
期間中、先着100名さまに、「キッチンクロス（4枚入）」を差しあげます。  ※ダウンロード画面を係員にご呈示ください。
伊勢丹STORE アプリを新規ダウンロードいただいた方にプレゼント！

ホテルオーレ

エムアイプラザ藤枝NEWS 3.10WED

〈北海道/Ms，bakery〉
バターインブレッツェル 
381円 （1個）  
●ミニドーナッツ各種 
131円 （1個）  ※写真はイメージです。 

春の大感謝祭 特別出店
初出店

エムアイプラザ藤枝は、現在午前10時から午後6時30分まで営業いたしております。

※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。 ※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。 ※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。 ※加工品の素材には表記産地
以外の素材を使用している場合がございます。 

 ※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。

〈東京/京橋千疋屋〉苺ロールケーキ 
お一人さま2点限り/50点限り 1,242円 （1本）

〈福井/PANTES〉
あん食ぱん 
4０点限り 951円 
（粒あん/4枚入/
1斤）  

〈伊豆の国市/
黒柳〉
温泉まんじゅう 
お一人さま2点限り/
60点限り 864円 
（12個入）  

〈鹿児島/
薩摩菓子処とらや〉
栗黒丸 
各日50点限り 
810円 （5個入）  

〈東京/銀座 
菊廼舎〉
冨貴寄 桜色缶 
60点限り 

1,998円 
（200ｇ）  

〈奈良/
柿の葉すし
本舗たなか〉
柿の葉すし 
30点限り 
1,178円 
（鯖×3、鮭・鯛×
各2/1折） 

〈福岡/
太宰府えとや〉
梅の実ひじき 
400点限り 

702円 
（150ｇ）

〈北海道/
牛の里〉ビーフ
ハンバーグ 
100点限り 

1,080円 
（冷凍/110ｇ×
4個入） 
※写真は
調理例です。 

〈福井/谷口屋〉竹田の油あげ 各日50点限り 
670円 （1枚） ※写真は調理例です。

〈東京/舟和〉芋ようかん 
各日60点限り 648円 （5本入）  

〈長崎/みろくや〉具材付き長崎ちゃんぽん
各日30点限り 810円 （冷凍/1人前）
※写真は調理例です。 

〈札幌市/スイートオーケストラ〉かご盛レアチーズケーキ
プラスベリー 36点限り 1,188円 （冷凍）  

〈浜松市/まるたや洋菓子店〉半熟チーズスフレ 
お一人さま2点限り/各日40点限り 729円 （冷凍/5個入）  

〈岐阜/養老軒〉ふるーつ大福・生いちご大福セット 
お一人さま2セット限り/各日60セット限り 1,145円 （各2個/4個入） 

■3月10日（水）～
3月16日（火）

〈ベルギー/ゴディバ〉ティータイム
アソートメント 20点限り 3,240円 （10個） 

ティータイムのお供にぴったり！
見た目もキュートなチョコレートの
詰合せを贈りませんか？

サブレでチョコレートガナッシュをサンド。
限定の「桜ダーク＆ホワイトチョコレート」
を中心に6種を詰め合わせました。

限定のあまおう苺クッキーと、定番の
ミルクチョコレートクッキーを華やかな
パッケージに詰め合わせました。

薔薇の花びらと富士山の伏流水を
閉じ込めたスキンケアのセット！

〈ベルギー/ゴディバ〉サブレショコラ 桜 
20点限り 3,240円 （10個） 

〈ベルギー/ゴディバ〉あまおう苺クッキー 
アソート 30点限り 2,376円 （18枚入） 

〈バライオ〉ローズウォーターギフト
セットボックス 16,500円

〈イタリア/カファレル〉
キャンディカフェ 20点限り 
756円 （各3粒） 

コーヒーフィリングと
シュガーフリーコーヒーの
キャンディ アソート！

〈日本/レスポワール〉
ハルカゼグラヴィエショコラ 
40点限り 1,080円 （5本） 

フルーツやチョコチップが入った
クリームサンドクッキーを、贅沢に
チョコレートでコーティング！

〈日本/神戸風月堂〉プティ
ゴーフルあまおう苺バニラ 
50点限り 648円 （各6枚） 

甘酸っぱいあまおう苺クリームと
定番のバニラクリーム。２つの
味わいが楽しめるプティゴーフル！

〈スチームクリーム〉アリスズ・
キュリアス・アドベンチャー 
1,848円 （75g） 

爽やかな色合いと
アリスのイラストがキュート！

〈インココ〉ネイルシール
各種  各1,100円

指先から春らしい気分に！
貼るだけマニキュアの
春仕様をご用意しました。

〈ファッション ヴィレッジ〉
期間限定販売

□3月10日（水）～3月16日（火）

TOPICS

大人の女性をより美し
く輝かせることをコン
セプトに。上質で洗練
されたスタイルをご提案
いたします。
〈ファッション ヴィレッジ〉
婦人シャツ 17,490円 
（綿100％/フリーサイズ
（M～Lサイズ対応））
※パンツは参考商品です。 
 

〈濱文様〉特別販売会
□3月10日（水）～3月16日（火）

春は新しい出会いや
お別れのある季節。
お世話になったあの
方や、これからお世話
になる方への気持ち
を、はんかちがお伝え
します。

〈濱文様〉ひとこと はんかち各種 各550円

春の大感謝祭 特別企画

©Disney

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。   ※詳しくは静岡伊勢丹ホームページをご覧ください。第1弾

□3月10日（水）～3月16日（火）

□3月10日（水）～3月14日（日）
※なくなり次第終了とさせていただきます。

春の大感謝祭 ●3月10日（水）～3月16日（火）

ホワイトデイ特集

諸国美味しいもの特集

3月10日（水）限りの販売 3月11日（木）・12日（金）・13日（土）限りの販売

3月14日（日）限りの販売

3月16日（火）限りの販売

3月14日（日）・15日（月）限りの販売

1週目



〈ワイツー〉婦人チュニックカットソー各種
よりどり2点 50セット限り 5,500円 
（フリーサイズ（M～Lサイズ対応）） 

〈オッジ〉婦人ジャケット各種 
30点限り 6,600円 （M・L） 
※写真の商品は現品限りです。

ダイヤモンド
ネックレス 
5点限り 
各19,800円 
（Pt・K18/
ダイヤモンド：各
計0.15ｃｔ/40㎝）

ダイヤモンド
ピアス 
5点限り 
19,800円 
（Pt/ダイヤモンド：
計0.3ｃｔ）

〈ローブリッヂ〉
婦人カーディガン
各種 
50点限り 
各4,400円 
（フリーサイズ
（M～Lサイズ
対応））

晴雨兼用傘
婦人長傘各種
50点限り 
3,300円 

〈浦河町/
日高物産〉
日高昆布
200点限り 
324円 （57g）
※写真は
イメージです。

フェイスタオル
各種
50点限り 
2,200円
（5枚入） 

バスマット
各種 
30点限り 
2,200円 

世界の金賞
受賞赤ワイン
12本セット
15セット限り 
11,000円 
（各750㎖）

ダイヤモンド
ネックレス 
1点限り 
198,000円 
（Pt/ダイヤモンド：
1.0ct/H/I-1/GOOD/
鑑定書付/45㎝）

アコヤパール
2点セット 
3セット限り 
39,600円 
（ネックレス：7.5㎜玉/
ＳＶ/42㎝、イヤリング：
7.5㎜玉・ＳＶ）

2021

〈福島/菊忠〉
白河ラーメン 
1,188円 
（4食入）
※写真は
イメージです。

春の大感謝祭 特別出店

〈鹿児島/
はつゆき屋〉
田舎麦みそ 
お一人さま5点限り/
400点限り 401円 
（１㎏）

特別提供品

特別提供品

〈福岡/かさの家〉梅ヶ枝餅 200点限り 651円 
（冷凍/5個入）

〈長崎/岩崎本舗〉長崎角煮まんじゅう 
各日30点限り 1,512円 （冷凍/3個入）

〈東京/とんかつ まい泉〉ミックスサンド 
各日30点限り 875円 （ヒレ・エビ/各3切入）

〈北海道/わらく堂〉あんドーナツ 
各日50点限り 486円 （10個入）

〈大阪/浪芳庵〉みたらしとろとろ 
各日３０点限り 1,080円 （10個入）

〈東京/榮太樓總本舗〉
黒豆大福 各日6０点限り 249円 （1個）

〈北海道/みれい菓〉バスクチーズケーキ 
60点限り 1,350円 （冷凍/12㎝）

〈神奈川/鎌倉小川軒〉レーズンウィッチ 
60点限り 1,393円 （10個入）

南口

Bivi藤枝

第4パーキング

第3パーキング

1階エムアイ
プラザ藤枝

JR藤枝駅

東海道本線

至浜松 至静岡

オーレ
藤枝

希少なジャパニーズウイスキー12年とアイラ
モルトボウモア12年の飲み比べが楽しめます。
山崎12年・ボウモア12年ウィスキーセット 
お一人さま1セット限り/10セット限り
14,245円 （各700㎖）

人気のウイスキーセット
期間限定販売
□3月24日（水）～3月30日（火）

■3月17日（水）
～3月23日（火）

■3月17日（水）

婦人帽子 新作ご紹介
□3月17日（水）～3月23日（火）

TOPICS

編地のクロッシェハットは、切り替え部分
とつばの縁取り部分がアクセント。
きれい目なカジュアルスタイルにピッタリ
なデザインです。

婦人帽子各種 各6,600円 
（分類外繊維（ペーパー））

〈レシピ〉新作ご紹介
□3月17日（水）～3月23日（火）

履き心地とおしゃれを兼ね揃えたＭＡＤＥ 
ＩＮ ＪＡＰＡＮのシューズブランド〈レシピ〉。
素材が柔らかく、深めの履き口で脱げ
にくいデザインです。

〈レシピ〉婦人ビットローファー
各10,780円 （牛革）

春の大感謝祭 特別企画

エムアイプラザ藤枝
〒426-0067

藤枝市前島1-3-1 ホテルオーレ１階
電話054-634-0310  営業時間：午前10時-午後6時30分
※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。

※価格はすべて、税込です。

婦人服セール
※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。 ※写真の商品は一例です。

□3月17日（水）～3月23日（火）

春の大感謝祭

春の大感謝祭

春の大感謝祭

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。  ※詳しくは静岡伊勢丹ホームページをご覧ください。

□3月17日（水）～3月23日（火）

第2弾

期末決算セール

ダイヤモンド & パールセール ※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。 ※写真の商品は一例です。
□3月24日（水）～3月30日（火）

※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。 ※写真の商品は一例です。
□3月24日（水）～3月30日（火）

●　   3月17日（水）～3月23日（火）春の大感謝祭

第3弾 ●　   3月24日（水）～3月30日（火）春の大感謝祭

諸国美味しいもの特集

予告

予告

3月17日（水）限りの販売

3月18日（木）・19日（金）限りの販売

3月22日（月）・23日（火）限りの販売

3月20日（土・祝）・21日（日）限りの販売

※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。 ※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。
※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。 ※加工品の素材には表記産地以外の素材を使用している場合がございます。

※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。 

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

からのお知らせNEWS3.17WED

からのお知らせNEWS3.24WED

2週目

3週目


