーカリー〉
① 新商品 道産牛のビーフ＆チーズカレーパン 
各日300点限り 391円（1個）②北海道アップル
パイ各日30点限り 400円（2個/1パック）

Rich Sweets＆Bread HOKKAIDO

素材を追求。贅沢弁当をおうちで アプリ特典あり 実演 特別企画品

〈札幌市/北海工房〉
豪華4大蟹弁当 各日50点限り
2,808円（1折）実演 特別企画品

〈余市町/
うに乃世壱屋〉
道産
3色盛り弁当 
各日20点限り
3,240円
（1折）

実演 特別企画品  〈札幌市/海鮮市場めし 兆 KIZASHI〉
野付産帆立の兆弁当 
各日50点限り
2,268円（1折）

アプリ特典あり 実演 特別企画品  〈函館市/やきにく
れすとらん沙蘭〉士幌黒牛ステーキと道産チーズハンバーグ弁当
（カールレイモンソーセージのせ） 各日50点限り2,376円（1折）

アプリ特典あり 実演 特別企画品

〈中川町/道の駅なかがわ〉十勝彩美牛&北海道
まるごと弁当 各日30点限り 2,268円（1折）

実演 特別企画品

〈長万部町/カネフク浜形水産〉
北の輝御膳 各日30点限り 4,860円（1折）

初出店 実演 特別企画品

〈札幌市/多聞天〉いくら多聞御殿弁当 
各日30点限り 2,160円（1折）
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4種類の蟹

3月2日（火）までの出店3月2日（火）までの出店

メロンパンの
クッキー生地を
塗って焼いた
食パン。

オホーツクの
大自然が生み
出した乳製品
の数々。

北海道産乳と
旬のフルーツを
使った手作りの
パンケーキ。



〈赤平市/鞄いたがき〉
鞍ショルダー小 55,000円
（牛革/20×24×7cm）
鞍札入れ 29,700円
（牛革/10×11.5×4.7cm）

〈鞄いたがき〉
POP UP SHOP
□2月23日（火･祝）～3月2日（火）
［最終日午後6時終了］

□5階 ファーレ側モール

〈染織アトリエKazu〉
シルク大判ストール
10点限り 11,000円
（絹100%/92×190cm）

〈ファインクラフト〉
マッシュルームスツール 
各18,700円（脚部：ホワイトアッ
シュ、張地：人工皮革/幅約24.3×
高さ50 ～65cm/SS ～ L）

各階では

SERVICE 期間中、お買いあげの商品への刻印を無料サービスいたします。

5F

6F 北のクラフトフェア
□2月23日（火･祝）～3月3日（水）［最終日午後6時終了］
□6階 ファーレ側モール

2月23日（火・祝）～3月7日（日）［最終日午後5時終了］
伊勢丹立川店 7階 催物場・駅側モール
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3月3日（水）からの出品3月3日（水）からの出品 3月3日（水）からの出品

3月3日（水）からの出店
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①〈函館市/味の匠〉帆立キムチ 1,296円（100gあたり）
②〈函館市/布目〉たこバジル 864円（100gあたり）
③アプリ特典あり〈寿都町/山下水産〉
生たき牡蠣甘露煮 1,551円（100gあたり）

〈札幌市/海光〉ブランド鮭
銀
ぎんせい

鮭 432円（1切）
雄
ゆうほう

宝 648円（1切）

〈札幌市/佐藤水産〉
鮭いくら海鮮丼蟹入
1,080円（80g）

〈根室市/鮭匠ふじい〉
いくら醤油漬 1,620円
（100gあたり）

〈利尻富士町/北洋食産〉
利尻産わかめ 
1,296円（200g）

3月2日（火）までの出店
初出店 特別企画品

〈札幌市/
我
がりゅうめんぶ
流麺舞 飛

ひ え ん
燕〉

焙煎エビ味噌
らーめん各日30点限り 
1,045円（1人前）

3月3日（水）からの出店
初出店 〈札幌市/
ラーメン ツバメ〉

特製肉煮干
中華そば（醤油・塩）

各日計100点限り 
1,210円（1人前）
※画像は醤油です。

プロの目利きが選んだ海産物ちょいリッチを愉しむ

7階 駅側モール

EAT IN イートイン
営業時間：各日午前10時30分～閉店時間30分前
［最終日午後4時終了/ラストオーダー：各日終了30分前］

〈函館市/南かやべ漁業
協同組合〉
がごめとろろ昆布 1,080円
（60g）

初出店 〈帯広市/ランチョ・
エルパソ〉どろぶたミートローフ
1,080円（2食入/300ｇ）
※画像はイメージです。

アプリ特典あり 初出店

〈小樽市/伯楽〉
水たこの唐揚げ 
864円（100gあたり）

〈夕張市/夕張あきんど屋〉
①インカのめざめ（じゃがいも）
540円（800ｇ） ②夕張特産
ながいも 648円から（1本）

初出店 実演 〈札幌市/
シェフが作る北海道餃子 果皮と餡〉
ひまわりポークと生姜の餃子 
756円（10個） ※画像はイメージです。

アプリ特典あり

〈小樽市/なると屋〉
若鶏半身揚げ 981円（1個）

アプリ特典あり〈札幌市/
コロッケ倶楽部〉
季節限定品だし香る牛肉
じゃがコロッケ 181円（1個）

〈千歳市/北海道純馬油本舗〉
北海道純馬油本舗
ピュアバーユ 1,100円（60ｇ）

初出店 実演

〈帯広市/トヨニシファーム〉
豊西牛おびひろカルビ串 
486円（1本）

アプリ特典あり〈札幌市/
シーフードファクトリー北海道〉
北海道産4種チーズのバジル
ソースピザ 1,581円（冷凍/1枚）

アプリ特典あり〈セレクトショップ 
フロマージュ・ドール〉
①ミモレット 1,381円（100gあたり） 
②くろまつないブルーチーズ 
1,591円（200g）

〈函館市/函館洋菓子スナッフルス〉
チーズオムレット 
1,556円（8個入）

〈千歳市/ポテトファーム〉
じゃがポックルお一人さま５点
限り/23日（火・祝）～3月2日（火）各日
700点限り/3日（水）～7日（日）各日
500点限り886円（10袋/1箱）

〈札幌市/
サッポロビール〉
サッポロクラシック 
700点限り 244円（350ml）

〈札幌市/ISHIYA〉
白い恋人 
864円（12枚入/1箱）

〈札幌市/ロイズ〉
ピスタチオクランチ
チョコレート 
810円（110ｇ/1箱）

〈帯広市/六花亭〉
マルセイバターサンド 
681円（5個入）

アプリ特典あり
初出店

〈音更町/
十勝プライド〉
十勝ラクレット 
モールウォッシュ 
1,080円（150ｇ）

①

②
3月2日（火）までの出店 3月2日（火）までの出店

〈カルビーポテト〉
ぽてコタン 648円（６袋入/1箱）
〈JAきたみらい〉
玉ねぎと牛すじのカレー 565円（180ｇ）
〈有楽製菓 札幌工場〉
白いブラックサンダー 648円（12袋入/1箱）
〈南富良野農業振興公社〉
バタじゃが 670円（５玉入/１袋）

※画像はイメージです。


