
※調理例。

1,944円

〈阿部製麺〉◆小樽
おたる生ラーメン

〈椎野商店〉◆北見
真ホッケ開き

（生細麺・生太麺、各130g×2、スープ付） 各648円

〈札幌蟹工船〉
◆札幌
かに盛り
2本爪弁当
（1折）

毎日限定数50

1,674円
（1折）

毎日限定数100

毎日限定数50

毎日限定数50

★会場内の混雑の状況により、入場制限をさせていただく場合がございます。
★会場内に飲食スペースはございません。お持ち帰りのご協力をお願いいたします。
★通常より広い通路を確保いたします。
★会場入口にアルコール消毒液を設置いたします。

★連日午前１０時～午後２時は、大変な混雑が予想されます。
　午後２時以降のご来場にご協力をお願いいたします。
★マスクの着用・アルコール消毒のご協力をお願いいたします。
★ソーシャルディスタンス確保の為、少人数でのご来場をお願いいたします。

北海道物産展開催における小倉井筒屋の取り組みとお客様へのお願い
安心と安全のための取り組み お客様へのお願い

マイバッグ持参の
ご協力をお願いいたします。

※井筒屋レジ袋以外の出店ブース毎の有料レジ袋
は販売価格が異なります。

井筒屋プラスチック製レジ袋
は１枚につき５円を頂戴いた
します。

※最終日は午後5時閉場。

〈毛蟹工房〉◆札幌

〈毛蟹工房〉◆札幌

チルド毛蟹
タラバ脚

（300gから）

（800g）

4,320円から
10,800円

〈ロイズ〉

生チョコレート
［ダージリン］（20粒） 778円

ダージリンの香るミルクチョコレートに
生クリームと香りづけの紅茶のリキュールを
ブレンドし、紅茶の風味と華やかな香りを
引き出しました。

（大、1枚） 2,160円

〈大谷かまぼこ〉◆札幌
帆立すり身揚げ

〈旨唐惣菜百萬馬力〉◆札幌
北のすり身揚げ

（1枚） 486円

〈じゃがいもHOUSE〉◆札幌
北海道産 生ハムとチーズのクリームコロッケ
（1個） 486円

（100g） 486円

〈コロッケ俱楽部〉◆札幌
博多やまや明太子コロッケ

ホタテのクリームコロッケ
300円（1個）

（1個） 250円

毎日限定数50

若鶏半身揚げ（1個） 981円
（にんにく味）

651円

実演

実演

実演

実演

実演

実演

◎5月9日（日）まで
◎本館8階 北海道物産展会場内

小倉井筒屋にやってきた！

じゃがポックル
（18g×10袋）
※お一人様5個限り。

毎日限定数200886円

羅臼産 ぶどうえび
（9～11尾、500g） 45,000円 限定数10

小倉井筒屋限定

〈果実倶楽部〉◆札幌
果実大福 いちご
（1個） 475円

〈ファットリアビオ北海道〉
◆札幌
イタリア職人が作る
カチョカヴァロ
（500g） 2,970円

430円

初登場

初登場 初登場 初登場

初登場

〈なると屋〉◆小樽

北海道産 チキンレッグ

初登場

〈和牛王国ウエムラ〉◆白老
白老牛ミスジステーキを
使った三種贅沢膳
（1折） 2,970円 毎日限定数30

北海道物産展夏
の

やっぱり大好き、北海道。

限定数80

クリスピー
バウムクーヘン

クリスピースティック
バウムクーヘン

2,160円

〈Haus Von Frau Kurosawa〉
◆富良野

ハウス フォン フラウ クロサワ

（1個）

メロンバウムクーヘン

外側はカリッとクリス
ピー、内側はもっちりと
食感も楽しいバウム
クーヘンです。

各日限定数30

756円（1個）

各日限定数140

〈北優〉◆札幌
バターまんじゅう
（10個入） 972円

厚くスライスして
フライパンで焼く
と一面にとろけ、濃
厚なチーズの香り
が楽しめます。

 整理券配付

※お一人様2個限り。

2,001円 各日限定数30

350円 各日限定数300

600円 各日限定数40

※お一人様1箱限り。

840円 各日限定数50

5月1日（土）・5日（水・祝）のみの販売 5月1日（土）のみの販売

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

5月1日（土）からの出店

〈柳月〉◆帯広
あんバタサン
（4個入）

4月30日（金）・5月6日（木）のみの販売

〈あべ養鶏場〉◆下川
えっぐぷりん
（1個）

※お一人様1個限り。

5月4日（火・祝）のみの販売

〈菓子工房 フラノデリス〉◆富良野
ドゥーブルフロマージュ
（1個）

5月3日（月・祝）・7日（金）のみの販売

1,436円 限定数50

1,728円 各日限定数30
※お一人様2個限り。

※お一人様2個限り。

※お一人様2個限り。

〈フラノビジュー〉◆富良野
Ⓐ窯出しチーズタルト

限定数90300円

限定数50

Ⓑふらのとろ～りプリン（1個）

（1個）

380円 限定数50

Ⓒふらの牛乳シフォンケーキ（1個） 400円

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ

九州初登場

※お一人様1箱限り。

〈清月〉◆北見
赤いサイロ
（5個入）

※お一人様5本限り。

5月1日（土）・7日（金）のみの販売

 整理券配付
※お一人様1缶限り。

〈Café de Zaza〉◆札幌
お花のジャムクッキー
（1缶）

5月2日（日）のみの販売

〈菓子工房 フラノデリス〉◆富良野
ふらの牛乳プリン
（1本）

5月3日（月・祝）・7日（金）のみの販売

実演

2,484円

〈朝市食堂
函館ぶっかけ〉
◆函館
牡丹海老と
塩水うに大名盛
牡丹海老と
塩水うに大名盛
（1折）

実演

実演

1,290円

〈引田屋〉
◆釧路
いわしと
さばの
ほっかぶり
寿司
（各4貫入）

実演

実演

 〈Café de Zaza〉 〈清月〉は
整理券を配付いたします。

各日午前9時30分～50分までは本館1階 正
面玄関前、午前10時からは本館8階 催場内
販売場にて整理券を配付いたします。整理券
の有効期限は当日午後4時まで。

（1個）

〈すし処 雑魚亭〉
◆函館
潮騒の宴

毎日限定数50

実演

※最終日は午後5時閉場。

2021年5月1日　 号土

●5月1日（土）～3日（月・祝）3日間●小倉井筒屋 全館

初登場



ちゅうちゅうゼリー（175g）

〈ニューモ〉期間限定販売会
●5月4日（火・祝）まで開催中
●本館2階 婦人靴

突然の雨にも安心の防水対応。従
来のレインシューズと比較して、非
常に柔らかく、軽量なので、雨が止
んだ後も軽快に歩くことができま
す。足に悩みのある方にも試して
いただきたい1足です。

〈ヒロココシノ〉
オールシーズンバーゲン

●5月7日（金）・8日（土）
●新館9階 パステルホール

コーディネート
が楽しくなる様
々なアイテムが
お買得価格で勢
揃い。現代をア
クティブに生き
るファッションデ
ザイナー〈ヒロコ
コシノ〉のデザイ
ンをぜひご覧く
ださい。

予告 予告

・・・・・・・・・・・・・・357円

〈ヴァンドームブティック〉
ニューオープン

●5月12日（水）オープン
●新館2階 ヴァンドームブティック

定番のアクセサリーやトレンドのイ
ヤーカフなど様々なアクセサリー
をご提案する〈ヴァンドームブティ
ック〉がニューオープンいたします。

〈石田製帽〉初夏の
新作帽子実演販売会予告

●5月5日（水・祝）～11日（火）
●本館2階 婦人雑貨

シンプルでかぶり心地の良い職人
手作りのブレード帽子で知られる
岡山県の老舗帽子メーカー〈石田
製帽〉。初夏を感じさせる新作を種
類豊富にご紹介いたします。

ラフィアブレード 中折れハット
（Mサイズ〈約57.5cm〉、ナチュラル、調整用アジャスタ付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,400円

婦人靴（人工皮革、22.0～24.5cm、EEE～EEEE）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円

今週の食品催事今週のスウィーツキッチン
井筒屋 味の散歩道

〈ゆうちゃんのからあげ〉
から揚げ

●5月4日（火・祝）まで開催中
●本館地階 食品中央催事場

●北側下りエスカレーター横
　プロモーションコーナー

カリッとジューシーなから揚げをご
提供。ビールや白ご飯ともよく合う
しっかりした味付けが大人気です。

〈ともちゃんの和菓子〉お団子

〈伊勢田園〉八女茶

〈一味〉千葉県産 落花生

とっても美味しい串団子を種類豊
富に取揃えております。

トイストーリーより
キャスト・オブ・トーイズDX
（技法：ジークレー＋手彩色）・・・・・・・・・・・437,800円

夢と魔法の
アニメーション展

●5月8日（土）～16日（日）
●本館7階 特設会場

ディズニー公認のアーティストが
描く作品を数多く取揃えました。ぜ
ひ、この機会にディズニーアートの
世界をお楽しみください。

予告〈シンクビー！〉
期間限定ショップ予告

●5月5日（水・祝）～11日（火）
●本館2階 特設会場（シーズンスクエア）

さまざまな色や柄のデニム生地を
集めること300種類以上。そこか
ら吟味した56種類を、デザイナー
が奥行き感を出し
ながら立体的に配
色しパッチワーク
しました。

ジーンズ
メモリー56
（40×25×13cm）
・・・・・・・・18,000円
期間中、20,000円以上お買上げの方に、
オリジナルトートバッグを1点プレゼント。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈田那部青果〉
ニッポン全国おやつランキング
グランプリ受賞商品
●5月4日（火・祝）まで開催中
●本館地階 スウィーツキッチン

愛媛柑橘を贅沢に使用し、果実を
そのまま食べているかのような濃
厚なゼリーです。

期間中、プレールフライパンを2割引させ
ていただきます。

〈北陸アルミ〉
フライパン実演販売会
●5月1日（土）・2日（日）
●本館6階 キッチンスタイル
●実演時間：午前10時～午後6時
強くて軽くて丈夫なオール熱源対
応のアルミ鋳物フライパン。正しい
フライパン
の使用方法
やお手入れ
など、実演
販売員が詳
しくご説明
いたします。

プレール（ガス・IH対応、日本製）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,050円から

期間中、
ウィズカード・ウィズゴールドカード・

コレットウィズカードの3回～12回までの
分割払いの分割手数料が
無料でご利用いただけます。

キャンペーン期間中、55,000円（税込）を
分割払い12回でご利用の場合、

支払総額57,717円の

無料となります!!

例えば

0無料
ウィズカード分割手数料

キャンペーン

分割手数料
約2,717円が

●5月12日（水）～23日（日）12日間
●小倉井筒屋 全館、サテライトショップ各店

予 告

井筒屋オリジナルエコバッグ販売中

デザインは井筒屋のお買物袋と同様
の、小倉織柄。約20kgの耐荷重で、コ
ンパクトに折り畳んで持ち運ぶことが可
能です。収益の一部は北九州市SDGs
未来基金へ寄付いたします。
井筒屋オリジナルエコバッグ（小倉織柄）
（サイズ：約53×40cm、折りたたみ時：約15×14cm）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円

◎井筒屋オンラインショッピング
　https://www.izutsuya-online.co.jp/

井筒屋オンラインショッピング、お電話でも承ります。

◎お電話（午前10時～午後7時）
　TEL.093（522）2627／本館6階 きたきゅうコロンブス ご注文はこちら↑

※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。

5.9  Mother’s Daysun

クリスプブレッド
クラッカー チャコール

540円（120g）

レガルド ブルゴーニュ
クランベリー 2,160円（110g）

GABU

1,650円
（ライトボディ、750㎖）

お買上げいただいた扇子の親骨にその場で専門スタッフが無料で名入れ
をいたします。母の日のギフトとしてもおすすめです。

※事前予約を承っております。
　お渡しは5月3日（月・祝）午後1時以降となります。
［ご予約・お問合せ］ 本館2階 婦人雑貨 TEL.093（522）2114

扇子名入れサービス
■5月3日（月・祝）午前11時～午後7時
■本館2階 婦人雑貨

長崎県波佐見町
で400年以上の
歴史をもつ波佐
見焼。シンプルで
機能的なデザイン
でおしゃれな食器
として人気です。
今回、11の人気窯
元の商品をご紹介
いたします。

新作のバッグやか
わいい小物雑貨
など、母の日ギフ
トにもおすすめの
アイテムをご紹介
します。

波佐見焼 窯めぐり
■5月11日（火）まで ■本館6階 日々のうつわ

〈レイジースーザン〉2BUYセール
■新館2階 レイジースーザン

イタリアの靴ブランド
〈ロブス〉のドライビ
ングシューズをお好
みに合わせてカスタ
マイズ。
ローファーやタッセル
などのアッパーデザイ
ンとサイズ、素材、色を
40種以上からお選
びいただけます。

〈ロブス〉
ドライビングシューズ パーソナルオーダー会
■5月11日（火）まで ■本館5階 紳士靴

パーソナルオーダー（ドライビングシューズ）
45,760円から（サイズ対応：24.5～27.0cm）

ゴールデンウイークは家族みんなで楽しい井筒屋へ！

母の日プレゼントフェア

〈銀座 星岡茶寮〉
アジフライ御膳

1,265円
（アジフライ、小鉢3種、ご飯、お吸物、甘味、
茶碗蒸し） 毎日限定数15

〈ファミリーレストラン〉
サーモンちらし寿司セット

1,180円
（ちらし寿司〈サーモン〉、茶碗蒸し、小鉢、お吸物）

毎日限定数20

〈洋食屋 きし川〉
きし川の小倉牛カレー

1,738円

限定数24

母の日の華やかな食卓を
素敵に彩る、特別な限定の
お弁当です。

彩りちらし二段重

2,160円
（1折）

■本館地階 たけ本

〈たけ本〉

各日限定数20

お母さんのちょっと贅沢な時間に、食卓を華やかに彩ります。

店頭で人気のあるドライフラワーをバスケットいっぱいに詰め
ました。可愛らしいお花たちが、日常に癒しを与えてくれます。

Ⓑローズゴールド ティーカップ&ソーサー
（ファイン ボーン チャイナ、200㎖、原産国：イギリス・インドネシア）
（ピオニー／リー） 13,200円

Ⓐドライフラワーバスケット
※中のお花は変わることがございます。

4,950円
■本館6階 プレイフルライフ

■本館6階 ウェッジウッド

〈ウェッジウッド〉

〈アンディオール〉

■5月8日（土）・9日(日）

チョコレートで形づくった
カーネーションを苺と桃のさ
わやかなヨーグルトムースに
のせた母の日限定商品です。

カーネーション

2,808円
（12cm）

■本館地階 アンテノール

〈アンテノール〉

各日限定数10

■5月7日（金）～9日（日）

爽やかなのにコクのあるフレッシュ
チーズを色鮮やかなクランベリーで
包みました。母の日の食卓を華やか
に演出します。

■本館地階 チーズ・オン ザ テーブル

〈チーズ・オン ザ テーブル〉

宮内庁御用達であった由緒正しい日
本ワインの造り手。山梨県産マス
カット・ベリーAを使用した、冷やし
て美味しいチャーミングな味わいの
赤ワインです。

■本館地階 和洋酒

〈ルミエール〉

■5月5日（水・祝）まで
■小倉井筒屋 全館

Golden Week Festa

ゴールデンウイーク限定メニュー ●5月1日（土）～9日（日）
●本館・新館8階 レストラン街8階 レストラン街

■5月9日（日）まで ■小倉井筒屋 全館
今年の母の日はいつもと違った特別な時間をプレゼント。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

Ⓐ

Ⓑ

※お渡し予定日：8月下旬

本館 本館 新館

ゴールデンウイークフェスタ
期間中、
2点以上
お買上げで
10%OFF
いたします。
※一部除外品が
　ございます。

●本館地階 食品サービスステーション、
　本館2階 婦人雑貨、本館6階 きたきゅう
　コロンブス、各サテライトショップ

※数に限りがございます。なくなり次第終了いたします。

恐竜各種
（ビニールモデル）

1,760円から

こどもワークショップ

●パーラービーズ
●写真入のタンブラー、キーホルダーづくり

■5月1日（土）～5日（水・祝） ■本館7階 アイキッズランド、特設会場

思わず集めたくなるよ
うな、リアルな恐竜が勢
揃い。手に持って遊べる
恐竜フィギュアを取揃
えました。

恐竜フェア
■5月18日（火）まで
■本館7階 玩具

こどもいけばな体験
■5月5日（水・祝）午前11時30分～午後2時
■本館・新館間1階 クロスロード（雨天時：新館1階）
■対象：小学生以下のお子様
　　　（先着40名様）
■参加費：500円

5月1日（土）

5月2日（日）

5月3日（月・祝）

5月4日（火・祝）

5月5日（水・祝）

●パーラービーズ
●マーブルアート
●オリジナルハンカチをつくろう
●虫よけアロマスプレーづくり
●ビーズアクセサリーづくり
●デコレル オリジナルネームプレート
●オリジナルハンカチをつくろう
●デコレル オリジナルネームプレート

［協力］一般財団法人 
小原流北九州支部

※定員になり次第終了と
　させていただきます。

※写真はイメージです。

KID’S EVENT

※写真はイメージです。

母の日の
プレゼントにも
ぴったり！

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一回にご参加いただける人数を制限させていただきます。（先着順）
参加費や時間はイベントにより異なります。詳細はホームページまたはQRコードからご確認ください。

※最終日は午後5時閉場。

※イベントに参加されるお客様はマスクの着用やソーシャルディスタンスの確保のご協力をお願いいたします。
予告なく催事やイベントが中止になる場合がございます。予めご了承ください。
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