
1台お買上げにつき、
ピロー1個プレゼント。

オーダーカーテン特別割引販売会
採寸・お見積りは無料です。
ぜひこの機会を
ご利用ください。

50～10％
OFF

〈フランスベッド〉

限定数3

ダイニングテーブル
（イタリア製、ウォールナット材、
200×75×100cm）
580,000円 現品限り

88,000円 現品限り

ダイニングチェア
（イタリア製、ウォールナット材、
59×82×56cm、1脚）

420,000円

岩谷堂 車箪笥
（岩手県産、南部鉄器金具〈巾着紋様〉・
欅材、103×77×47cm）

現品限り

榎津民藝箪笥
（福岡県柳川市産、欅材、120×88×40cm）

220,000円 限定数3

3人掛けソファ
（国産、197×80×76cm）

※受注生産となります。

288,200円
1人掛けラウンドソファ
（国産、87×80×76cm）

200,200円

ダイニング4点セット
（テーブル：165×70×80cm、
チェア：57×77×50×座面43cm、
ベンチ：120×43×40cm）
168,000円

デクスター150
ステーションベッド
（6.5インチポケットマットレス使用）

■お問合せ：
TEL.093（522）2660
担当：山本・竹之内・田中

北海道旭川民藝家具

2人掛けソファ
（イタリア製、牛総革張り、
160×100×96cm）
248,000円 限定数2

280,000円 限定数2

3人掛けソファ
（イタリア製、牛総革張り、
203×100×96cm）

カウチ2点セット
（イタリア製、布張り、
270×94×165cm）
480,000円
現品限り

カウチ2点セット
（イタリア製、牛総革張り、
297×73～92×178cm）
1,100,000円
限定数2

●シングル（99×200×80cm） 113,800円 限定数5

●セミダブル（123×200×80cm） 135,800円 限定数5

158,000円 限定数5

ギャッベ柄
玄関マット各種
（インド産、毛100％、
約60×90cm）

高密度絨毯
（トルコ製、
レーヨン100％、
約200×200cm）

16,500円
限定数10

220,000円
現品限り

ペルシャギャッベ絨毯
（イラン製、毛100％、約158×205cm）

253,000円 現品限り

カーペット
（ベルギー製、レーヨン100％、
約190×190cm）

11,000円 限定数5

ペルシャ絨毯
（イラン製、毛100％、約155×255cm）

352,000円 現品限り

エントランスベンチ
（スチール・合成皮革、80×40×30cm）

16,500円 限定数3

リクライニングチェア
アルファ
（牛本革張り、77×105×78～122cm）

231,000円 限定数3

（国産、フレーム：化粧板仕上げ・スノコ床板、マットレス：高密度連
続スプリング、194×199×83cm）

家具とリビング用品大バーゲン

キングベッド
セット

198,000円 限定数5

（国産、側生地：除菌機能糸「アグリーザ」、高密度連続スプリング、
選べる硬さ：ハード・ミディアムソフト、122×201×83cm）

高衛生
セミダブル
ベッドセット

99,000円 限定数3

（側生地：除菌機能糸「アグリーザ」、高密度連続スプリング採用、92
～110×190×84cm、ブルー・ベージュ）

ソファベッド

218,000円 限定数5

（3モーター電動フレーム・マットレス・手すり2本、111×211×75
～109cm）

3モーター
電動シングル
ベッドセット
お買上げの方に
専用寝装品セット
サービスいたします。

〈日本ベッド〉

デイズスリム
JFEベッド
（アッシュ材・強化
プリント化粧板）

（シングル2台
セット）

1台お買上げにつき、
ピロー1個プレゼント。

144,800円
●ダブル（141×199×80cm） 169,800円 限定数5

ネイスリム
KDRベッド
（強化プリント
化粧板）

●シングル（99×199×80cm） 119,799円 限定数5

●セミダブル（123×199×80cm） 限定数5 200,200円
●クイーン（162×209×90cm） 223,300円 限定数5

ガルバ
シェルフ
CFEベッド
（強化プリント化粧板）

●ダブル（141×209×90cm） 限定数5
177,100円

●シングル（99×209×90cm）
154,000円 限定数5

●セミダブル（123×209×90cm） 限定数5

390,500円
429,000円●クイーン（163×205×80cm）

ソムノベッド
（ブナ材・ブナ突板）

●ダブル（142×205×80cm）
352,000円

●シングル
　（100×205×80cm）
313,500円

●セミダブル（124×205×80cm）

●シングル+セミダブル  220,000円 限定数5

●セミダブル+セミダブル  240,000円 限定数5

〈シモンズ〉

ツインフラット20ダブルクッションベッド
（6.5インチポケットマットレス使用）

●シングル+シングル

●シングル（98×201×85cm）

 200,000円 限定数5

 120,000円 限定数5

●セミダブル（121×201×85cm）
 140,000円 限定数5

●シングル（98×207×86cm）

2台セット
がお買得！

150,000円 限定数5

●セミダブル（121×207×86cm）
170,000円 限定数5

●ダブル（141×207×86cm）
190,000円 限定数5

グランサリーフラット
2モーター電動ベッド
（5.5インチポケットマットレス使用）
●シングル（98×203×85cm）
212,000円 限定数5

●セミダブル（121×203×85cm）
232,000円 限定数5

●専用手すり（33×59cm）
7,000円

2021年10月13日　 号水

ウィズカードポイントアップデー
一括払い、現金同時払いは+3％ポイントアップいたします。
※ウィズクラブカード、分割払い、セール品は+1%ポイントアップ。
※割引商品・食料品など、一部除外品がございます。

10月15日（金）1日限り 小倉井筒屋 全館

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。

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。 
最新情報は井筒屋ホームページ等で
ご確認ください。

【寝具】 快適な寝心地と上質な睡眠をお届け！健康は健やかな睡眠から。Bedding

【家具】 シングルライフからファミリーまで使い勝手のよい家具がきっと見つかる！Furniture

お部屋の空間を華やかに！
自分らしく個性を見せる彩り豊かな絨毯&ラグ

■10月14日（木）～18日（月）■本館8階 催場

毎日過ごす場所だからこそもっと快適に！
こだわりの家具や寝具・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。

168,000円 限定数2

②チェストキャビネット
（日本製、カバ材、62×107×36cm）

①キュリオケース
（日本製、カバ材、50×160×40cm）

148,000円 限定数2

家具配送・引取り

配送・引取り
無料

キャンペーン

予告

無料

①

②

期間中、本館8階 催場でベッドまたは
家具を55,000円（税込）以上お買上げ
の方に、無料（1点のみ）で配送・お引取
りいたします。

◎配送・引取りは福岡県内に限ります。
◎ご購入と同じアイテムが引取り対象。
※詳しくは、売場係員におたずねください。



スカンジナビア
モダンスタイル
オーダーフェア

〈サンダーソン〉〈モリス〉フェア開催中
■10月31日（日）まで

家具とリビング用品大バーゲン

期間中、ウィズカードをご提示のうえ16,500円（税込）
以上お買上げの方、先着30名様に粗品を差しあげます。

9,900円
限定数10

（毛羽部分：アクリル
100％、地糸：ポリエステ
ル100％、140×200cm、
ピンク・グリーン）

第2
会場

33,000円 限定数6

（日本製、表・裏生地：ポリエステル65％・レーヨン35％、詰物：ダウ
ン90％・フェザー10％〈ハンガリーホワイトダウン〉、1.2kg、
150×210cm、ピンク・ブルー）

羽毛掛ふとん

6,380円 限定数10

（日本製、毛羽部分：パイル糸、毛羽部分：アクリル100％、地糸：
ポリエステル100％、140×200cm、ブラウン・ブルー）

アクリル毛布

11,550円 限定数10

（パイル：綿100％、地糸：ポリエステル100％、150×210cm、
ピンク・ブルー）

あったか掛カバー各種

3,300円 限定数15

（表・裏生地：ポリエステル100％、詰物：ポリエステル100％、
100×205cm、ブラウン・グレー）

マイクロパッドシーツ各種

13,200円 限定数6

（側：綿100％、詰物／〈上層部：毛50％・ポリエステル50％、1.0kg〉・
〈中層部：ポリエステル100％、0.7kg〉、プロファイルウレタンフォー
ム、100×210cm、ブルー・ピンク）

軽量敷ふとん

55,000円 限定数6

（日本製、表・裏生地：再生繊維〈リヨセル〉60％・ポリエステル40％、
詰物：ダウン93％・フェザー7％〈ハンガリーシルバーグース〉、
1.2kg、150×210cm、ピンク・ブルー）

羽毛掛ふとん

44,000円 限定数8

（側：綿65％・ポリエステル35％、詰物：グース90％〈ロシアン
グレーグース〉・フェザー10％、1.2kg、150×210cm、ベージュ・
グリーン）

羽毛掛ふとん

99,000円 限定数3

（ふとん側：綿60％・ポリエステル40％、詰物：グース93％〈ロシ
アンマザーホワイトグース〉・フェザー7％、合掛：0.8kg・肌掛：
0.3kg、150×210cm、グリーン）

デュエットタイプ羽毛掛ふとん

4,180円 限定数10

（表生地：ポリエステル100％、襟・裏生地：ポリエステル100％、詰
物：ポリエステル100％、0.3kg、140×200cm、ピンク・ブルー）

合繊肌掛ふとん

7,480円 限定数15

（日本製、表生地／パイル糸：綿100％、地糸：ポリエステル100％、裏生地：
ポリエステル100％、詰物：ポリエステル100％〈ウォーマル®〉、0.3kg、
100×205cm、ピンク・ベージュ・グリーン）

あったか綿敷パッド

4,378円 限定数10

（ポリエステル100％、150×210cm、ピンク・ブルー、全開ファ
スナー、8カ所ボタンテープ付）

あったか掛ふとんカバー

アクリル
ニューマイヤー
毛布

■10月14日（木）～18日（月）
本館6階 リビングフロア

■本館6階 アイ・メゾン

〈ロマンス小杉〉フェア 〈西川〉445周年感謝祭

※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。

会員様限定企画

days
スペシャル3Brand Limited Sale

半 期 に 一 度 の

%OFF10%OFF10
●本館6階 キッチンスタイル

●本館地階 美・食館

イチジクをイメージした深みのあ
るパープルカラー。シックな雰囲気
と華やかさを兼ねたカラーにゴー
ルドつまみをプラスし、一層エレガ
ントな仕上りとなっています。

〈ル・クルーゼ〉
2021年秋冬シーズナルカラー
「フィグ」シリーズ発売

●本館6階 プレイフルライフ

●10月15日（金）～17日（日） 
●新館2～4階・7階 婦人服対象ショップ

世界で初めてビニール織地のラン
チョンマットを開発した〈チルウィッ
チ〉。秋冬新作は赤・濃紺・グレーの
色を軸に高度なテクニックとアイ
デアを駆使したランチョンマット、
ラグを発売いたします。

半期に一度の「新館 スペシャル 3days」を開催。井筒
屋ウィズカード・友の会カードをご提示の方、もしくは小
倉井筒屋LINE公式アカウントお友だちの方に限り、
対象ショップにて3日間限り10％OFFいたします。
※一部除外品がございます。
当日の新規ご入会、ご登録の方も対象です。

〈チルウィッチ〉新作のご紹介

お孫さんが喜ぶ顔が何よりの幸せ。
お孫さんと一緒に過ごしたり、離れ
て暮らすお孫さんへプレゼントを
贈ったり、家族での思い出を「まご
の日」に作りませんか。

10月17日（日）は「まごの日」です。

●10月15日（金）～17日（日）
●本館9階 屋上ローズガーデン
　午前10時～午後5時 
　※最終日は午後4時閉場。

「春のばら展」に続き、今年も「秋の
ばら展」を開催いたします。秋のば
ら特有の澄んだ濃い花色のばらを
お楽しみください。

予告

対象ショップは、
こちらから
ご確認ください。

入場
無料

北九州洞海ばら会 
秋のばら展
～秋の澄んだばらでリフレッシュしよう～

予告
くきのうみ

※写真はイメージです。

スペシャルグルメデー予告

毎月15日はデパ地下が嬉しい！
15日だけの限定品やお買得品を食品フロア
いっぱいに取揃えます。

〈なだ万厨房〉15日限定御膳「舞」（1折）

商品の一例

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円 限定数5

〈丸ふじ〉15日限定惣菜セット（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円 限定数20

［和洋酒］芋焼酎 なかむら（720㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,650円 限定数12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平常価格の2割引

〈まんえい堂〉おこわ食べ比べ（1パック）
［毎月15日のみのお買得品］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735円
〈山形屋海苔店〉お徳用金袋（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
〈お肉処 さくら井〉牛肉計量販売

ONLY

※小倉井筒屋のみでご利用いただけます。
※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。 ※代理購入はできません。

※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。

10月13日（水）・14日（木）は、数量に関わらず、
終日販売をいたします。3日目以降は、各日の予定
数量になり次第、販売を終了させていただきます。

販売場所：本館1階 特設会場

井筒屋開店
85周年記念

井筒屋にぎわい商品券

販売冊数7万冊

各日午前10時から販売

売
切
御
免
！

10
2021年13 ～18月 日日

月水

発行元：井筒屋会 第1382号

有効期限：2021年10月13日（水）～2022年1月31日（月）

［毎月15日のみの限定品］
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