
家具と絨毯大バーゲン

オーダーカーテン特別割引販売会
デザイン性豊かなファブリックと豊富な
スタイルや機能性が充実したオーダー
カーテンをご提案いたします。

①

②

③

通信販売在庫処分
通信販売
カタログ掲載終了の
生活雑貨や食品を
5～3割引の
ご奉仕価格
でご提供いたします。

冬物最終処分品

50％OFF

〈有名ブランド〉
メンズカジュアルウエア
最終売りつくし

■2月19日（金）～27日（土）■本館8階 催場
おうち時間を快適に過ごせる職人のこだわり家具や絨毯など、特別価格でご提供いたします。

※最終日は午後5時閉場。

期末決算
特別企画

50～10％OFF

牛皮総革張 2人掛けソファ
（イタリア製、アレックス、153×94×95cm、ブラウン）

148,000円 限定数3

牛皮総革張 3人掛けソファ
（イタリア製、アレックス、203×94×95cm、ブラウン）

200,000円 限定数3

牛皮総革張 2人掛けソファ
（イタリア製、ジャック、171×92×104cm、レッド）

248,000円 限定数3

牛皮総革張 3人掛けソファ
（イタリア製、ジャック、201×92×104cm、レッド）

280,000円 限定数3

北海道旭川民芸家具 ダイニング5点セット
（日本製、カバ、テーブル：165×72×84cm、チェア：45×84×
50×座面43cm） 440,000円 現品限り

北海道旭川民芸家具 食器棚
（日本製、カバ、130×185×42cm）

385,000円 現品限り

①ベルギー製 カーペット各種
（レーヨン100％、約190×240cm） 11,000円 限定数10

②インドギャッベ柄玄関マット各種
（毛100％、約60×90cm） 15,400円 限定数10

③ベルギー製 カーペット各種
（レーヨン100％、約240×240cm） 33,000円 限定数4

④デザイナーズカーペット
（アクリル75%･ポリエステル25%、約200×290cm）

99,000円 現品限り

桐 整理箪笥75
（日本製、6段、75×122×45cm）
各66,000円 限定数各3

ダイニング3点セット

99,000円 限定数3

ダイニング丸4点セット
（ダイニングテーブル：100×66×100cm、チェア：53×74×58×
座面39cm、ベンチ：116×39×43cm）

110,000円 限定数2

岩谷堂 車箪笥
（日本製、77×80×41cm）
298,000円 現品限り

カウチソファ 2点セット
（イタリア製、ポーター、270×74～100×170cm）398,000円 現品限り

■お問合せ：TEL.093（522）2660
　　　　　 担当：山本・竹之内・田中

（ウォールナット、ダイニング
テーブル：100×72×100cm、
チェア：44×89×51×座面
41cm）

① ② ② ③ ④

採寸・お見積り
無料

■2月19日（金）～23日（火・祝）■本館8階 催場 ※最終日は午後5時閉場。

※会場が混雑した場合、入場制限をさせていただきます。

理由ありバーゲン

（150cm）

〈モリハナエ〉
①トイレマット

〈サンリオ〉雑貨各種
1,650円 限定数40

③トイレ用スリッパ各種
②キッチンマット

550円 限定数60

550円から

1,100円 限定数50

〈キプリング〉婦人バッグ各種
6,050円から 限定数20

在庫処分品

在庫処分品

少々難あり

少々難あり

秋冬物最終処分品

サンプルセール品

サンプルセール品

サンプルセール品・少々難あり

サンプルセール品・少々難あり

シーズン持越品

在庫処分品
在庫処分品

在庫処分品

エコバッグ各種

（13.0～21.0cm）

（デザイン各種）
880円 限定数100

在庫処分品

在庫処分品

〈キプリング〉バッグ3点・小物1点セット
11,000円 限定数10

こども靴下

キャリーケース各種

275円から

3,300円

60％OFF 限定数10

限定数30

ビジネススーツ各種

婦人帽子各種

〈有名ブランド〉
紳士財布各種

少々難あり

（YA4～BB6）
11,000円

1,100円・
2,200円・
3,300円

限定数50

3,300円 限定数50

5,500円

限定数100

1,100円均一 限定数30

限定数30

限定数50

婦人雨傘・晴雨
兼用パラソル各種

◆サイズ不揃いのため大特価◆
紳士靴各種

1,100円 限定数30紳士帽子各種

2,200円・3,300円

2,200円から

限定数100

〈ムーンバット〉協賛
〈有名ブランド〉婦人ストール

〈インポートブランド〉
メンズレザーブルゾン
最終売りつくし

冬物最終処分品

〈有名ブランド〉
こども服最終売りつくし

1,650円から

冬物最終処分品

在庫処分品
シューズケース・
レッスンバッグ各種

1,463円から

婦人ブーツ各種（22.5～24.5cm）

（24.5～27.0cm）

7,700円均一 限定数100

冬物最終処分品 婦人手袋・革手袋各種
1,100円・2,200円 限定数100

婦人靴下 よりどり6足1,100円

期末決算特別企画
わ　　　　け

食品ギフトお買得市
うに、油、オリーブオイル、コーヒー、ジュースなど

お買得価格でご提供いたします。

フライパン各種（ガス専用、IH対応）

※ギフト処分品につき、のし・ご進物包装はご容赦ください。

在庫処分品

ファーアイテム各種

※お一人様2点限り。

50％OFF
限定数100

2021年 2月19日　 号金

しかも、たまったdポイントがつかえる！

dポイントカードのご提示で
200円につきｄポイントが1ポイントたまる！

※ポイント進呈・利用につきまして、一部対象外となる商品がございます。
　係員にお問合せください。



感謝セール ■2月19日（金）～21日（日）
■小倉井筒屋 全館期 末 決 算

〈シンディベンディ〉
期間限定
スペシャル SALE
■2月23日（火・祝）まで

第1弾

2021 YEAR MODEL
エンゲージリング
（Pt.950、ダイヤモンド0.15ctから） 

Ⓐエンゲージリング
（Pt.950、ダイヤモンド0.15ctから）

●オリジナルペアグラス　●オリジナルリングピロー
●ジュエリーボックスの刻印サービス

期間中、エンゲージメントリング（ネックレス）また
はマリッジリング（ペア）をお買上げの方に携帯
用ミニジュエリーケースをプレゼントいたします。
※プレゼント内容は予告なく変更する場合が
　ございます。

花嫁が身に着けると幸せになるといわれる
「サムシングブルー」にちなんだ特典をご用意
しております。

期間中、エンゲージリングまたはマリッジリングをペアでお買上げの
方に、3種類からおひとつプレゼントいたします。

Ⓐ Ⓐ
Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

2割引

（サンプルセール品・少々難あり）

〈有名ブランド〉婦人ストール各種

〈ラ・シェリー〉
カシミヤセーター

中わた、ダウンコート各種

シャツ各種

ワンピース各種

〈フィットフィット〉婦人靴各種

（M・Lサイズ）

5,500円 限定数100

5,500円 限定数30

5,500円 限定数20

9,900円から
スカート・
パンツ各種
9,350円から

10,450円から

7,920円から

婦人ベルト各種 2,200円 限定数50

ハンカチ各種 330円から 限定数100

814円から

〈卑弥呼〉婦人靴各種
7,700円から 限定数40

〈有名ブランド〉婦人靴各種
5,500円均一 限定数150

日頃のご愛顧に感謝を込めて、期末決算ならではのご奉仕プライスでご提供いたします。

〈4℃〉

231,000円から

Ⓒマリッジリング（Pt.950） 90,200円
Ⓑマリッジリング（Pt.950、ダイヤモンド） 94,600円

〈ヴァンドーム青山〉

Ⓐ231,000円から Ⓑ264,000円から

〈スタージュエリー〉

STARGAZER
292,600円から

（Pt.950、ダイヤモンド0.20ctから）

本館2階 婦人雑貨／婦人靴 本館3階 婦人服

本館4階 婦人服／婦人肌着

本館6階 和・洋陶器
新館2階 レディスキャラクター

新館7階 呉服・和装小物

本館7階 こども服／玩具

本館8階 ファッションマート

本館5階 紳士洋品

冬のアウター最終処分セール
婦人ナイトウエア特別ご奉仕
婦人ナイトウエア各種

2,200円
（110～130cm）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

（90～130cm）
（絹100％）

〈ショパン〉
ワンピース各種

こどもパジャマ

2,200円から

（110～130cm）
スカート・トップス
各種

デザインカット アンド ソーン各種

1,650円から

ご奉仕品価格よりさらに

限定数200

限定数30
（M・Lサイズ）

紳士靴下各種
550円

限定数各30

現品限り

トランクス・ボクサーパンツ各種
1,100円

限定数50
1,100円

（綿100%、襟廻り38～43cm）
〈有名ブランド〉ワイシャツ各種

〈さんび〉
あったか割烹着・
ポンチョ各種

［大きなサイズの婦人服 L- スタイル］

スプリングジャケット各種

玩具特別ご奉仕品

198,000円から
加賀友禅 訪問着

88,000円久米島紬

11,000円から江戸小紋
現品限り22,000円大島紬

現品限り71,500円
袋帯／今河織物・木屋太

現品限り55,000円
袋帯／服部織物・こはく錦手工芸

現品限り16,500円
紬訪問着／紺仁越後型松煙染

（絹100％）110,000円から京友禅 訪問着
　55,000円から西陣 袋帯

9,900円

1,100円から

ブラウス各種 7,700円
スカート・パンツ各種 9,900円

婦人ナイトウエア特別ご奉仕

〈ルシェンカ〉サンプルセール

〈有名ブランド〉
オールシーズンバーゲン

在庫処分セール
最終処分セール

冬物最終処分セール

期末御礼 大呉服市

リサイクル着物
〈ながもち屋〉閉店売りつくし和・洋陶器

改装前の売りつくしセール

※お一人様1点限り。

2月19日（金）～23日（火・祝）

第2弾 2月24日（水）～28日（日）

1,100円
婦人ジャケット・コート各種

3,300円から
カジュアルバッグ各種 　2,200円

Ⓐマリッジリング

期間中、エンゲージリングをお買上げの方にカ
ラー1upまたはカラット2upまたは〈ウィスプ〉ジュ
エリーボックス、マリッジリングをお買上げの方に
オリジナル名入れタンブラーまたは〈ウィスプ〉
ジュエリーボックスをプレゼントいたします。

〈ウィスプ〉

（Pt.950） 99,000円
（Pt.950、ダイヤモンド0.05ct）

103,400円
Ⓑマリッジリング

（Pt.900、ダイヤモンド0.14ctから）172,700円から
Ⓒエンゲージリング

エンゲージリング

期間中、ブライダルリングをお買上げの方に
「筆記体刻印サービス（通常は路面店の
み）」と先着10名様にジュエリーボックスま
たはSVフォトフレームのいずれかをプレゼン
トいたします。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

〈アガット〉

（Pt.900、ダイヤモンド0.05ct）
176,000円から

会期中、エンゲージ・マリッジリングをお買上
げの方に応募用紙を進呈。お二人で楽し
める賞品が当たるプレゼントにご応募いただ
けます。

お買上げ応募プレゼント

●エンゲージリング内側にブルーダイヤモンドを
セッティング。
●ブルーのグラデーションが美しいオリジナルペ
アタンブラー。
※エンゲージリングの特典は内石との選択制です。

Ⓐ ©Ⓑ

●〈千草ホテル〉フランス料理「ミル・エルブ」
　ペアディナー券　 2組様
●〈T・ジョイ リバーウォーク北九州〉
　映画鑑賞ペアチケット　10組様

賞
品

10％OFF

限定数50

新館5階 メンズキャラクター

（YA4～BB6）
〈ロックアイランド〉
ビジネススーツ各種
16,500円

〈ロックアイランド〉スーツ各種
ご奉仕品価格よりさらに

Spring
春のブライダルフェア
■2月19日（金）～3月31日（水）
■本館2階 ミキモト
　新館1階 アクセサリー
　新館6階 宝飾サロン

※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。

100万本の薔薇（双龍）100M

リュック（27×32×13cm）・・・・・・・・・・・・・・40,700円

〈ドールジョゼット〉
期間限定ショップ
●3月2日（火）まで開催中
●本館2階 婦人雑貨（シーズンスクエア）

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
で一つひとつ国内で手作りされた
バッグや雑貨をバリエーション豊
富にご紹介いたします。

〈do オーガニック・do ナチュラル〉
スプリングコスメコレクション
●2月19日（金）～3月2日（火）
●本館6階 ヒカリミライ/綾花
日本人の肌に合せて作られた国産
オーガニック スキンケアブランド
〈do オーガニック〉と、植物の持つ生
命力と保湿力に着目した〈do ナチュ
ラル〉を、期間中に7,000円以上
お買上げの方先着30名様に「DO
のバッグ」をプレゼントいたします。

〈ガミラシークレット〉
ミニソープセット限定販売
●2月17日（水）発売
●新館4階 エクラ ナチュレ
〈ガミラシークレット〉ソープから3
フレーバーのミニタイプがセットに
なった限定品です。オリジナル・ゼ
ラニウム・ラベンダー（各30g）の
フレーバーのセットはギフトにもお
すすめです。

〈ピッコーネ アッチェソーリ〉
雑貨フェア
●3月2日（火）まで開催中
●本館2階 婦人雑貨（シーズンスクエア）

〈ピッコーネ アッチェソーリ〉の遊
び心溢れる司祭のイラストをレイア
ウトしたバッグやポーチなど機能性
も持ち合せた様々なファッション雑
貨を期間限定で取揃えております。

〈トリップトラップ〉
無料名入れフェア
●3月2日（火）まで開催中
●本館7階 ベビー用品
1972年から世界中で愛され続け
る、こどもと一緒に成長していくイ
スの〈トリップトラップ〉。アクセサ
リーをつければ、お誕生後すぐから
大人まで使用できます。期間中、お
買上げの方に名入れを無料で承り
ます。

〈ペレボルサ〉
リモートワーク応援フェア
●2月23日（火・祝）まで開催中
●本館3階 ハンドバッグ
多様化する働き方に合せて、ノート
パソコンやタブレットの持ち運びに
便利な機能性とファッション性を兼
ね備えたバッグをご紹介いたしま
す。期間中、お買上げの方先着10
名様にノベルティをプレゼントいた
します。

ショルダーバッグ
（ポリエステル・ナイロン・牛革、クロ・コン・グレー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,600円から

〈ランバン オン ブルー〉
ニューブランドのご紹介
●本館5階 紳士洋品
〈ランバン オン ブルー〉が今シー
ズンよりメンズバッグ売場に新しく
ラインナップ。〈ランバン オン ブ
ルー〉らしい異素材MIXのカジュア
ルシリーズ「ラナ」。撥水加工に加
え、マチと底にはバリスティックナ
イロンを使用し、機能性と高級感の
あるデザインを兼ね備えています。

「遊び心のある
ニットブランド」
〈ミーテファブリカ〉
とはイタリア語で
ぬくもりのある工
房の意味。温かみ
のあるクラフト
ワーク、そして革新
的なアートを生み
出す工房として、
遊び心のある洗練
されたニットを中
心にご提案します。

●2月24日（水）
●本館4階 ウンディッチ・ノーベ

〈ウンディッチ・ノーベ〉
リニューアルオープン予告

●2月24日（水）
●本館3階 ミーテファブリカ

〈ミーテファブリカ〉
ニューオープン予告

ノーブルでシンプルゆえの「フォル
ムの美学」。現代女性を窮屈から解
放し、「纏う」だけでシンプルでシッ
クなおしゃれを楽しむモード服をご
提案いたします。
ぜひフォルムを
追求した〈ウン
ディッチ・ノーベ〉
の世界をお楽し
みください。

ガミラシークレット ミニバー3P
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,860円 限定数30

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。

※写真はイメージです。

■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

ー夢とロマンを求めてー
清水 新也 油絵展

～時の音色・森の旅人～
ゆのん 風のおるごーる展

●2月23日（火・祝）まで開催中
●新館7階 美術画廊※最終日は午後4時閉場。

今週のスウィーツキッチン
〈姫路ミルキーウェイ〉ゼリー
●2月23日（火・祝）まで開催中
●本館地階 スウィーツキッチン
マンゴーやグレープなど果汁をふん
だんに使用したゼリーでおなじみの
〈姫路ミルキーウェイ〉。口の中に広
がる濃厚なフ
ルーツの味わ
いをぜひご賞
味ください。

今週の食品中央催事場

●2月23日（火・祝）まで開催中
●本館地階 食品中央催事場

冬の味覚おすすめフェア

〈毛蟹工房〉毛蟹･生珍味
〈中村梅園〉昔ながらの手づくり梅干し
〈バンカレッラ･ジョイア〉ラザニア・ドリア




