
伊勢丹は、午前１０時から午後６時30分まで営業いたします。（8階 レストランシティ：午前11時〜午後9時、ラストオーダーは午後8時30分。※一部店舗は異なる場合がございます。）静岡市葵区呉服町1-7/〒420-0031/電話054-251-2211大代表/,22　※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。

お客さまと従業員の安心・安全に配慮し、十分な対策をとっ
て営業しております。店内で安心してお買物いただくために、
「マスクの着用」「手指の消毒」「社会的距離の確保」にご
協力をお願いいたします。混雑の状況に応じてご入場を制
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。
※詳しくは静岡伊勢丹ホームページをご覧ください。

鶏もも肉の有馬山椒味噌焼き 
各日100点限り 626円（1枚）

●焼き松茸のせ松茸御飯 1,944円
（1折）

静岡伊勢丹
水11.2

〈arui_toe（アルイトウ）〉ジェンダーレス
モカシンシューズ 各17,600円（21.5〜28.0㎝）

〈Belle＆Sofa
やさしい靴工房〉
コンフォートスニーカー 
13,200円

（21.0〜25.5㎝）

〈ファルファーレ〉
pocher（ポシェ） 各17,600円（S〜LL）

〈グーテヴァール/シナモン〉
ブーツ 34,100円（22.0〜25.5㎝）

［洋品・雑貨］ 〈VIFJ〉財布、〈GAM-A-MAMA〉ハンドバッグ・革小物、〈Studio YoRu〉ガラス雑貨、
〈フェアリール〉消臭・抗菌スプレー、〈マッチ専門店 マッチ棒〉マッチ棒・雑貨、〈カシミヤカシミヤ〉洋品、
〈アートオブパール〉パールアクセサリー　

その他の出店
←〈ECOX（エコックス）〉
ヒートパフォーマ
パンツ 16,500円

（S〜LL）

←〈ジビエ
鹿革バッグ
ENISICA〉
鹿革イチシカ
バッグ 
39,600円

（24×26×12㎝）〈kiseki〉アラベスクペンダント
38,500円（チタン/ダイヤ：
計0.01ct/チェーン：約55㎝）

←〈EAVUS
（アヴース）〉
フランス
コットン×
ナイロン
リュック 
28,600円

（40×30×13㎝）

しっとり鮮やか、まるでカシミヤのようなもちもち・フワフワ
のほど良い弾力。食パンの街 神戸の高級食パン。

〈ブーランジェリー グランマホロバ〉
神戸 王様のカシミヤ食パン 810円（プレーン/1.5斤）

〈シューズイン神戸〉SUaSHI（スウェイシー） 
9,900円から

（22.0〜25.0㎝）
※画像は
イメージです。

各日午前10時30分からの販売

□11月2日（水）〜11月7日（月）最終日午後4時終了　 

□静岡伊勢丹 8階 大催事場/プロモーションスペース1・2
主催：公益財団法人 神戸市産業振興財団

「神戸セレクション」は、神戸らしいおしゃれで良質な商品を
発掘・選定。神戸ブランドの魅力を発信しています。
※加工品の素材には、神戸市以外の素材を使用している場合がございます。※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。
※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きます。また、整理券をお配りする場合もございます。

地元「神戸っ子」に愛される人気グルメ。上品でエレガント。神戸発のスタイルを装いに。

お歳暮ギフトセンターオープン
□静岡伊勢丹 8階 大催事場 ※配送のみの承りとさせていただきます。

一般の方の承り期間
□11月9日（水）〜12月22日（木）
各日午前10時〜午後6時（最終日午後4時終了）
※上記期間は、エムアイカード・エムアイ友の会 会員さまも承ります。

エムアイカード・エムアイ友の会 会員さまの先行承り期間
□11月2日（水）〜11月8日（火）各日午前10時〜午後6時

フルーツ本来の風味を凝縮したゼリーです。味それぞれの果物をかたどっ
たフルーツゼリー、フルーツティー風味の紅茶ゼリー、合わせて31種を
南画の大家・池大雅の作品をあしらった限定缶で贈ります。

［商品の一例］

エムアイカードならポイントもついてお得！
新規入会された方にはもれなく
2,000ポイントプレゼント！

東京国立博物館 限定ギフト〈彩果の宝石〉楼閣山水図屏風
ゼリーギフト B 051 173  3,240円
フルーツゼリー28種計53、紅茶ゼリー3種計6/缶入（150周年ロゴパッケージ）

［ROU30］

伊勢丹は
「日本全国送料無料」
約1,000品目
※送料無料とならない商品もございます。
島部にはお届けできない商品が一部ございます。

〈花梨コーヒーラボ・ロースターズ〉
コーヒーのお酒 マイルド・ダーク 
各1,870円（500ml）

〈神戸モリーママ〉
神戸魔法の生カシミヤロール 
各1,458円（プレーン・コーヒー/1本）

〈神戸珈琲物語〉
コーヒー豆よりどり4袋
各日20組限り 3,240円（200g×4）

神戸牛のハンバーグに淡路島玉ねぎを神戸ワインでじっ
くり煮込んだデミグラスソースをプラス。

〈KOBE STYLE DELI Emmy's〉
神戸牛ハンバーグ重 1,620円（1折）

実演

〈神戸・南京町 大同行〉
大同行肉焼売 1,350円（8個）

〈元祖 ぎょうざ苑〉
神戸味噌だれ餃子 1,540円（20個入）

〈Wafelhuis（ワーフルハウス）〉
ストローブワッフル 220円（1枚）

実演 実演 実演

■11月2日（水）〜11月8日（火） 
■静岡伊勢丹 地階 フードステージ

食料品ニュース

※天候・交通事情などの影響により、商品内容及び産地の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。※加工品の素材には、産地以外の素
材を使用している場合がございます。※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。※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きます。また、整理券をお配りする場合もございます。※画像はイメージです。

FOOD NEWS地階

←〈トレコード〉
山の手
スカート
各9,900円

↑〈スタイルシー〉
ノーカラーコート 
各15,290円

（フリーサイズ
（M〜Lサイズ対応））

11月2日（水）〜11月7日（月）の期間中、「神戸セレクション」会場にてエムアイカード・エムアイ友の会カード
で2,000円以上お買いあげにつき、応募券を1枚差しあげます。投函ボックスに必要事項をご記入のうえ、投
函してください。抽選で3名さまに「神戸牛のカタログギフト」、10名さまに「神戸スイーツ」が当たります。

①神戸豪華景品が当たる！お楽しみ抽選会

エムアイカード・エムアイ友の会 会員さま限定企画

②お買いあげプレゼント
11月2日（水）〜11月7日（月）の期間中、「神戸セレクション」会場にてエムアイカード・エムアイ友の会カードで
お買いあげの先着100名さまに「〈Lakshimi〉オリジナルアソートセット」を差しあげます。※なくなり次第終了となります。

T O P I C S
〈ラーメンやんぐ〉POP UP SHOP
□11月2日（水）〜11月8日（火）最終日午後5時終了  

□2階 スライス オブ ライフ

〈ラビベス〉期間限定販売
□11月2日（水）〜11月8日（火）最終日午後5時終了  

□4階 特設会場

〈アーサコレクション〉POP UP SHOP
□11月2日（水）〜11月8日（火）最終日午後5時終了  

□2階 ステージ＃2

〈桂月堂〉輪島塗 期間限定販売・修理承り会
□11月2日（水）〜11月8日（火）最終日午後5時終了  

□6階 プロモーションスペース

〈メロディアスハンズ〉新作フェアアイルセーター
□11月2日（水）から  
□5階 シズオカイセタンジモトセレクション

〈オジコ〉期間限定販売
□11月2日（水）〜11月8日（火）最終日午後5時終了  

□7階 ステージ＃7

〈鈴木学園〉上級調理経営学科 特別販売会

お世話になった方や大切な方へ。自分へのご褒美に。静岡伊勢丹で、「お歳暮」はじめませんか。

天然素材を中心に自由で自然な着まわしができる、 
“大人ナチュラル”スタイルを提案。素材の良さはも
ちろんのこと飽きのこないデザインも魅力です。

漆器の企画から製造・販売にいたるまで一貫して
手がける〈桂月堂〉。さまざまな輪島塗の器をご紹
介する他、漆器の修理、塗り替えも承ります。

静岡県産の銘柄「富士の鶏」を使用し
た一品。有馬山椒のピリッとした辛さ
が鶏肉の旨味を引き立てます。

調理師とパティシエの専門
学校「鈴木学園」の学生が
考案した惣菜を販売。今回
のテーマは「SDGs」。食を
学ぶ学校として何ができる
のかを考えて、環境と健康
に配慮したメニューや学生
の技術を活かした商品を期
間限定でご紹介いたします。

大エビのチリソース煮 各日100点限り 
972円（1食）

●チャーシュー 1,296円（200g/1本）
●豚肉と季節野菜のあんかけ焼き
そば 756円（1パック）

海の資源を大切に。養殖の海老を丁
寧に下ごしらえし、おいしさを最大限
に活かしました。

静岡県産豚肉の温製パテアンクルート
各日100点限り 648円（1食）

●秋野菜のケークサレ 194円（1切）

お肉食感の大豆ミートを25％使用。
お肉の旨味をパイで包み込みました。

英国生まれ・島田市製のフェアアイルセーターを今年もご
紹介。伝統あるスコットランドのフェアアイル紋様と色合
いを生かしながら、熟練のニッターが3〜4か月かけて一
針一針思いを込めて制作。軽やかで暖かい着心地です。

メンズ、レディースからキッズ、ベビーまで豊富なサ
イズ展開でお揃いが楽しめる〈オジコ〉のTシャツ
を一堂に。

［プレゼント］ 
期間中、10,000円以上お買いあげいただいた先着20名さまに、2023年
度オリジナルカレンダーを1冊差しあげます。※なくなり次第終了となります。

〈アーサコレクション〉
カーディガン 
30,800円（毛72％・
ポリエステル10％・ナイロン
10％・アクリル8％/フリー
サイズ（M〜Lサイズ対応））
セーター 18,700円

（綿100％/フリーサイズ
（M〜Lサイズ対応））

いつもは行列ラーメン
屋。でもある時は喫茶、
ギャラリー...。"限りな
く自由なラーメン屋 "
こと〈ラーメンやんぐ〉。
元バンドマン店主によ
るオリジナルグッズが
賑やかに展開します。

職人がひとつひとつ丁寧に作ったバッグや靴・レザー
アウターなどを一堂に。会期中は、クロコダイル・オ
ストリッチなどの秋の新作バッグをご紹介いたします。

〈ラーメンやんぐ〉
Tシャツ 4,950円

（綿98％・ポリエステル2％/
M・L）

〈ラビベス〉
オストリッチ
バッグ 
198,000円

（30×25×10㎝）

〈メロディアスハンズ〉
紳士フェアアイル
セーター
86,625円

（毛100％/
フリーサイズ

（M〜Lサイズ対応））

〈オジコ〉
スウェット

「フライパンダ」
子供 
5,610円から

（綿100％/75〜155㎝/日本製）
大人 8,250円（綿100％/婦人M・L、紳士M・L/日本製）

〈桂月堂〉
輪島塗 なごみ椀
a.小 22,000円

（天然木（栃）、天然漆/
口径11.5×7.5㎝）
b.中 26,400円

（天然木（栃）、天然漆/
口径13×8.7㎝）

a

b

和 洋 中

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

ギフトカタログの詳細はこちらから！ ▶

◀︎ ご入会はこちらから！

www.isetan.co.jp/seibo/f_shizuoka
静岡伊勢丹のふるさとギフト

伊勢丹のお歳暮

オリジナルペア小皿プレゼント

新規お申込み応援キャンペーン
お買物チケット2,000円分プレゼント

三越伊勢丹アプリ会員さま特典
お歳暮ギフト特別抽選会

いつでもおうちでラクラク注文！
オンラインストアでも承ります。

●わからないときはお電話を！
フリーダイヤル（通話料無料） 0120-102-102

①静岡伊勢丹のふるさとギフト
□11月1日（火）〜12月14日（水）午前10時まで

「うまいら静岡」に掲載の のマークが付いた商品です。

②オンラインストア「伊勢丹のお歳暮」
□2023年1月17日（火）午前10時まで
※12月21日（水）午前10時からは規模を縮小して承ります。

「歳暮カタログ」に掲載の のマークが付いた商品です。

カード会員さま先行承り特典
お買物チケット500円分プレゼント

期間中、静岡伊勢丹 8階 ギフトセンター、コリドー・フジ、エムアイプラザ
藤枝にてお歳暮ギフトを10,000円以上（本体価格/金券類は除く）お買いあげ
の先着6,000名さまに、
オリジナルペア小皿を
差しあげます。

11月2日（水）〜11月8日（火）のエムアイカード・エムアイ友の会 会員さま先
行承り期間中、静岡伊勢丹 8階 ギフトセンターにて10,000円以上（本体価
格/金券類は除く）お買いあげの方に、お買物チケット500円を差しあげます。

□お問合せ期間：2023年1月17日（火）まで（各日午前10時〜午後6時）

エムアイカード特典  エムアイカードをお持ちの方は、
さらに1回（計2回）参加できます。伊勢丹のギフトはここが安心！

①送り先のご住所・電話番号や他店での申し込み表をご持参いただければ、ス
タイリストがすべてご登録いたします。
②ギフトセンターには商品サンプルも多数取り揃えております。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

オリジナルペア小皿
（磁器/約直径9.7×高さ1.8㎝）
×2/日本製）

三越伊勢丹アプリのダウンロードはこちら！ ▶

特典1

特典2

特典4

特典3

エムアイカード・エムアイ友の会 会員さまだけ、いち早く！ お歳暮ギフトセンター承りのご案内

お買物
チケット

￥2,0
00

￥2,0
00

￥2,0
00

期間中、静岡伊勢丹 8階 ギフトセンター、コリドー・フジ、エムアイプラザ
藤枝にてお歳暮ギフトを5,000円（本体価格/金券類は除く）以上お買いあげの
うえ、三越伊勢丹アプリ内クーポンをご呈示いただくと静岡伊勢丹お買
物チケット（最大5,000円分）があたる特別抽選会にご参加いただけます。

期間中、はじめて静岡伊勢丹 8階 ギフトセンター、
コリドー・フジ、エムアイプラザ藤枝にてお歳暮
をお申込みし、20,000円以上お買いあげの方に、
静岡伊勢丹全館で使えるお買物チケット
2,000円分をプレゼントします。


