
■10月1日（火）～31日（木）■静岡伊勢丹=各階
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静岡伊勢丹

 ハロウィン2019

■10月 25日（金）・26日（土）各日 11時～6時
■1階＝アナ  スイ コスメティックスコーナー

ハロウィンアレンジ &

ハーバリウムのワークショップ

■10月 11 日（金）・12日（土）各日 10時～4時
■3階＝ステージ #3 ■協力：ハナシゴト

※混雑の状況によりお待ちいただく場合もございます。
■ご予約・お問合わせ：054（255）0201（直通）

■10月 12 日（土）11時から・2時から
■2階＝スライス オブ ライフ

【ご予約承ります】
■10 月 7日（月）から先着順に受付。
■定員：各回 10 名さま　■所要時間 : 約 90 分
■参加費：4,400 円（材料費込）
■電話：054（273）4634（直通）

〈サンリオ〉ハロウィン限定ガラポン

■10月 26 日（土）10時 30 分から
■8階＝カフェ コムサ

秋の旬なフルーツを使ったハロウィン限定の
ケーキ作りをお楽しみください。
【ご予約承ります】
■10 月 2日（水）2時から先着順に受付。
■定員：15 名さま　■所要時間：約 90 分
■参加費：3,500 円（材料費込）
■電話：054（251）3003（直通）

デザイナーの金子昌見氏がひとつひとつ手作りしたこけし人形。
ハロウィンモチーフのこけしを一緒に作ってみませんか？

ハロウィンキャンドル体験

■10月 12 日（土）～14日（月・祝）
10/12：11 時～12 時 /1 時～5時、
10/13・14：10 時～12 時 /1 時～5時（各日 4 時受付終了）
 ■7 階＝玩具

■10月 12・13・14・19・20・26・27日限り
各日 10時～7時 ■7 階＝サンリオ

バルーンラッピング
ワークショップ

■10月 26 日（土）・27日（日）
各日 11時～4時 30 分 最終日 4時終了  ■7 階＝玩具

■会場にて随時受付
■対象年齢：小学生
■定員：4名さま　
■参加費：550円
　　　　　（材料費込）

1,500 円以上（税込）お買いあげの各日先着 25 名
さまにハロウィン柄の小分け袋がもらえるガラポン
にご参加いただけます。（小分け袋は 3色ございます。）

ハロウィンをモチーフに、
ハーバリウムの体験が楽しめます。

※写真は完成品の一例です。

■会場にて随時受付
※混雑の状況により、お待ち
いただく場合もございます。
■参加費（材料費込）：
●ハロウィンアレンジ
2,750 円
●ハーバリウムシリーズ
ボトル 1,100 円から
ペン 1,980 円から
キーホルダー 2,200 円から
アロマディフューザー 
3,850 円から
メイクブラシ 2,200 円から

写真映え間違いなし！お好きなコスチュームを
お選びいただき、フォトスポットで記念撮影！

参加費無料　
※カメラはご持参ください。

ダークなリップや
グリッターを

使ってメイクアップ！
■期間中、ご来店の
お客さまに

ハロウィンメイク
アップサービスを
いたします。

ペーパークラフトした
かぼちゃのおばけを

風船にとじこめちゃおう！

■会場にて随時受付
■対象年齢：小学生
■定員：4名さま　
■参加費：880円から
（材料費によって金額は
異なります。）

君だけのハロウィンキャンドルを作って楽しもう！

予約制〈アナ スイ〉

ハロウィンメイクアップイベント

予約制〈コケッツ〉
ワークショップ

トリック オア トリート！

■10月 2日（水）～31日（木） ■10月 2日（水）～31日（木）■7階 =特設会場

期間中、７階=キッズカウンターにて
「トリック オア トリート！」

の合言葉を唱えると
素敵なプレゼントを差しあげます。
※プレゼントはなくなり次第終了と

させていただきます。

予約制〈カフェ コムサ〉

ハロウィン キッズパティシエ教室

★

★ ★★

★★

ハロウィンフォトスポット

※写真はイメージです。
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営業時間：10時 -7時（8階=レストランシティ：11時-9時30分 
ラストオーダーは夜9時。※一部店舗は異なる場合がございます。

アネックス静岡伊勢丹：7時30分までの営業）

※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。※2019年10月1日（火）から消費税が変更されました。
※数量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。

静岡市葵区呉服町1-7/〒420-0031/電話054（251）2211大代表/’19

〈アナ スイ〉メイクアップ コフレ Ⅱ

■10月 1日（火）から販売
■1階＝アナ スイ コスメティックスコーナー

メイクアップ コフレ Ⅱ
30 点限り 
4,180円
（カラーパウダー 0.7g・
リップスティック Ⅰ）

〈ベル アメール〉

■10月 1日（火）～31日（木） ■地階＝洋菓子

ルビーチョコレートとホワイトチョコレートの組合わ
せにクロネコモチーフのショコラをデコレーションし
たパレショコラクロネコ、パンプキンシードオイルを
アクセントにきかせたパレショコラハロウィンに、アー
モンドプラリネを入れたショコラケーキを加えた、季
節感たっぷりのハロウィンギフトです。

ハロウィンプチギフト 1,080円（1箱 /3 個入）

ハロウィンアソート
 2,160円
（プティシガール×8本、
プティシガールオゥショコラ
×8本、ドゥーブルショコラ
オレ×16 枚）

〈ヨックモック〉
■10月 1日（火）～31日（木） ■地階＝洋菓子

魔法の世界の賑やかなハロウィンパーティーシーンを
描いたギフト。パーティーを覗き見できる窓抜きのス
リーブ、缶を開けるとハロウィンを象徴するモチーフ
が描かれたお菓子のフィルムがお出迎え。開け進む度
にハロウィンの世界に入り込んでいくデザインです。

ネックレス  24,200円（合金・合成樹脂・ガラス /
チェーン：70 ㎝＋アジャスター 5cm）
リング 12,100円（合金・合成樹脂・ガラス）

〈アナ スイ〉
ハロウィンアクセサリー

■10月 1日（火）～31日（木）
■1階 =アクセサリー /アナ スイ

パーティーキャニスター 2,160円
（チョコレート菓子、マシュマロ、クッキー/計 197ｇ入）

〈メリーチョコレート〉
■10月 1日（火）～31日（木） ■地階＝洋菓子

バラエティ豊かなお菓子を詰めた缶は表は黒猫、
裏はカボチャ。あなたはどちらがお好き？

〈ゴディバ〉

■10月 1日（火）～31日（木） ■地階＝洋菓子

季節限定フレーバーのG キューブ ミルク メープル
ウォルナッツと、ミルク、ダーク、ダーク バニラ
を詰合わせました。

Ｇ キューブ アソートメント  1,188円
（1箱 /7 粒入 (Ｇ キューブ ミルク メープルウォルナッツ、
G キューブ ミルク、G キューブ ダーク×各 2、
G キューブ ダーク バニラ×1））

〈フロ プレステージュ〉 〈フロ プレステージュ〉

■10月 3日（木）～31日（木） ■地階＝洋惣菜

紫芋ムースとココアスポンジ、カボチャムースを
層に重ねたカップケーキです。
 

蜘蛛の巣、蜘蛛と〈アナ スイ〉アイコンの蝶を
組み合わせた商品はつけているだけでハロウィン気分
を盛りあげてくれるアイテムです。

ハロウィン柄と刺繍がキュートなハンカチや、
お部屋を一気にハロウィンモードにしてくれる
ランタンなどをご紹介いたします。

ココアクランブルとフランボワーズソース、チョコ
ムースを濃厚チョコでコーティングしました。
 

紫いもとかぼちゃのハロウィンカップ
  529円（1個）

■10月 25 日（金）～31日（木） ■地階＝洋惣菜

ハロウィンチョコケーキ  1,771円（1ホール /12cm）

気分はまるでマスカレード！
縫うだけでハロウィンの準備はOK！
〈アナ スイ〉から全身を煌めかせるパープルの
カラーパウダーと、シアーブラックなリップで
いつもとは違う自分を演出できるコフレが登場！

〈アフタヌーンティー・リビング〉

ハロウィン限定商品

■10月 1日（火）～31日（木）
■２階＝アフタヌーンティー・リビング

ランタン 1,870円
ハンカチ各種  各 660円

伊勢丹STOREアプリでお買物がもっと楽しく、もっと便利に。
静岡伊勢丹をマイ店舗に登録するとリアル情報やクーポンなど
プッシュ通知でお知らせ。

スマホに静岡伊勢丹の
チラシが届きます。

ハロウィンのクーポンも！

ダウンロードはこちらから！


