あなたに最適な情報を

三越伊勢丹アプリ

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちら

▼

今週の
伊勢丹
立川店

職 人の技を目で愉しみ、できたての香りと旨さを味わう。
根 強 い人 気 の大
阪 みやげ
〈551HORAI〉の豚
まんは、
ひとつひとつが手
包 み。
ぜひ、温かいうちに
お召し
あがりください。

実演

岐阜 / 金亀館
飛騨牛
ステーキ弁当

2,160円

（1折）

実演

大阪 /551HORAI
おすすめB セット

2,351円

（豚まん6個、
焼売10個、
焼餃子15個）

和風だしで味付けした
生地に、たこの旨みが

実演

大阪 /たこ焼き発祥の店
ぎっしり詰まっています。
大阪玉出 会津屋
元祖たこ焼き 580円
（小箱 /12個）

実 演 三重 / おわせ久㐂
（1折）
うなぎまぶし（竹）2,484円

初出店
実 演 秋田 / 焼肉風磨
秋田牛サーロインステーキ弁当 2,376円
（1折）

大阪 / 江戸三・大和屋
浪花いなり 1,404円（10個入）
実演

広島 / あなご処 城山本店
（1折）
宮島弁当 1,944円
実演

第 19 回
［各日午後6時30分終了/ 最終日午後5時終了］ 伊勢丹立川店 7階 催物場
4月13日
（水）～４月18日
（月）
※混雑状況により、
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。 ※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。
※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。※加工品などの素材には、産地以外の素材を使用している場合がございます。
※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

は三越伊勢丹アプリをダウンロード・会員登録いただいた方に特典がございます。

なめらかな食 感 や 鮮 やかな彩りのスイーツを味わう。
オリジナルビスケット
で生クリームをサンド。
MIX ベリーチョコレート
をディップした一品。

日本のおいしいもの展

日本のおいしいもの展
日本のおいしいもの展

東京 / ティエリー マルクス ラ
ブーランジェリー カヌレ・ドゥ・ボルドー
初出店

324円（1個）

りんごの爽やかな香りと繊
細な酸味に、いちごの濃厚
な甘さが加わり、奥行きの
ある味わいになりました。

季節限定

東京 / サニーヒルズ
いちごりんごケーキ

2,401円（6個入）

季節限定

東京 / 銀座ベーカリー カステラビスケット
サンド MIX ベリー 各日50点限り 551円
（1個）

※販売は終了時間の30分前までです。

①

①

日本のおいしいもの展
②

実演

実 演 兵庫 /＆EARL GREY
アールグレイリッチミルク・バタフライ
ピーアールグレイ 各550円
（1個）

鹿児島 / 天文館むじゃき
ハンディ白熊 573円
（1個）

※販売は終了時間の30分前までです。

青森 / おきな屋 / 赤い林檎
①オードヴィ 1,633円
（1本）
② 空のブッセブルーベリー・
空のブッセりんご 各135円（1個）

②

実 演 京都 / 藤菜美
わらび餅3色詰合せ

1,251円（1折）

茶の露ほろり 350円
（1個）

実演
兵庫 / 神戸キャセリンハウス
宮城 / 菓匠 撰利久
神戸コロコロバウム 698円
（1袋）
①まるごとみかん大福 1,080円
（3個） グリーンルイボスアールグレイ
②いちご大福 270円
（1個）
1,620円（3g×20 パック）

※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・中止になる場合がございます。

必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。

伊勢丹立川店ホームページはこちらから▶▶▶

【返還先】ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS 〒190-0012東京都立川市曙町2-5-1 伊勢丹立川店内

第 19 回

［各日午後6時30分終了/ 最終日午後5時終了］伊勢丹立川店 7階 催物場
4月13日
（水）
～４月18日
（月）

※混雑状況により、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。 ※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。 ※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。※加工品などの素材には、産地以外の素材を使用し
ている場合がございます。 ※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されて
います。 ※ アプリ特典あり は三越伊勢丹アプリをダウンロード・会員登録
いただいた方に特典がございます。※画像はイメージです。

アプリ特典あり

②

①

③

日本のおいしいもの展

福井 / 一乃松
鯖寿し 1,620円
（1本）

山形 / 琥邑
山形さくらんぼ鶏弁当 972円
（1折）

初 出 店 東京 /ティエリー マルクス ラ ブーランジェリー
兵庫 / おうちピザ ピッコロッソ 神戸ピザ
よりどり3枚 2,999円から（直径21㎝ ×3枚 / 冷凍） ①クロワッサン 281円
（1個）
②ブリオッシュ・フィユテ 1,620円
（1個）
③ゴルゴンゾーラと蜂蜜のフォカッチャ 378円
（1個）

日本のおいしいもの展
日本のおいしいもの展
ご飯 がすすむ、とっておき。

アプリ特典あり

日本のおいしいもの展

宮崎 / 桑水流畜産
黒豚みそ漬 756円
（130g）

新潟 / 竹徳かまぼこ
煮玉子しんじょう 389円
（1個）

京都 / 四季の味すぎうら
串揚げ盛り合わせ 1,080円
（8本）

新潟 / 本町鈴木鮮魚
さけ焼漬け1,080円
（5切）

アプリ特典あり

アプリ特典あり

新潟 / なかよしミート 山桜いぶし
骨付きモモハム 692円（100g）

福岡 / 中島商店
いわし明太子 2,160円（5尾 / 冷凍）

京都 / 京つけもの 富川
泉州水なす漬 540円
（1袋）

福岡 / 太宰府えとや
梅の実ひじき 702円
（150g）

北海道 / 味の匠
数の子松前漬 751円
（100g）

鹿児島 / 馬場水産加工場
きびなご天日干し 1,080円（250g）

福岡 /もつ鍋游來もつ鍋セット
（醤油、味噌、塩）
各3,240円

石川 / 金澤おでん 赤玉本店
金澤 春おでん 901円
（5種5個入）

（2人前 / 冷凍）
※画像は調理例です。

鹿児島 / 鹿児島鶏炭
鶏の炭火焼き 648円
（100g）

※画 像はイメージです。

九州うまかもんショップ

全7県、約300種類の個性豊かな味わ
いが勢ぞろい。※画像はイメージです。

和歌山 /
伊藤農園
100%ピュア
ジュース
みかんしぼり

1,048円（750ml） 長崎 / 松井老舗

五三焼 長崎豊潤カステーラ

1,350円（5切）

鹿児島 / 山下養蜂場
国産レンゲ蜂蜜 100点限り

6,480円（400ml/日本製）

鹿児島 /こやまだ油屋
なたね油 1,512円
（660g）

沖縄 / サラシア沖縄
サラシア茶 2,999円
（150g）

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。

三重/おわせ久㐂
うな重
（う巻入）
各日15点限り

1,620円（1折）

秋田/焼肉風磨
特上モモ二色弁当
各日20点限り

広島/あなご処 城山本店
ミニ宮島弁当 1,188円

1,620円（１折） （1折）

大阪/江戸三・大和屋
黒豆みつ煮
各日20点限り
（300g）

1,080円

和歌山/梅干職人きのくに
紀州南高梅
（和み梅）
各日50点限り

864円（250g）

（諸般の事情により、営業時間、企画内容が変更になる場合がございます。）
〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1/電話042-525-1111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。※標準税率（10%）
と軽減税率（8%）
が
混在しております。
2022

