
伊勢丹立川店は、連日休まず朝10時から夜7時30分まで営業いたします。

伊勢丹立川店の情報をいち早くお届けします。

伊勢丹立川店公式 facebook ページ
www.facebook.com/isetantachikawa 

伊勢丹立川店公式 Instagram（インスタグラム）
アカウントを開設しました。

BIRTHDAY PARTY お誕生日会
□1月20日（月）10時30分～・1時30分～（所要時間約120分） □8階＝バンケットルーム 
□参加費：3,850円（1ドリンク付） □定員：各回10組20名さま □対象：12月～2月に1歳の
お誕生日または生後6カ月のハーフバースデーを迎えるお子さまとその保護者さま

〈キタムラ〉期間限定ショップ
□1月15日（水）～21日（火） □2階＝ギャラリースクエア
「やさしさ、かわいらしさ、上品さ」を
キーワードにすべてにこだわった、
オリジナリティあふれる〈キタムラ〉の
アイテムを期間限定でご紹介します。

〈キタムラ〉トートバッグ
a. 17,000円（29×44×13㎝）
b.c. 各15,000円（19×31×13㎝）

お誕生日またはハーフバースデーを迎えるお子さまのために、
特別イベントをお楽しみいただけるバースデーパーティーを開催します。

 お誕生日ブースでの撮影
※お客さまご自身での撮影となります。

 お誕生日限定デザイン 手形足形アート時計作り
 アイシングクッキープレゼント

※詳しくは係員におたずねください。
［1月14日（火）午前10時よりご予約を承ります］
電話042（548）2179（7階＝玩具直通）
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③ ちくちくヨーヨープレート＆
つまみ細工プレートで作るウサギの雛人形
□15日（水）・16日（木）
各日10時30分～・1時～・3時～（所要時間約90分）
□参加費：2,200円（材料費込） □定員：各回6名さま

④ こぎん刺しのくるみボタン
□17日（金）10時30分～・1時～・3時～（所要時間約90分）
□参加費：1,485円（材料費込） □定員：各回6名さま

⑤ アクレーヌで作るアニマルボンボン
□18日（土）・19日（日）
各日10時30分～・1時～・3時～（所要時間約90分）
□参加費：1,364円（材料費込） □定員：各回6名さま

⑥ 刺し子のペアコースター
□20日（月）10時30分～・1時～・3時～（所要時間約90分）
□参加費：1,980円（材料費込） □定員：各回6名さま

⑦ フェルトで作るお花コサージュ「ジニア」
□21日（火）10時30分～・1時30分～・4時～（所要時間約120分）
□参加費：1,870円（材料費込） □定員：各回6名さま
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〈ホビーラホビーレ〉
手編みマフラーレッスン
□21日（火）2時～（所要時間約60分） 
□6階＝ホビーラホビーレ

□参加費：5,335円（材料費込） 
□定員：4名さま
編み物初心者の方におすすめです。
［15日（水）午前10時より
ご予約を承ります］
電話042（525）2671
（直通）
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telier a
ア * ハ ッ ピ ー

*happy〉
ハートトピアリー作り
□18日（土）・19日（日）
各日11時～5時（所要時間約60分）
□1階＝スライス オブ ライフ 
□参加費：2,200円（材料費込） 
お好きな花のパーツを組み合わせて、
ハート型のトピアリーを作ります。
［15日（水）午前10時よりご予約を承ります］
電話042（548）2277（直通）

フラワーアレンジメント
～マイフレグランスをお家に飾ろう～
□18日（土）・19日（日）
各日11時～・3時～（所要時間約90分） 
□1階＝化粧品/エスカレーター脇 特設会場
□参加費：5,302円（材料費込） 
□定員：各回4名さま
少し残ったフレグランスを再利用して、香りが
飾れるフラワーアレンジメントを作ります。
［15日（水）午前10時よりご予約を承ります］
電話042（548）2271（直通）

〈W
ウ ィ ス テ リ ア

isteria〉手作り教室
□3階＝ファーレ側モール
［すべて15日（水）午前10時よりご予約を承ります］
電話042（548）2141（直通）

① ミニチュア刺繍枠
□15日（水）～21日（火）
各日10時30分～・12時～・2時～・
3時30分～・5時～（所要時間約60分）
□参加費：1,650円（材料費込） 
□定員：各回6名さま

② リバティプリントで作る
ミニミラー
□15日（水）～21日（火）
各日10時30分～・12時～・2時～・
3時30分～・5時～（所要時間約60分）
□参加費：2,750円（材料費込） 
□定員：各回6名さま

〈生活の木〉アロマストーン作り教室
□17日（金）～19日（日）
各日11時～
（所要時間約40分）

□6階＝生活の木 
□参加費：1,100円（材料費込） 
□定員：各回4名さま
お部屋に置くだけで香りが
広がるアロマストーンです。
［15日（水）午前10時より
ご予約を承ります］
電話042（526）1287（直通）

① ～はじめての手作り絨毯～
壁飾りにもなる絨毯トレー
□15日（水）・16日（木）・18日（土）・
19日（日） 各日11時～・2時～
（所要時間約90分）
□参加費：2,200円（材料費込） 
□定員：各回5名さま（中学生以上）

② 国産石けん粘土で
素敵な薔薇作り
□15日（水）・18日（土）・20日（月）
各日11時～・2時～・3時～
（所要時間約40分）
□参加費：2,200円（材料費込） 
□定員：各回5名さま（小学生以上）

③ 毛糸で作るバッグチャーム
□16日（木）・17日（金）・19日（日）
各日11時～・2時～・3時～（所要時間約30分）
□参加費：1,650円（材料費込） 
□定員：各回5名さま（小学生以上）

（所要時間約60分）（所要時間約60分）

（所要時間約60分） FESTIVA

ISETAN TACHIKAWA 

伊勢丹立川店
ワークショップフェスティバル

□1月15日（水）～21日（火） 
□伊勢丹立川店＝各階
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ボヌールマルシェ
□15日（水）～21日（火） 
□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付
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②
②
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食料品
スペシャルセール 
□1月15日（水）～21日（火） 
□地階＝食料品
※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。 
※セール品につき、ご進物包装はご容赦ください。 
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

グローサリーセール 
□フーズマーケット
小豆島しょうゆ 300点限り 265円（1ℓ）
〈明治屋〉果実実感ジャム各種 
各200点限り 各382円（340g）
〈日清オイリオ〉
オリーブオイルバラエティギフト 
80点限り 2,160円（1箱）

ワイン1,100円均一セール 
□和洋酒
a. 〈ヴィニコラ・セレナ〉プロセッコ・トレヴィーゾ 
ブリュット 48点限り （イタリア/白発泡/750㎖）
b. 〈ドメーヌ・ポール・マス〉ラ・フォルジュ・エステイト 
シャルドネ 72点限り（フランス/白/750㎖）
c. シャトー・ラ・クロワ・ブランシュ 
60点限り（フランス/赤/750㎖）

［15日（水）午前10時よりご予約を承ります］［15日（水）午前10時よりご予約を承ります］

ボヌールマルシェボヌールマルシェ
□15日（水）～21日（火） □15日（水）～21日（火） □15日（水）～21日（火） 
□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付□4階＝駅側モール □すべて店頭で随時受付

福岡親善大使 佐
さ ど は ら

土原理夏さん来店
□1月15日（水）10時～
当日ご来場の先着200名さまに〈福岡県福岡
市/山口油屋福太郎〉博多限定めんべい（ねぎ）
を差しあげます。※お一人さま1点限り。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

お買いあげ粗品
□お渡し場所：7階＝催物場
当日会場にてレシート合算3,240円以上お買
いあげの先着200名さまに〈福岡県福岡市/千
鳥饅頭総本舗〉福岡空港売店限定チロリアン 
太宰府うめ（4本入）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。※お一人さま1点限り。

新企画  博多人形 カプセルトイコーナー
〈福岡県福岡市/壱語屋〉
博多人形カプセルトイガチャ 500円（1回）
※なくなり次第終了とさせていただきます。

●1月15日（水）～20日（月）最終日5時終了
●伊勢丹立川店7階＝催物場

共催：福岡商工会議所 食料・水産部会、福岡県物産振興会
※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。予めご了承ください。
※加工品の素材は、九州産以外の素材を使用している場合がございます。※写真はイメージです。
※アプリ特典は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。

新登場  EAT IN  アプリ特典
営業時間：各日10時30分～7時 
最終日4時終了／ラストオーダー各日終了30分前

豪快なごぼう天が人気の
博多のうどん店が初出店！
〈福岡県福岡市/大地のうどん〉
①大地のかやくうどん 1,100円（1人前）
②肉ごぼう天うどん 880円（1人前）

展

新登場  
〈福岡県福岡市/DOCORE（どぉこれ）〉
福岡県内の“いいもの”を扱う人気のアン
テナショップが売れ筋アイテムや注目の新
商品などを揃えて関東初出店！

※写真はイメージです。 

新登場  実演
〈福岡県福岡市/博多中洲 鉄なべ〉
焼き餃子 1,296円（20個入）

イベント

実演  アプリ特典  
明太子×北海道産
クリームチーズのピリ辛
クリーミーな味わい。
〈福岡県福岡市/
味の明太子ふくや〉
明太キッシュ 301円
（1個）

①

②

新登場  アプリ特典
〈福岡県福岡市/牛もつ鍋なの川〉

もつ鍋セット 2,980円（2人前）

①

新登場  EAT IN  アプリ特典   
営業時間：各日10時～7時30分 
最終日4時終了／ラストオーダー各日終了30分前

選び抜かれた玄界灘産のネタと熟練の職人技を堪能。
〈福岡県福岡市/博多の寿司処 岩正〉
にぎり盛合せ 3,300円（1人前）

新登場  アプリ特典   
しっとり食感、しっかり果実感の九州産果実の
ドライフルーツや果実たっぷりのゼリー。
〈福岡県朝倉市/九州良果〉
潤いドライフルーツオリジナルパック
①キウイ（30g） ②ミカン（10g） ③イチジク（40g） 
④梨（25g） ⑤デコゴールド（30g） 各648円（1袋）
パート ド フリュイ 
⑥デコゴールド・キウイ・イチゴ 各324円（6個入） 
⑦キウイ・デコゴールド 各648円（5個入） 

新登場  
実演  アプリ特典  
水や氷を一切使わず、
あまおう苺をゴリゴリ
削った濃厚なドリンク。
〈福岡県福岡市/伊都きんぐ〉
あまゴリスムージー 501円（約240g）

実演  〈福岡県太宰府市/かさの家〉①梅ヶ枝餅 651円（5個入）
15日（水）限り  ②梅ヶ枝餅よもぎ 
お一人さま1点限り/30点限り 
651円（5個入）

①

①

②

② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦

※写真は調理例です。
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アプリ特典  
〈福岡県福岡市/長山食品〉
高菜漬 189円（100gあたり）

こ
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a b c

新登場  実演  〈福岡県福岡市/インダスカレー〉
とんかつカレー弁当 1,188円（1折）

便利でお得！伊勢丹STOREアプリ

※店頭にてアプリのクーポン画面をご提示ください。※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。 

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

1月15日（水）号
TAC H I K AWA  S T Y L E
いつも、次 の T O K Y Oを。

期間中、伊勢丹STOREアプリを新規にダウンロードのうえ、立川店を
ご登録いただいた先着1,000名さまに、〈アンリ・シャルパンティエ〉
焼き菓子（2個入）を差しあげます。 ※詳しくは係員におたずねください。

伊勢丹STOREアプリ ダウンロードキャンペーン
□1月15日（水）～28日（火） □粗品お渡し場所：各階代表カウンター

伊勢丹 プレミアム ウインター バザールは1月22日（水）からスタートいたします。

〈伊都きんぐ〉あまゴリスムージーをお買いあげの
先着200名さまに「福岡限定」"白い、博多チョコ
ぱいおう"2本セットを差しあげます。
※お一人さま1回限り ■7階＝催物場

伊勢丹立川店公式 Instagram（インスタグラム）

期間中、伊勢丹STOREアプリを新規にダウンロードのうえ、立川店を



〈大分/竹巧彩〉
石畳編みバッグ 1点限り 

143,000円
（籐/約縦29×横25×幅16㎝）

アプリ特典
〈鹿児島/原絹織物〉
龍郷ロマン 大島紬 1点限り 
242,000円（絹100%）

工芸品 
その他の出店

アプリ特典【長崎/五島椿本舗】椿油、アプリ特典【鹿児島/てんげん】火山白土化粧品、【大分/イストワール】創作服、
【長崎/大村湾漁業協同組合】黒なまこ石鹸、【大分/くにさき六郷舎】銀杏のまな板、【熊本/人吉農産】馬油

〈福岡/古典木工〉
屋久杉 仏壇 ほのか 
2点限り 550,000円
（幅44×奥行39×高さ63㎝/膳引付）

〈福岡/桐
き り

里工房〉
焼桐玉子型 
囲炉裏テーブル 
693,000円
（桐/約幅135×
奥行100×高さ65㎝）
※椅子は別売りです。
※写真はイメージです。

同時開催 6階＝ファーレ側モール

アプリ特典  〈大分/オーハタパール〉
アコヤ真珠リング 1点限り 
137,500円（約5.2㎜玉、
約6.0㎜玉/K18WG/フリーサイズ）

新登場  〈大分/YOプリンセス〉
2010年に美容経験豊かなオーナーが「みんなに優しいサロン」
をコンセプトにオープンしたエステサロン〈プリンセス〉。
サロンオリジナルの化粧品をご紹介。

①保湿美容液 5,060円（55mL）
②泡洗顔 6,600円（150mL）
ハンドトリートメント体験会
□7分間：1,100円
□各日11時～5時
〈プリンセス〉のスタッフがジェルを使って
トリートメントいたします。

新登場  〈福岡/わの栞〉
久留米絣 
ロールカラーワンピース 
1点限り 96,800円
（綿100%/
フリーサイズ（M～L対応））

久留米絣 
ふんわりストール各種 
各5,500円
（綿100%/約38×180㎝）

〈熊本/ダマスキナドール〉
ARABE punto（アラベ・プント）
ペンダント 
2点限り 49,500円（鉄/24K/SV/直径
約3.3㎝/チェーンの長さ:約62㎝）

〈鹿児島/
肥後染色 夢しぼり〉
婦人ノーカラージャケット
各種 
27,500円
（綿100%/フリーサイズ
（M～L対応））

アプリ特典  〈沖縄/オキサン〉
黒蝶・白蝶真珠グラデーション
ネックレス 1点限り 300,000円
（約9.0㎜～12.0㎜玉/SV/長さ：約70㎝）

〈沖縄/与那覇サンゴ〉
赤サンゴ デザインネックレス 
1点限り 220,000円
（オニキス/SV/長さ：約72㎝）

〈長崎/べっ甲屋たがわ〉べっ甲 
ネックレス・イヤリングセット 
1セット限り 308,000円
（ネックレス：長さ：約42㎝）

●匠の技が光る、工芸品

●大分・別府発、話題の化粧品ブランドが登場

注目の若手作家

〈大分/
フォークロ化粧品〉
①ゆらい 化粧水 
2,728円（150mL）
②ゆらい 
練り石けん 
2,178円
（100g/
泡立てネット付）

各地に伝わる九州の工芸品。その伝統的な技を受け継ぎながらも、
今のライフスタイルに合った独自のものづくりを行う
若手作家をご紹介いたします。

アプリ特典  
〈福岡/今尾知子〉
草木染 ストール各種 
5点限り 8,800円（絹100%）

〈長崎/岩崎本舗〉
角煮きりおとし お一人さま3点限り/
15日（水）300点限り・16日（木）～20日（月）
各日40点限り 540円（冷凍/180g）

アプリ特典  
〈鹿児島/くろず屋〉

純玄米黒酢 
3,240円（900㎖）

新登場  
〈熊本/堀内製油〉
①自家製なたね 地あぶら 
1,080円（455g）
②熊本 山江村産 えごま油 
2,376円（105g）
③金ごま油 
864円（105g）

〈宮崎/桑水流畜産〉黒豚みそ漬・
塩こうじ漬 各756円（冷凍/各130g/各1枚）

アプリ特典  〈宮崎/レストランカプチーノ〉
宮崎牛ハンバーグデミグラス 781円
（130g/1袋）

〈熊本/森のからし蓮根〉
からし蓮根 1,296円（約300g/1本）

実演  
アプリ特典  
〈鹿児島/
ダイニング萬來〉
鹿児島食べつくし弁当 
各日50点限り 2,160円（1折）

〈鹿児島/明石屋〉
①かるかん 250点限り 972円（5枚入）
②かるかん饅頭 300点限り 810円（5個入）

〈長崎/岩崎本舗〉
長崎角煮まんじゅう 401円（冷凍/1個）

〈福岡県糟屋郡/進藤商店〉
銀だらみりん 1,401円（冷凍/3切）

〈鹿児島/有村屋〉うまかもんセット 
各日30セット限り 1,296円（1パック）

実演  
〈大分/にくの蔵 焼肉 銀山亭〉
おおいた和牛100%手ごねハンバーグ&
サイコロステーキ弁当 各日30点限り 1,944円（1折）

実演  
〈福岡県柳川市/福泉操〉

うなぎのせいろ蒸し 3,001円（1折）

アプリ特典  〈大分/
塚崎スッポン本舗〉スッポン
スープ 540円（190g/1缶）

アプリ特典  〈沖縄/千草物産〉
沖縄伝統野草配合 
千草28茶 1,944円（200g）

実演  〈宮崎/味のくらや〉
からいも団子 841円（6個入）

〈長崎/みかど本舗〉
五三焼カステラ 2,160円（10切入/1本）

実演  アプリ特典  
〈沖縄/具志堅商店〉
黒糖アガラサー 251円（1個）

アプリ特典  
〈長崎/
長崎がまだす堂本舗〉
長崎がまだす
具付ちゃんぽん 
826円（冷凍/1人前）

特別提供品
※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。※整理券を配布する場合がございます。

15（水）・18（土）サービス
※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。※各ショップで販売いたします。※ご来店の方に限らせていただきます。

アプリ特典  〈宮崎/竹炭の里〉
炭 石けん・はみがきセット 
30セット限り 2,200円
（石鹸100g×２、はみがき100g）

全7県、約300種類の
個性豊かな味わい。

〈熊本/マルタ海産〉
九州産ちりめん 1,501円（150g）

〈福岡県福岡市/中島商店〉
いわし明太子 432円（1尾）

〈長崎/日本珍食〉
刺身わかめ 1,080円（200g）

〈福岡県福岡市/
フランス菓子16区〉
アップルパイ 15点限り 
1,620円（直径12㎝/1個）

※写真はイメージです。

〈沖縄/沖縄海藻専門店
もずキム〉海ぶどう（タレ付） 
1,396円（80g）

アプリ特典  〈鹿児島/
山下養蜂場〉黒はちみつ 
お一人さま1点限り/各日50点限り 
1,080円（333g）

アプリ特典  〈鹿児島/おりた園〉
知覧茶深むし茶3本セット 
お一人さま2セット限り/各日100
セット限り 1,080円（100g×3）

〈福岡県福岡市/中島商店〉
お徳用辛子明太子（上切子） 
お一人さま2点限り/15日（水）70点限り・
18日（土）30点限り 1,080円（200g）

〈鹿児島/有村屋〉さつま揚げ
盛合わせ お一人さま1点限り/
15日（水）50点限り・18日（土）30点限り 
1,080円（1パック）

〈長崎/みかど本舗〉
カステラ切れはし3袋セット 
お一人さま1セット限り/各日50セット限り 
1,080円（250g×3袋）

〈長崎/まるなか本舗〉
すり身揚2袋セット お一人さま
1セット限り/各日50セット限り 
1,080円（6個×2袋）

●心も体もあったまる、郷土の味
新登場  実演
〈福岡県福岡市/

炭家 108〉
牛すじ煮込み 

781円（100gあたり）

チェック
せんと！ 

●1月15日（水）～20日（月） 最終日5時終了
●伊勢丹立川店7階＝催物場

展

●外せない、地元で人気・定番の味

●味わい深い、海・川の恵み

●ほっとする美味しさ、各地の銘菓

九州うまかもん
ショップ

①

②

〈福岡/古典木工〉
屋久杉 仏壇 ほのか

550,000円
（幅44×奥行39×高さ63㎝/膳引付）

〈福岡/桐
き り

里
焼桐玉子型 
囲炉裏テーブル 
693,000円
（桐/約幅135×
奥行100×高さ65㎝）
※椅子は別売りです。
※写真はイメージです。

 6階＝ファーレ側モール

実演  EAT IN  
営業時間：各日10時～7時30分 
最終日4時終了／ラストオーダー各日終了30分前

おおいた和牛だけを扱う専門店から、
その味を存分に堪能できるプレートをご用意しました。
※大分の和牛＝豊後牛のA4等級以上だけに与えられるブランド名

〈大分/にくの蔵 焼肉 銀山亭〉
「おおいた和牛 3種のプレート＋かぼすハイボール（1杯）」1セット 1,980円
（ハラミステーキ、肉のたたき寿司、ローストビーフ（うに乗せ））

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

●旨味たっぷり、九州産の肉の弁当

実演  アプリ特典  
〈大分/吉野とりめし保存会〉
おおいたおにぎり弁当 
各日50点限り 781円（1折）

大分の和牛に惚れ込んだ
“肉追い人”

オーナー今井治氏が厳選。

新登場  〈福岡県小郡市/
RUSH FARM ラッシュファーム〉
①ゴールデンライム胡椒 1,296円（90g）
②ゴールデンライムプレミアム
ペッパーソルト 1,296円（45g）
③ゴールデンライム 
ピュア雫 2,160円
（150㎖）
④ゴールデンライム 
熟シロップ 2,160円
（200㎖）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

●個性がきらり、
こだわりの調味料

①

①

②

②

③

③

④

※その他2商品もご用意しております。

アプリ特典  
〈福岡県福岡市/梅野製茶園〉
新商品 ①ミニ八女茶パフェ 

601円（1個）
②モコモコ八女茶ソフト 

451円（1個）

① ②

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

新登場

 〈福岡県小郡市/
RUSH FARM ラッシュファーム〉
①ゴールデンライム胡椒 1,296円（90g）
②ゴールデンライムプレミアム

1,296円（45g）
③ゴールデンライム 

④ゴールデンライム 
円

個性がきらり、
こだわりの調味料

①

①

② ③ ④

（約9.0㎜～12.0㎜玉/SV/長さ：約70㎝） （オニキス/SV/長さ：約72㎝）

アプリ特典
〈鹿児島/原絹織物〉
龍郷ロマン 大島紬
242,000

〈熊本/アミアーム〉
婦人藍染チュニックセーター 1点限り 
52,800円（綿100%/M～L対応）

〈福岡/
宗像ムウ・ジュ〉
婦人紬コート 
1点限り 
77,000円
（絹100%/
M～L対応）

〈長崎/からすみ味 〉
本からすみ 2,160円から（25gから）

①

①

②

②

新登場  実演  
アプリ特典  

〈福岡県豊前市/
浦野醤油醸造元〉

にじいろ甘酒（各320g） 
①くろ米 648円

②八女抹茶 ③南高梅
④博多あまおう 

⑤ゆず生姜 各756円
⑥巨峰 972円
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