
Ⓐの商品は諸事情により販売中止となりました。 

9 月 23日に掲載予定のアン
コルドパンは出店者都合によ
り出店ができなくなりました。
ご了承くださいませ。 

9月 23日に掲載予定のアンコルドパンは出店者都合により出店ができなくなり
ました。ご了承くださいませ。 

9月 25日・26日に出店予定の pain du joue は出店者都合により出店ができな
くなりました。ご了承くださいませ。 

9 月 25日・26日に出店予
定の pain du joue は出店者
都合により出店ができなくな
りました。
ご了承くださいませ。



オータムフェスタ

AUTUMN FESTA
◎9月22日（水）～28日（火） ◎全館

胸が高鳴るおしゃれも、家中でのくつろぎも、各階にヒントがいっぱい。

秋の味覚特集
◎9月22日（水）～28日（火） ◎本館地階 美・食館・紫江'S II 2階

◎9月22日（水）～28日（火）
◎本館地階 ポンパドウル

■紫江'S II 2階 ラ・パペリーナ ※9月28日（火）は定休日です。

（1人前） 2,400円 限定数40

〈ラ・パペリーナ〉

毎日限定数100

地中海パスタ

■本館地階 アンテノール
（1本）1,728円

〈アンテノール〉

渋皮栗のモンブランロール

（1個） 249円

〈ポンパドウル〉×〈山吹〉オリジナルパン期間限定販売

山吹のちんぴらパン

旬の素材を使用した

期間中、ご注文のお客様にソフトドリンクをサー
ビスいたします。

渋皮栗入りのクリームを巻いたソフトなスポンジ
に風味豊かなマロンクリーム、渋皮栗と洋梨を合
わせました。

北九州名産の〈山吹〉のちんぴらを使っ
たオリジナル商品を期間限定で販売い
たします。

秋冬の新作ウォーキン
グシューズを中心に、通
常お取り扱いの少ない
21.0cm、21.5cmのス
モールサイズを豊富に
ご用意いたしました。

　〈銀座ヨシノヤ〉
スモールサイズフェア
■9月25日（土）～10月8日（金）
■本館2階 銀座ヨシノヤ

Ⓐ（21.0～21.5cm） 29,700円
ウォーキングシューズ

Ⓑ（21.5cm） 30,800円（ポリエステル、附属：合成皮革） 7,040円スカーフバッグ 18,480円
ニットブーツ

※他にも1合・2合炊きがございます。
13,200円

かまどさん（3合炊き）
〈長谷園〉

（直径21cm） 3,300円から
7寸天平 平皿各柄

〈シャルル〉期間限定販売

足の凹凸に合う立体形状の中敷を採用し、衝撃吸収と
耐久性に優れたウレタン素材のソールを一体にするこ
とで、ソフトな履き心地を実現しました。 
機能性とデザイン
性を兼ね備えたカ
ジュアルシューズを
ご紹介いたします。

■9月22日（水）～28日（火）
■本館2階 婦人靴

〈ピッコーネ アッチェソーリ〉
雑貨フェア

イタリア人アーティストの
ジュゼッペ・ピッコーネが描
いたイラストにものづくり
の感性を融合させた〈ピッ
コーネ アッチェソーリ〉の
ファッション雑貨を期間限
定でご紹介いたします。

■9月22日（水）～10月5日（火）
■本館2階 婦人雑貨（シーズンスクエア）

秋の快眠フェア

通気性・保湿性をバラン
スよく備えた、肌にとて
も心地よい素地の快眠
パジャマや、夏の疲れを
癒し秋の夜長を心地よく
快適に過ごすアイテムを
ご紹介いたします。

■9月22日（水）～10月5日（火）
■本館6階 ウチノバス&リラクゼーション

〈生活の木〉〈ベッドスタイル〉でも
快眠アイテムを取揃えております。※写真はイメージです。

〈ビースリー〉秋物語

この秋の新商品「コラーゲ
ン・ハイウエストテーパード」
は、絶妙な高さのウエスト位
置と端正な印象の美脚ピン
タックがポイントです。

■本館3階 ビースリー

伊賀焼〈長谷園〉フェア

伊賀焼の土鍋をはじめ
とする焼物は遠赤外線
効果が高く食材の芯ま
でじっくり熱を伝え、
蓄熱力にも優れ冷めに
くいのが特徴です。

■本館6階 日々のうつわ
フォーマルサロンリフレッシュオープン

メンズのフォーマルウ
エアといえば、〈カイン
ドウェア〉というよう
に、創業125年を超え
る長きにわたり日本
のフォーマルシーンを
世に提案し続けてい
ます。

■本館5階  フォーマルサロン
〈Maiami（マイアミ）〉ニットフェア

ドイツ・ベルリン発の
ニットブランド。
〈Maiami（マイアミ）〉
のニットはひとつひと
つが手編みで作られ
ています。色や素材の
組合せやモチーフの配
置により生まれる独自
のモダンな世界観を
ご紹介いたします。

■本館4階 ラ・シェリー

（リサイクルポリエステル100%、
M～XLサイズ、ネイビー・ベージュ・カーキ）

39,600円

パッカブルジャケット

〈J.PRESS〉PLUS「PACK able」

〈J.PRESS〉 PLUSシ
リーズは現代における
様々なライフスタイル
や天候、気候状況に対
応した機能的なウエア
です。

■新館5階 J.プレス

〈ARITA PORCELAIN LAB〉×岡晋吾
期間限定販売

有田焼400年の歴
史を現代に受け継
ぐ 、〈 A R I T A  
P O R C E L A I N  
LAB〉と陶芸作家 
岡晋吾さんのコラ
ボ作品を展示販売
いたします。

■10月19日（火）まで
■本館6階 クラシナ

16,500円から
長傘
折傘

29,700円から

英国老舗ブランド傘
〈フォックス・アンブレラ〉期間限定ショップ

〈フォックス・アンブ
レラ〉は、19世紀か
らイギリス王室に愛
され続け、雨を防ぐ
以上に歴史と美しさ
を重んじる英国紳
士のエレガンスを象
徴する傘です。

■9月28日（火）まで
■本館5階 紳士洋品

リバティフェア＆
1stアニバーサリーフェア

期間中、11,000円（税込）以上お買上げのお客様に
オリジナルノベルティをプレゼントいたします。
※数に限りがございます。

■9月26日（日）まで ■新館4階 エタンスラン

〈ワイズビー〉
2021-22秋冬コレクション

スポーツクラシックやビッグシルエットをベースに、メン
ズ・ウィメンズへ向けて提案されるユニセックスのウエ
アをご紹介いたします。

■本館4階 ワイズ

6,300円からキッズウエア

（約80×140cm）

11,000円から

11,000円

ストール
ブランケット

〈ルナルーチェ〉マトールフェア

“纏う”をコンセプトと
した、変幻自在にアレ
ンジ可能な巻けて羽
織れるストール。肌寒
い時の軽いコート代
わりにもなるウォーム
感のある素材です。

■本館2階 婦人雑貨

〈ミ・ファヴォリ〉
最新オータムコレクション

ヨーロッパを中心に希少なイ
ンポートブランドを取扱う輸
入こども服のお店〈ミ・ファヴォ
リ〉から〈TAO（THE ANIMALS 
OBSERVATORY） 〉、〈mini 
rodini〉の新規2ブランドをご
紹介いたします。

■9月22日（水）～10月5日（火）
■本館7階 特設会場

（A～BB体サイズ）86,900円から

3シーズン
フォーマルスーツ

※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・整理券の配付等を実施する場合がございます。予めご了承ください。

Ⓐ

Ⓑ

予告

今週のスウィーツキッチン

サービス袋リーフメモリー（白、250g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈モンロワール〉期間限定販売
●9月22日（水）～28日（火）
●本館地階 スウィーツキッチン

ロングセラーの“葉っぱ”の形の小さな
チョコ、リーフメモリーを期間限定で販売
いたします。口溶けのよい上品な甘さ、
色とりどりの多彩な味わいをお楽しみく
ださい。

限定数1,000
ロールアップベレー（ピュアニューウール、フリーサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,580円

●9月29日（水）～10月5日（火）
●本館2階 婦人雑貨（シーズンスクエア）

ドイツの老舗帽子メーカー〈コプカ〉が期
間限定で登場。人気のロールアップベ
レー等、おしゃれに彩りを添える秋冬の
新作帽子をバリエーション豊富にご紹介
いたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

〈茅乃舎〉小倉井筒屋店5周年企画
●9月30日（木）まで開催中
●本館地階 茅乃舎

おかげさまで〈茅乃舎〉小倉
井筒屋店は9月に開店5周
年を迎えます。
感謝の気持ちを込めて大
阪、札幌の限定商品を期間
限定で販売いたします。
※商品はなくなり次第販売
　を終了いたします。

限定数70

【大阪限定】
だしソース（280g）

・・・・・・・・・・・・・648円 限定数200

【札幌限定】
豚丼のたれ
（150㎖）

〈ドールジョゼット〉
期間限定ショップ
●9月22日（水）～28日（火）
●本館2階 婦人雑貨（シーズンスクエア）

オリジナルハンドメイドにこだわった上
質なバッグブランド〈ドールジョゼット〉。
ゴブラン織りを中心にインポートの生地
をセレクトし、裁断から縫製までひとつひ
とつ国内で手作りされたバッグをバリ
エーション豊富にご紹介いたします。

2021年七五三フェア
●11月15日（月）まで開催中
●新館7階 エスカレーター横 特設会場

幼児からこども
へ、こどもから
大人へと成長
していくそれぞ
れの節目に、健
やかな成長を
願いこどもにも
成長を自覚さ
せるための七
五三の晴れ着
を一堂に集め
てご紹介いた
します。

プレママフェス 
-for the first 1000days-
●9月22日（水）～30日（木）
●本館7階 ファミリア

プレママライフを楽しむためのアイデア
や役立つ情報を発信し、わくわくや新しい
発見の場をお届けする「プレママフェス 
-for the first 1000days-」を開催しま
す。期間中は、限定のお得な出産準備
セットやご来店・ご購入特典などの様々
なコンテンツをご用意しております。
※詳細はファ
ミリア公式HP
にてご確認く
ださい。
※一部店舗の
限定開催のコ
ンテンツがご
ざいます。

〈BBCO（ビビコ）〉は、程よいトレンド感と
大人の余裕をミックスしたスタイリッシュ
なカジュアルブ
ランド。さりげな
く凝 った ディ
テールや高い縫
製技術を活か
し、上質な雰囲
気、着心地をお
楽しみください。
〈BBCO〉ショッ
プとしての百貨
店展開は小倉井
筒屋のみです。

〈コプカ〉
秋の新作帽子フェア予告

●10月上旬オープン
●新館5階 BBCO（ビビコ）

〈BBCO（ビビコ）〉
ニューオープン予告

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、緑）
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/10月～翌9月
■募集期間/11月30日（火）まで

いつでも入れるボーナスコース
1年積立コースで楽しさふくらむ、友の会のお積立て

「秋コース」募集中
9月満期

　

※写真はイメージです。

遠方にお住まいの方や、なかなか外出で
きない方に、テレビ電話（Zoomアプリ）
を使用し、小倉井筒屋でお取扱いをして
いる商品をご覧いただけるサービスがス
タートいたしました。詳しくはホームペー
ジをご覧いただきお申込みください。

小倉井筒屋
オンラインご相談サービス

ウィズカード、ウィズゴールド
カード、井筒屋ゴールドカード
のクレジット支払い時のdポイ
ント付与サービスを対象外と
いたします。

井筒屋グループの「dポイント」ポイント
付与サービスにつきまして、2021年10
月1日（金）よりポイント付与対象取引を
以下の通りに変更いたします。

現金やdカードでのお支払い時のdポイ
ント付与サービスは従来通りでござい
ます。

dポイント
付与サービス
一部変更のお知らせ

（Sサイズ）1,080円／（Lサイズ）1,580円

728円
〈鳴門千鳥本舗〉神戸牛カレー
（1箱、200g）（1袋、200g） 1,296円

〈阿蘇の逸品〉あか毛和牛カレー
※お持ち帰り用商品は専用容器での販売となります。

●本館地階 美・食館
●本館・新館8階 レストラン街

1,210円
〈銀座 星岡茶寮〉海鮮天丼
（茶わん蒸し、漬物、吸物付） 1,380円

〈フレンチカジュアルレストラン ルージュブラン〉
ローストビーフ丼（黒ごまと和風ソース）
（Mサイズ）

（味噌汁、キャベツ、香の物付） 1,190円
〈とんかつ いな葉〉ロースかつ丼

（1杯） 648円
〈魚道楽 富惣〉3種の西京焼丼

本館地階 美・食館

（1杯） 各540円
〈鮮魚丸福〉ミニどんぶり

（1杯） 442円
〈和惣菜 丸ふじ〉季節の天丼

（1杯） 648円
〈四陸〉中華丼

（1杯） 600円
〈山みず季〉親子丼

お持ち帰り用 レストラン レトルト商品

（1パック） 756円
〈かつヰ〉カツカレー

（1パック） 648円
〈梅の花〉豆乳グリーンカレー

本館地階 美・食館 本館地階 美・食館

本館地階 美・食館 本館地階 美・食館

本館8階 レストラン街 新館8階 レストラン街 

本館8階 レストラン街 

本館地階 美・食館 本館地階 美・食館

本館地階 美・食館 本館地階 美・食館

（S～LLサイズ） 18,590円

コラーゲン・ハイウエスト
テーパードパンツ

予
告

※最終日は午後5時閉場。

■入場整理券配付場所：本館1階 正面口
■入場整理券配付時間：各日午前8時～10時

食品ギフト解体セール食品ギフト解体セール
●9月23日（木・祝）・24日（金）
●新館9階 パステルホール

※整理券1枚につき、1名様のご入場。
　整理券配付は1名様につき、最大2枚（2名様分）を配付いたします。
※入場整理券により入場者数を制限させていただきます。入場希望者多数の場合は、
　ご希望の時間にご入場できない場合がございます。
※状況に応じて、催事が中止・変更になる場合がございます。
　詳しくは小倉井筒屋ホームページまたは電話093-522-3111にてお問合せください。
　お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
 終日30分入替制 にて入場者数を限定して
開催いたします。会場への入場は整理券が必要です。
つきましては、当日ご入場のための整理券を、
各日午前8時から配付いたします。 ※写真はイメージです。

（五島うどん 椿亭奥）
※午前10時以降は 新館8階 エレベーター前 にて配付いたします。
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