
ベビー・こどもTシャツ

※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。（80～140cm） 990円から
ベビー・こども甚平
（80～130cm） 1,980円

リラックス
パンツ各種
　2,200円

Ⓐシャツ・ブラウス各種 　3,300円
Ⓑサマーニット・カット アンド ソーン各種

2,200円

半袖デザインカット アンド ソーン・
チュニックブラウス各種
（フリーサイズ） 2,200円 限定数100

ショートソックス
550円 限定数100

〈VAN〉トランクス・
ボクサーパンツ
（M・Lサイズ）
770円 限定数60

〈有名ブランド〉
紳士リラクシング
ウエア上下別各種
（サイズ不揃い、半袖）
最終処分価格
1,650円 限定数50

（5足組）

婦人帽子・
婦人ストール
各種
　3,300円から

限定数各100

サングラス各種
2,200円均一
限定数50 

婦人UV手袋各種1,650円から 限定数50

晴雨兼用パラソル各種
3,300円・5,500円 限定数各50

〈有名ブランド〉婦人靴下ラッキーパック
2,200円 限定数30

◎7月28日（水）～8月1日（日）

〈有名ブランド〉
婦人靴各種
3,300円
限定数100

婦人バッグ各種
5,500円
限定数30

〈フィットフィット〉2点以上お買上げで
2点目以降ご奉仕価格よりさらに20%OFF

婦人靴下 よりどり6足1,100円

Ⓐカゴバッグ

Ⓑ帯

（カゴ：竹、袋：ポリエステル100%）

（ポリエステル100%）
4,180円 限定数20

婦人ゆかた（綿100%）※一部除外品あり。
ご奉仕価格よりさらに50%OFF

3,300円 限定数20

ベビー・こどもパジャマ
（80～130cm）
※80・90cmのみ腹巻き付

1,100円

Ⓐロウル・ペッツ　　　　　　　　　　　　（対象年齢：6歳から、
電池〈別売〉：単3電池3本使用） 1,100円
Ⓑベビーロディのせのせ玉ころがし
（対象年齢：10カ月以上） 1,540円
Ⓒへんしんローリングボール
（対象年齢：6カ月以上、電池〈別売〉：単3電池2本使用）

1,980円

YOMEちゃんの
楽チン★POT
（388×255×165mm、満水容量：3.4ℓ、オレンジ）6,380円 限定数10

そよぎささ
「冷茶セット」
（170㎖、5個セット、
食洗機対応）
2,200円
限定数50

〈ロマンス小杉〉アイス眠敷パッド

各3,300円 限定数15

まだまだ暑いこの季節、今すぐ使える夏物商品をご奉仕価格でご提供いたします！

婦人雑貨売りつくしセール
真夏のジャストアイテムセール

メーカー協賛〈トピィーズ〉
サマースペシャルセール

ゆかた特別ご奉仕品

玩具特別ご奉仕品

ブラウス・カット アンド ソーン
均一セール

サングラス最終処分セール

婦人靴均一セール

婦人バッグ均一セール

全館

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

ジャストアイテムの夏物をお買得価格で取揃えました。

炊く・煮る・茹でる・蒸す・
焼く・炒める・揚げると
いったお料理がこれ一
台あれば全部できる楽
チンなお鍋です。

（表生地：ナイロン45％・複合繊維〈ナイロン・ポリエチレ
ン〉40％・ポリエチレン15％、中生地：ポリエステル
100％、裏生地：ポリエステル100％、ピンク・ブルー）

〈ロマンス小杉〉羽毛掛ふとん

13,200円 限定数6

（側生地：ポリエステル85％・綿15％、詰物：ダウン
85％・フェザー15％〈ホワイトダウン〉、ピンク・ブ
ルー、1.1kg）

2021年7月28日　 号水

小倉井筒屋の新型コロナウイルス感染拡大予防への取組みとお客様へのお願い
ご来店いただくお客様へのお願い
■マスクを着用してのご来店をお願いいたします。未着用のお客様はご入店をご遠慮いただきます。
■ご入店口などにアルコール消毒液を設置しております。ご入店の際のご利用をお願いいたします。
■各階売場や通路などでは、一定の間隔を空けてのご利用（ソーシャルディスタンスの確保）をお願いいたします。
■体調の優れない方、また体温37.5℃以上の方は入店をご遠慮ください。

新型コロナウイルス感染拡大予防に対する取組みの一例
■館内の従業員がマスクを着用しております。
■一部の売場に、飛沫飛散防止ガードを設置しております。
■各玄関にサーモカメラを設置しております。
■従業員は毎日の検温など健康管理に留意しております。

●8月1日（日）～3日（火）3日間●小倉井筒屋 全館

予告

全館 夏物処分セール

◎7月28日（水）～31日（土）の4日間限り◎7月28日（水）～31日（土）の4日間限り 
クリアランス価格よりさらに10%OFF10%OFF

 ※一部除外品がございます。

 ※一部
　除外品が
　ございます。

 ※同一ブランドの商品が対象です。

728
31

水

土

〈ルシェンカ〉
■小さなサイズの婦人服 S -スタイル
〈リリアンビューティ エクラ〉〈ベルボニータ〉

■大きなサイズの婦人服 L -スタイル
〈ローズティアラ〉〈クロスサイト・ノナ〉

〈ヒロコビス〉〈クリスチャン・オジャール〉〈ジョルジュレッシュ〉〈ジャンニ ロ ジュディチェ〉
〈ハナエモリ〉〈アルマ アン ローズ〉〈モガ〉〈ダブルビー〉〈レキップ〉
■小さなサイズの婦人服 S -スタイル 〈イトキンサンク〉

本館3階 婦人服

本館4階 婦人服

新館7階 ミセス婦人服

〈ピンキー&ダイアン〉〈ボッシュ〉〈アツロウ タヤマ〉〈コテラック〉
■大きなサイズの婦人服 L -スタイル 〈ヒロコビス グランデ〉〈ニューヨーカー（L）〉

〈ジャンルネ〉〈詩仙堂〉〈ノリコ モリハラ〉本館5階 紳士服 〈ミラ・ショーン〉〈ヒッキーフリーマン〉〈エミネント〉

本館3階 婦人服

本館4階 婦人服

本館2階 婦人雑貨／婦人靴

本館3階 ハンドバッグ／婦人服

本館5階 紳士洋品／紳士肌着

本館8階 ファッションマート 新館7階 呉服

本館6階 リビング用品／寝具

本館7階 こども服／玩具

2点以上お買上げでクリアランス価格よりさらに

続々再値下げ！店頭のプライスにご期待ください。 ※一部除外品がございます。詳しくは係員におたずねください。

ファイナルクリアランスセール開催中！！

〈ルシェンカ〉

〈ルシェンカ〉



2021年 
井筒屋のお中元お中元ギフトセンター開設中
■8月9日（月・振休）まで開催中 ■本館8階 催場 ※最終日は午後5時閉場。

小倉井筒屋限定 
カウンター事前予約をはじめました。
ご予約いただいた時間に、
優先的にご案内いたします。
井筒屋ホームページから
ご予約ください。

井筒屋カード会員様ご優待
井筒屋カード・友の会・ギフト会員様（2019年
お中元以降ご注文されたお客様）は、ご優待
価格にて承ります。

北九州市 地元の逸品支援事業

ハムやお酒、明太子など地元北九州市
の産品の配送料を無料といたします。

井筒屋オンラインショッピング限定オンラインなら
さらにお得!

クーポン
コード 2021TG

WEB会員様ならもれなく!
期間中ずっと

●商品代合計10,000円（税別）以上お
買上げ時にクーポンコード入力で、対
象商品が全国送料無料になります。

送料無料クーポン配布中全国

特典
2

だれでも期間中ずっと!
送料無料100アイテム全国

特典
1

ご注文は
こちらから

●7月31日（土）まで開催中
●本館7階 ミキハウス

日頃の感謝の気持ちをこめて、井
筒屋の各種カードをお持ちの方を
対象にミキハウスご優待会を開
催いたします。期間中、幅広い世
代に人気の〈ミキハウス〉の商品
をご優待価格にて販売させてい
ただきます。
※一部除外品がございます。

礼装着物均一祭

●7月30日（金）～8月1日（日）
●新館7階 呉服

フォーマルシーンでお召しいただ
ける、留袖・振袖・訪問着をお買得
均一価格の11万円、22万円、33
万円でご奉仕いたします。

予告〈ミキハウス〉ご優待会

●8月4日（水）～10日（火）
●本館2階 婦人雑貨

アクセサリーブランド〈グローバ
ルアンバー〉が期間限定で登場。
世界の天然石と日本人の美意識
を融合させ
たネックレ
スやイヤリ
ングなどバ
リエーショ
ン豊富にご
紹介いたし
ます。

〈グローバルアンバー〉
天然石アクセサリーフェア予告

ターコイズデザインネックレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,300円から訪問着表地（絹100％）・・・・・・・・・・・・110,000円

ご利用いただけます。

有効期限／
2021年10月31日（日）まで

見 本
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※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。

※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。※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。

ブラジャー
ガードル

ファンデーション

3,300円から
2,750円から

5,390円（M～LLサイズ）

（M～LLサイズ）

※写真はイメージです。

（A～Fカップ、アンダー：65～80cm）

（ウエスト：58～82cm）

〈スロギー〉ボディ アダプト

ショーツ
550円から

ランジェリーショーツ

7月31日（土）1日限り 特別ご奉仕品

ブラジャー
1,320円

夏のトリンプセール
◎7月28日（水）～8月3日（火） ◎本館8階 催場（お中元ギフトセンター横）

◎7月28日（水）～31日（土） ◎本館地階 美・食館

夏のオシャレをワンランクアップ！

お買上げプレゼント

毎日の快適&キレイを
応援するアイテムを
スペシャルプライスで
ご提供いたします。

お電話またはネットで
簡単注文！

3,564円
（内容量／骨なし・手羽元各400ｇ、手羽先350ｇ）

※この商品は、店頭での承り、お渡しはできません。

カチッ井筒屋オンライン

井筒屋通信販売・
オンラインショッピング

※1週間～10日前後でお届けいたします。商品によっては多少前後する場合がございます。
※お届けには別途送料を頂戴いたします。詳しくは、フリーダイヤルもしくはオンラインにてご確認・お問合せください。

●電話：0120-05-1228
●FAX：0120-58-1228
●オンライン  https://www.izutsuya-online.co.jp/front/

（通話料無料）※受付時間：午前9時～午後6時
（通話料無料）※24時間受付

〈からあげ太閤〉
宇佐からあげ太閤セット

商品番号：A890903S

厳選した国産若鶏のみを使用し、こだわり続けた醤油
ベースのタレは、肉本来の味を活かすため、にんにくは
少なめにしています。油で揚げてお召しあがりください。

限定数100
キャミソール
1,320円 限定数50

インナートップ
1,320円 限定数50

2,500円 限定数50
（約160g×2、1パック）

〈お肉処 さくら井〉九州産
牛ロースステーキ用

〈キョーワズ珈琲〉コーヒー豆計量販売

■スウィーツキッチン

つけた瞬間、からだになじむ「スロ
ギー ボディ アダプト」が新登場。一
人ひとり違う体型や動きにあわせて
最適な快適さを実現!ノンワイヤー
なのにきちんとみえ、在宅ワークな
ど今のライフスタイルにもぴったり。

自然で美しいボディラインをキープするアイテムが勢揃い。

毎日の気分を変えてくれるオシャレでキュートなランジェリー。毎日をより快適に、肌触りも
機能性も抜群！

期間中、夏のトリンプセール会場にて
10,000円（税込）以上お買上げのお客
様先着100名様に、オリジナルポーチを
進呈いたします。

期間限定販売 ●7月28日（水）～8月3日（火）

2割増量

平常価格の2割引

〈星乃蔵〉日本茶計量販売 2割増量

各648円 限定数各15
（うめ・玄米、各1個）

〈山本海苔店〉夏限定
サンリオキャラクターズ
のりチップス

1,001円 限定数50
（5種21袋）

〈えくぼ屋〉
好味さくさく

108円均一 限定数500（1本）

〈魚道楽 富惣〉
串揚げ全品

972円（2枚入×13袋）①〈ガトーフェスタ ハラダ〉グーテ・デ・ロワ／簡易大袋

■全国銘菓前プロモーションコーナー
1,250円（1折）②〈京だんご藤菜美〉わらび餅3色詰合せ

※一部除外品あり。※一部除外品あり。

※一部除外品あり。

〈お肉処 さくら井〉〈お肉の叶家〉対面販売
平常価格の2割引

〈とりの河原〉焼鳥
平常価格の2割引

〈ヤギシタハム〉全商品

110,000円 限定数6
（森伊蔵・魔王を含む、1.8ℓ×50本）

■和洋酒

プレミア焼酎50本セット

※お一人様1パック限り。
※整理券を午前9時30分から本館1階 正
面玄関にて配付いたします。整理券は7
月28日（水）午前11時まで有効です。

1,080円 限定数50

限定数50

（1房）
〈旬果健菜フーズメーカー〉
岡山県産他 ぶどう 1,080円 各日限定数80（1折）

（1袋） ※30日（金）は限定数60

※お一人様2折限り。
■グローサリー

〈古市庵〉小粋 1,080円
〈努努鶏〉焼鳥10本セット

〈がんこ職人〉おかき・おせんべい
各日限定数30205円（1個）

〈なごし〉くるくるマンゴー

限定数200よりどり4袋1,080円

〈ポンパドウル〉お楽しみ袋 限定数1001,080円

〈アマノフーズ〉おみそ汁15食セット 1,080円

※配送のみ。お届けに10日ほどいただきます。

① ②

© 2021 SANRIO CO., LTD. 
APPROVAL NO. L624002

美・食館まつり

〈スロギー〉ボディ アダプトのご案内

（M～LLサイズ） 2,200円からインナートップ
（バスト：80～90cm） 3,300円からキャミソール

7月28日（水）1日限り

7月28日（水）・29日（木）2日間限り

7月30日（金）1日限り 7月30日（金）・31日（土）2日間限り 7月28日（水）～31日（土）のご奉仕品

7月28日（水）～30日（金）3日間限り
産地直送
送 料 込 み

冷凍

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。

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。
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