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春のパールバーゲン
■3月1日（月）～7日（日） ■本館8階 催場※最終日は午後5時閉場。

〈大洋真珠〉

同時開催：世界のパール展&パールミュージアム

世界のパール展
&

パールミュージアム

〈パールクリニック〉によるご相談・お手入れ会

私たちにとって身近な宝石でありながら
知らないことも多い真珠。

普段目にすることのない品 を々母貝と共にご覧ください。

特別展示

パールとパールの間に糸が見えてきたら、糸取替えの時期です。

※最終日は午後5時閉場。 ※最終日は午後5時閉場。

〈有名ブランド〉婦人服バーゲン
■3月1日（月）～7日（日）■本館8階 催場

レディスフォーマルバーゲン
■3月1日（月）～7日（日）■本館8階 催場

ジャケット（11号） 14,850円 ライナー付フードコート

フリルジャケット付
ワンピース
（9・11号） 44,000円

ブラックフォーマル（7～23号） 22,000円から

ノーカラージャケット付
ワンピース
（9・11号） 47,300円

フォーマルバッグ
6,600円

ジャケット
（9・11号） 38,500円
ワンピース
（9・11号） 27,500円

コサージュ各種
5,500円から

ブラウス（9号） 7,150円 （11号） 27,720円
パンツ（9号） 14,300円 ワンピース（9号） 9,020円

70～50%OFF
［ブラックフォーマル］ ［カラーフォーマル］

ブラックフォーマルウエア特別ご奉仕品［大きなサイズの婦人服 L-スタイル］
［小さなサイズの婦人服 S-スタイル］

その他にも人気〈有名ブランド〉が
多数出店いたします。

皆様のご来場お待ちしております。

〈ビギ〉アウトレットセール 〈有名ブランド〉セール

2021年 3月1日　 号月

●3月1日（月）～3日（水）3日間●小倉井筒屋 全館

アコヤパールネックレス&イヤリング
（N：8.0mm珠、SV、約42cm、E：8.0mm珠、SV）

98,000円 限定数10

アコヤパール念珠
（6.5mm珠、水晶、正絹房）
58,000円 限定数3

アコヤパールブローチ
（5.0mm珠、K18WG）
180,000円 現品限り

アコヤパールネックレス
（7.0mm珠、SV、約80cm）
55,000円 限定数5

黒蝶パールペンダント
（9.0mm珠、K18WG、約45cm）
30,000円 限定数5

白蝶ゴールドパールリング
（10.0～11.0mm珠、ダイヤモンド：
計0.02ct、K18）
58,000円 限定数5

アコヤパール2WAYピアス
（5.0mm珠、K18）
58,000円 限定数5

アコヤパールネックレス
（2.0～2.5mm珠、K18、約40cm）
68,000円 限定数5

アコヤパールピアス
（8.0mm珠、ダイヤモンド：
計0.06ct、K18WG）
58,000円 限定数5

白蝶パールネックレス
（12.0～15.0mm珠、約43cm） 800,000円 現品限り

ネックレスの糸取替え
（一連、40cm） 1,100円

当日
仕上げ

コンクパールペンダント
（0.68ct、ダイヤモンド：計0.40ct、
Pt.、約45cm）
300,000円 現品限り

Ⓑ白蝶パールマルチカラーネックレス
（8.0～11.0mm珠、SV、約43cm） 280,000円 現品限り

Ⓐ白蝶ゴールド&アコヤパールネックレス
（7.0～10.0mm珠、K18WG、約55cm）270,000円 限定数3

白蝶ゴールド
パールペンダント
（14.0mm珠、ダイヤモンド：
計0.02ct、K18、約45cm）
88,000円 限定数2

淡水パールペンダント
（10.4mm珠、ダイヤモンド：
計0.17ct、K18WG、約45cm）
100,000円 現品限り

アコヤパールリング
（8.5mm珠、ダイヤモンド：
計0.15ct、K18）
98,000円 現品限り

アコヤパールネックレス＆イヤリング
（N：8.5mm珠、SV、約42cm、E：8.5mm珠、WG）

250,000円 限定数5

黒蝶パールネックレス＆イヤリング
（N：8.0～10.0mm珠、SV、約42cm、E：9.0mm珠、SV）

198,000円 限定数5

淡水パールネックレス
（10.0～11.0mm珠、SV、約43cm）

250,000円 現品限り

井筒屋初出店記念品
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※イミテーションは除きます。
※ワイヤー加工・オールノット仕上げは別途料金となります。
※混雑時はお待ちいただく場合やお預かりする場合がございます。
※最終日の受付は午後3時にて終了させていただきます。
その他、気になることがございましたら〈パールクリニック〉にご相談ください。



ニュー・リニューアルオープン情報

〈バロン〉
ミネラルが豊富
に含まれるヒマ
ラヤンソルトと、
世界中のハーブ
とアロマを調合
したバスソルト
セットです。アロ
マに満たされる
神秘的なバスタ
イムをお楽しみ
ください。

〈ASHIYA〉
日本酒に使用する
醸造用のアルコー
ルを使用し、無農薬
で栽培した赤紫蘇
エキスやハーブバ
レーで栽培した
ハーブなどをブレン
ド。保湿もできる自
然由来100%のア
ルコールシリーズで
す。

〈ATSUKO MATANO〉
〈ATSUKO MATANO〉らしい
ポップで可愛いマスク。
裏生地は抗菌防臭
加工が施されて
おり、安心の日
本製です。

プロ御用達ブランド〈アルティザン・アンド・アーティス
ト〉のミニマムなマルチユースポーチ。ちょっとしたお出
かけに便利なコンパクトサイズ。メイク用品だけでなく
カードや鍵など、小物入れとして、様々な使い方ができ
る優れものです。

〈アルティザン・アンド・アーティスト〉

コレクション
3月3日（水）～30日（火）
小倉井筒屋 全館

■3月14日（日）まで■本館地階 美・食館

〈RATHBORNES 1488〉
創業の1488年か
ら500年以上に渡
り、人々の暮らしを
照らし続けてきた
キャンドルメーカー
〈RATHBORNES 
1488〉から全身の
ケアに使えるウォッ
シュ&ローションが
登場です。アイルランドの風景をイメージした華やかで
優雅な香りをお楽しみください。

〈ロクシタン〉
すっきりさわやかな
ヴァーベナの香りの
ハンドジェル。手を
洗えない外出先で
も、さっぱりとフレッ
シュに。手肌をなめ
らかに整えます。

ヴァーベナ
クリーンハンドジェル
（65㎖） 1,540円
■本館1階 化粧品

〈ゲラン〉
髪に上品な香りを与
える洗練されたモン 
ゲラン ヘアミスト。
モン ゲラン オーデ
パルファンのエレガ
ントでオリエンタル
な香りが漂います。

〈マリークワント〉
この春〈マリークワ
ント〉のハンカチが
デビュー。“自由に 
自分らしく”をコン
セプトに作られた
色鮮やかなハンカ
チは持っているだ
けで、明るく楽し
い気分にしてくれ
ます。

モン ゲラン ヘアミスト（30㎖） 6,490円
■本館1階 化粧品

マカロンショコラ 
ティーセット

〈ゴディバ〉

（6個入） 3,456円

ホワイトデーギフト

やわらかなガナッシュ
をサンドした、チョコ
レートを楽しむマカロ
ンと紅茶のセットです。

和ましゅまろ

〈石村萬盛堂〉

（12個） 1,296円

ふわっとやさしい食感で、栗・
抹茶・桜の味わいが和を感じ
るクリームましゅまろです。

プティ・ボヌール

〈アンテノール〉

（6個） 1,080円

ニュージーランド
の広大な牧場で
育てられた乳牛か
ら作られた香り高
いバターを練りこ
み、羽の形に香ば
しく焼上げました。

アロマバスソルト ギフトセット
（香り5種セットとミニフラワーチューブのセット、ローズ・シトロン・
ハーブフォレスト・サンクチュアリ・エスペランサ） 3,520円
■本館6階 プレイフルライフ

アルコールハンドスプレー（50㎖） 748円
アロマ&マスクスプレー（50㎖） 990円
■新館4階 エクラ ナチュレ

マスク（綿100％、ポーチ付） 2,750円
■本館2階 婦人雑貨

ミニマムなマルチユースポーチ
（日本製、8.5×13.5×1.5cm） 4,400円
■本館2階 婦人雑貨

ハンカチ・タオルハンカチ（日本製、綿100%）660円
■本館2階 婦人雑貨

春の素敵な贈り物

ゴルフセレクション ニューショップオープン
■3月3日（水）
■新館6階 ゴルフセレクション
新館6階 ゴルフセレクションコーナー
が新たにオープンいたします。

［取扱いブランド］

〈ジョゼフ〉ニューオープン
■3月13日（土）
■新館5階 ジョゼフ

美しいシルエットのパンツ。
洗練されたデザインや上質な素材感。ラ
グジュアリーなエッセンスが加味され
た、コンテンポラリーかつタイムレスな
ワードローブを世界に発信するブリッジ
ブランドです。

●3月4日（木）
　からの販売

※掲載商品の表示価格は本体価格に消費税を含んだ価格でございます。※商品のカラーは撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見える場合がございます。※掲載商品（素材・色・サイズなど）は数に限りがある場合がございます。品切れの際はご容赦ください。※20歳以上の年齢であることが確認できない場合には酒類の販売はいたしません。

午前10時-午後7時

※ご来店されるお客様は感染症拡大防止対策（マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など）へのご協力をお願いいたします。
　井筒屋従業員も同様の対策を講じております。※感染症拡大防止の観点から、予告なく催事やイベントが中止になる場合や、
　特設会場への入場制限を実施する場合がございます。予めご了承ください。

期間中、新規ご入会された方、全員にもれなく

500ポイントを
プレゼント!!

さらに
500ポイント
プレゼント!!

ウィズカード
ご入会キャンペーン

●5月31日（月）まで

グランワッフェリーニ（7枚入）・・・・・2,700円

今週のスウィーツキッチン
〈バビ〉ウエハース

●3月3日（水）～16日（火）
●本館地階 スウィーツキッチン

日本の四季をジュエリーで表現す
る〈ギメル〉。その繊細な作品は百年
後も色褪せない未来のアンティー
クと称されています。希望の春を感
じさせる色とりどりの作品を美術画
廊でゆったりとご鑑賞ください。

今週の食品中央催事場

●3月3日（水）～9日（火）
●本館地階 食品中央催事場

うまいもの発見！諸国味めぐり

〈ゲンテン〉春夏コレクション
「刱～はじめ～」フェア

●3月3日（水）～23日（火）
●本館3階 ゲンテン

富山県の県花、チューリップモチー
フのカットワークシリーズや立山連
峰をモチーフにしたシリーズをご紹
介いたします。期間中、33,000円
以上お買上げの方にオリジナルハ
ンカチーフを差しあげます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

予告予告

予告

〈コンセプトショップF〉
期間限定販売

●3月3日（水）～9日（火）
●本館2階 婦人雑貨

綿花から作られたリングやブレス
レットなど一点一点手作りの〈キッ
ソオ〉のアクセサリーや高品質な帆
布を使った革新的な〈タケヤリ〉の
バッグなど、ギフトにもおすすめの
様々な職人の逸品をご紹介いたし
ます。

予告

予告

井筒屋友の会ごあんない

ご入会・ご継続者全員に
エコバッグ（約235×255×170mm）
をプレゼント。※お一人様1個限り。

■お申込み場所/小倉井筒屋新館8階、
お近くのギフトショップの友の会カウンター

130,000円10,000円10,000円コース 10,000円
65,000円5,000円5,000円コース 5,000円
39,000円3,000円

毎月の
お積立金

満期時合計
お買物額コース ボーナス

3,000円コース 3,000円

1年後には、12カ月お積立て分
プラス1カ月分のボーナスが付きます。

■積立期間/4月～翌3月
■募集期間/5月31日（月）まで
※2月28日（日）までは「冬コース（12月満期）」承り中。

いつでも入れるボーナスコース
3月1日（月）から

「春コース」募集スタート
3月満期

画廊ごあんない

大画廊・小画廊
〈ギメル〉

スプリングコレクション 2021

●3月5日（金）～7日（日）
●新館7階 美術画廊

〈伊勢田園〉八女茶 〈幸屋〉龍馬のタタキ
〈割烹 天龍〉博多巻き
〈大分中津からあげ からまさ〉から揚げ

新規ご入会のうえ、
3月～6月の期間中クレジット払いを
10,000円（税込）以上ご利用いただいた方に

※ポイント付与は翌月の中旬になります。

※写真はイメージです。

■3月3日（水）
■新館2階 レイジースーザン
オリジナルデザインの他、インポート
まで高感度のアイテムをラインナッ
プする〈レイジースーザン〉が装いも
新たに移設オープンします。

リニューアルオープンフェア
●3月3日（水）から
期間中、5,500円以上お買上げの先着30
名様にオリジナルノベルティをプレゼント
いたします。

〈レイジースーザン〉リニューアルオープン

本場イタリアの職人
達の愛情のこめられ
た芸術的スイーツを
お届けします。ホワ
イトデー好適品もご
準備しております。

ウォッシュ＆ローション ギフトセット
ダブリンティーローズ
（ハンド＆ボディソープ・ボディ用保湿ローション、各250㎖）7,700円
■本館6階 プレイフルライフ

※代理購入はできません。 ※身分証などで年齢を確認させていただく場合があります。 
※小倉井筒屋のみでご利用いただけます。

※井筒屋にぎわい商品券ご購入での駐車場サービスはございません。
有効期限：2021年3月11日（木）～2021年6月30日（水）

販売場所：本館1階 特設会場
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