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予告

IZUTSUYA アーリーサマーフェスタ ●小倉井筒屋 全館　　

■本館2階 婦人靴

■4月6日（水）～11日（月）
■本館2階 靴工房 コムラ

■4月6日（水）～11日（月）
■本館2階 ストロバー

●4月6日（水）1日限り
オープニングご奉仕品

靴・バッグの
ハイバーゲン

LADIES BAGSNEAKER
Ⓑ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐサンダル

バックベルト（鮫革）

Ⓑサンダル 15,400円
16,500円

57,200円
マジックベルトシューズ（鮫革）66,000円

11,000円 限定数30

期間中に受注のお客様は5月8日（日）母
の日にお渡しいたします。さらに、靴と共
革の小銭入れをプレゼントいたします。

華やかなラインストーンやビジューの
ついたサンダルをはじめ、春夏の新作を
ご紹介いたします。

〈靴工房コムラ〉母の日受注会

本館8階 催場 期間限定ショップ ●4月6日（水）～11日（月）

16,500円Ⓐサボ
16,500円Ⓑシューズ
18,700円Ⓒスニーカー

11,990円
ローファー&バブーシュ
（22.0～25.0cm）

17,600円
マルチストライプ
（オリジナル帆布、牛革）

5,280円

テクシー
ウォーキングシューズ

同時開催
お客様の足の形から悩みの原因まで専門の
スタッフがアドバイスいたします。併せて正し
い姿勢に補正し、足の悩みを解決してくれる
インソールもご紹介いたします。

〈ジェフリーキャンベル〉新作紹介

プレミアムスニーカー 53,900円

〈ストロバー〉が3年間研究し、スポーツ工学に
基づき完成させた“strober premium sport”。
アーチサポート機能を、さらにアップデート。吸
い付く様な履き心地が、足裏の衝撃・長時間の
歩行による疲労を緩和します。

〈ストロバー〉プレミアムスニーカー

〈アシックストレーディング〉ウォーキングシューズフェア
クッション性に優れ、軽量レ
ザー素材のテクシーをはじめ、
履き心地の良いウォーキング
シューズをご紹介いたします。

110,000円爬虫類バッグ10,780円トートバッグ　6,380円トートバッグ13,200円国産牛革バッグ

（23.0～24.5cm）

（47×65×28cm、
59ℓ、3.4kg）

2WAYハンドバッグ

55,000円
（山羊革、32×22×13cm）

24,750円

〈エース〉
スーツケース

13,860円Ⓐサンダル
13,860円Ⓑサンダル
14,630円Ⓒミュール

紳士靴&バッグ

〈タラントン by ダイアナ〉

15,400円Ⓐオープントゥパンプス
16,170円Ⓑパンプス

〈タラントン by ダイアナ〉
5,500円Ⓐサンダル
5,500円Ⓑサンダル
5,500円Ⓒパンプス

〈コカ〉
11,000円Ⓐシューズ
7,700円Ⓑローファー

〈キスコ〉
8,580円Ⓐシューズ
5,500円Ⓑローファー
7,480円Ⓒサンダル

〈ゴールデンフット〉

同時開催：サンプルセール 

本館2階・3階 インフォメーション

第2会場：本館5階

■4月6日（水）～11日（月）
■本館3階 ハンドバッグ
春夏の新作商品や定番商品を取揃えてご紹
介いたします。期間中、お買上げのお客様に
ノベルティを進呈いたします。

〈イビサ〉新作コレクション

ミネラルUVパウダー
3,080円（ピンクベージュ・ペールラベンダー）

ローズ・パーフェクト・リキッド
4,620円（リップ バーム、全6色）

パンツ 9,900円から（M～LLサイズ）

国産鬼おろし 3,630円（孟宗竹・ウレタン塗装）

15,400円大人用（S・M・Lサイズ）
こども用（80～130cm）
バックロゴＴシャツ

9,680円

ミネラルUVベール 3,850円
ミネラルUVボディパウダー 3,300円

■本館1階 エトヴォス

キレイになれる、キレイを守る。夏がポジ
ティブになる日焼け止め。ミネラルの働きを
生かし、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不
使用）を実現した〈エトヴォス〉のUVシリー
ズ。ETVOS×LEE IZUMIDA限定デザイ
ンで登場。

期間中、ミネラルUVシ
リーズ製品を含む7,000
円（税込）以上お買上げの
お客さまに、小さく畳めて
持ち運びにも便利な「リー
イズミダ エコバッグ」を
差しあげます。※なくなり
次第終了となります。

期間限定で2本目以降50％OFFいたします。
※お一人様3本まで

期間中、38,500円
（税込）以上お買上げ
のお客様にプレゼント
を差しあげます。

半袖Tシャツ
14,850円（綿100%、M～LLサイズ、甲州石班澤）

〈リブレ〉オリジナル洗濯洗剤

各2,860円
（綿・麻・合成繊維用洗剤、各600㎖、香り4種+無香料）

〈エトヴォス〉ミネラルUVシリーズ2022

■本館1階 ジバンシイ
とろけるような魅惑のマーブル リキッド バーム。
カラーとリップケア成分が混ざり合い、つける
たびにすこやかで美しい唇を叶えるマーブル
リキッド バーム。

〈ジバンシイ〉とろけるような魅惑の
マーブル リキッド バーム ■本館2階 婦人雑貨

年齢とともに変化
する体型をカバー
する、寄り添い続
ける『パートナーパ
ンツ』をコンセプ
トに、女性を美し
く魅せる"楽でキ
レイ"な純日本製
福山メイドの上質
なパンツが生まれ
ました。

〈ATSUGI×ARIKI〉パンツフェア
■本館2階 時計サロン

九州最大級の売場面積と豊富な品揃えで
リフレッシュオープンいたしました。

〈ベル&ロス〉リフレッシュオープン
■4月6日（水）～12日（火）
■本館3階 ヒロココシノ
春夏コレクションの
テーマは「MINDSET 
REVOLUTION」。躍動
感のあるプリント柄にイ
エローやレッドを差し
込みエネルギーに満ち
た自由なファッション
を提案いたします。 素材や製法、デザインなど、流行

に左右されない作り手の想い
が込められた服や雑貨などを
国内外のブランド問わずセレク
ト。普段の生活に永く寄り添え
るような“いいモノ”との出会い
をお楽しみいただける空間をご
提供いたします。

横浜のクリーニング店〈LIVRER YOKOHAMA〉
が開発したオリジナル洗濯洗剤。大切な服を
より長く着ることができて、環境にも人にも
やさしい洗剤です。

洗濯ブラザーズがやってくる

オリジナル洗濯洗剤〈リブレ〉を開発した洗濯
ブラザーズの長男・茂木 貴史 氏が来店。間違
いだらけの洗濯術や大切な衣類を守る洗濯
方法を実演交え伝授いたします。

〈ヒロココシノ〉アーリーサマーフェア

初夏のファッションライフを彩るイベントを全館でお楽しみください。

■4月6日（水）～12日（火）
■本館4階
　ウンディッチ・ノーベ

●4月16日（土）午前11時から、午後2時から
参加費無料

■本館5階 紳士服

夏らしい涼やかなペール
トーンを差し色にリラッ
クス感がありながらも
〈ウンディッチ・ノーべ〉ら
しいシンプルでモードな
初夏の着こなしを提案し
ます。

〈ウンディッチ・ノーベ〉
アーリーサマーフェア NEW SHOP OPEN 〈スタンドアップ〉

■4月6日（水）～12日（火）
■新館1階 特設会場
100年の歴史を誇る京友禅工場によるブラン
ド〈パゴン〉。本年はアメリカ・メトロポリタン
美術館所蔵、尾形光琳・葛飾北斎の日本美術の
代表作を〈パゴン〉流にアレンジしました。

〈パゴン〉期間限定ショップ
■4月6日（水）～12日（火）
■新館1階 特設会場
いろいろなスタイルにプラスできるアイテ
ムやコラボ商品など期間限定で取揃えまし
た。ジェンダーや年齢をこえた人たちにお
楽しみいただける、スタンダードなアイテム
をご紹介いたします。

〈フラボア〉期間限定ショップ
■4月6日（水）～12日（火）
■本館6階 プレイフルライフ
植物たちが成長をはじめる季節。テーブルの
上に彩りを添えてくれる、可愛らしい植物を
育ててみませんか。

〈プランツシックス〉植物との暮らし
■4月6日（水）～12日（火）
■本館6階 クラシナ
竹は4～5年で成長し、農薬を使わないこと
から環境に優しい素材として注目されていま
す。現代の暮らしに寄り添う竹の道具たちを
ご紹介いたします。

〈公長齋小菅〉竹の道具展

■4月13日（水）～5月5日（木・祝）
■本館7階 ミキハウス
期間中、新作のバックロゴＴシャツを店舗限定
で先行販売いたします。通常販売カラー（白・
赤・黒）に合わせて、
店舗限定カラー
が大集合。こども
サイズから大人サ
イズまでご用意し
ております。

〈ミキハウス〉バックロゴ
Ｔシャツ期間限定先行販売■4月6日（水）～19日（火）

■全館
この春夏お
すすめのデ
ニムやデニム
を取り入れた
ファッション
コーディネー
トやアイテム
をご紹介いた
します。

デニムと暮らす

※写真はイメージです。 詳しくは井筒屋ホームページをご覧ください。
※110～130cmはお取寄せになります。
※数に限りがございます。

詳しくは
ホームページをご覧ください。
※4月13日（水）公開予定。

13,200円Ⓐバルーンバッグ
10,450円Ⓑデイリーポシェット

4月6日（水）オープニングご奉仕品

※数に限りがございます。

4月13日（水）オープン

Ⓐ

Ⓐ

（36×54×25cm、
35ℓ、2.7kg）

27,500円
Ⓑ

Ⓑ

同時開催：〈ジェフリーキャンベル〉サンプルセール

足圧バランス無料測定会

 旅行用品

〈エスタシオン〉
happyと出会うための靴。履き心
地の良さも大切に考え、熟練した
職人が時間をかけてひとつひとつ
丁寧に作っています。

〈ラビシェ〉
神戸発日本製カラーバリエーション豊富
なローファー。カカトを踏んでバブーシュ
としてもお使いいただけます。

〈ベル・ブランシェ〉
フランス、ベルギーなどから直輸入した
ゴブラン織で華やかな優しい印象のバッ
グやリバティプリントの軽量バッグなど
オリジナリティ溢れる商品を国内生産し
ています。

〈ラヘラ〉
使い込むほどに愛着の湧く素材と作り手
の温もりを感じられるバッグは日常に
そっと寄り添います。

※最終日は午後5時閉場。
本館8階 催場4月6日  　　  11日水 月 6日間

［ 婦人バッグ ］

［ 婦人靴 ］

新規ご登録キャンペーン
小倉井筒屋

●4月12日（火）まで

新規ご登録の方に、〈ロアカー〉クワドラティーニ
（チョコレート・ナポリターナ・ラズベリーヨーグルト・カプチーノ）
のいずれか1点をもれなく差しあげます。
※お一人様1回限り。

ご登録は
こちらから

LINE登録時に配信されるクーポン内容をご確認ください。

4月12日（火）午後7時までの
新規登録の方LINE新規ご登録特典

ご利用いただけます。
有効期限／2022年6月30日（木）まで

5,500円から
4,180円からスニーカー各種

カジュアルシューズ各種
7,700円からビジネスシューズ各種

16,940円Fライト
〈エース〉 7,700円ショルダー

12,320円リュック

〈エース〉

9,790円

パンプス・バレエシューズ
（3cmヒール／5cmヒール、22.0～25.0cm）

※写真はイメージです。

〈スウェイシー（シューズイン神戸）〉
ストレッチ素材が足全体を包み込み、
素足でいるかのような感覚になれる靴。
軽量＆ふかふかアーチクッションで
走り出したくなる靴です。

18,700円Ⓐシューズ
13,200円Ⓑサンダル

〈ジャングラ〉
8,690円Ⓐスニーカー

Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

ⒶⒶ
Ⓐ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓒ
Ⓒ

Ⓒ

8,690円Ⓑサンダル

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

ⒷⒷ

Ⓑ

Ⓑ

Ⓑ

〈フィットフィット〉
14,080円Ⓑサンダル
15,180円Ⓒスニーカー14,080円Ⓐパンプス

〈神戸サブリナ〉

11,000円インポートスニーカー
〈アージレ〉

11,000円インポートスニーカー
〈アージレ〉

7,480円スニーカー
〈ニューバランス〉

3,300円
婦人バッグ各種

限定数303,300円
婦人バッグ各種

限定数30 5,500円
〈フィットフィット〉サンダル

限定数30

3,190円
〈ミッシェルクラン〉スニーカー

限定数100

予告



※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。

美・食館まつり●4月6日（水）～10日（日）●本館地階 美・食館

まで

井筒屋バイヤーおすすめのベストセレクション

使いやすいサイズの
フリルバッグ。
美しいフォルムに、
胸が躍ります。

4月13日㊌～19日㊋
暮らしにiをプラス

小倉井筒屋 本館8階 催場／各階 
※本館8階は、最終日は午後5時閉場。

予告
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https://www.izutsuya-online.co.jp/

カ
チ
ッ井筒屋オンライン

ネットで
カンタン！

〈エレクトロン〉
デンキバリブラシ®2.0+ボディ 217,800円

〈コウスケ イナバ〉パナマハット
（56・58・60cm）27,500円

初登場

〈ラプチャー〉
2WAYトートバッグ
（36×25×14cm、ホワイト・ブラック）
18,920円

バイヤーが厳選した
こだわりの品が好評の「アイプラス」。

今回は、「エンジョイ・アクティブ」をテーマに、
春を楽しむアイテムや長く愛用したい名品の数々、

環境に配慮したSDGsアイテム、話題の美容アイテムなど、
見逃せない商品がいっぱいです。

①全国送料一律　常温495円　クール825円
②井筒屋オリジナル ミニカーネーションと
　母の日メッセージカード付（送料込み商品は除きます。）

オンライン限定 母の日ギフト特典

4月8日（金）1日限り4月7日（木）1日限り4月6日（水）1日限り

4月6日（水）・7日（木）2日間限り

4月9日（土）・10日（日）2日間限り

4月9日（土）・10日（日）2日間限り 4月10日（日）1日限りのご奉仕品

4月6日（水）～8日（金）のご奉仕品

4月6日（水）・7日（木）2日間限り

平常価格の2割引

平常価格の2割引

〈星乃蔵〉日本茶計量販売

平常価格の2割引

〈キョーワズコーヒー〉
コーヒー豆計量販売

1,080円 限定数100〈鮮魚丸福〉中トロにぎり寿司（10貫）

1,080円 限定数50〈努努鶏〉 焼鳥（10本セット） 1,080円 限定数50〈ヤギシタハム〉お楽しみ袋（1袋） 1,080円 各日限定数100〈古市庵〉小粋（1折）

1,080円 限定数100〈西海〉紅鮭切身（中辛、5枚） 1,080円 限定数50

〈旬果健菜フーズメーカー〉 福岡県産他 あまおういちご
（2パック）1,080円 限定数100〈福さ屋〉辛子明太子バラ子（無着色、400g）

108円均一 限定数500〈魚道楽 富惣〉串揚げ全品（1本）

324円 限定数50〈めんテツ〉焼そば（1パック）

2,226円
限定数36

599円 限定数50

（1袋）

1,080円 限定数50

〈えくぼ屋〉
花えくぼ

（4本入） 580円
限定数20

〈四陸〉手巻き
パリパリ春巻き

（360g） 864円 限定数50

〈ヤギシタハム〉黒豚ウインナー
（5枚、1パック） 1,080円 限定数100

※お一人様2折限り。

※お一人様1箱限り。

※5月1日（日）までの承り。

1,080円
限定数20

※お一人様2本限り。

（大8尾） 780円

〈鮮魚丸福〉
インド産他 ブラックタイガー〈とりの河原〉焼鳥セット

※写真はイメージです。

108円均一〈山吹〉天ぷら各種

（1パック）
〈旬果健菜フーズメーカー〉
熊本県産他 デコポン

500円 各日限定数20（1本）
〈山みず季〉だし巻き卵（ネギ）

2,801円 限定数20（3パック）

〈コダマ健康食品〉
醗酵黒にんにく

（1800㎖、1本）

〈三岳酒造〉
三岳

（10本入）

4月7日（木）1日限りのご奉仕品 4月8日（金）1日限りのご奉仕品

4月9日（土）1日限りのご奉仕品

4月6日（水）1日限りのご奉仕品

210円
〈西海〉かれいミリン

（1皿）

〈別邸 藤兵衛〉
刺身盛合せ

（100g）

〈ビバ・ラ・ベジ〉
コールスローサラダ

864円 限定数50
限定数30

（1箱）

〈旬果健菜フーズメーカー〉
大分県産 フルーツトマト

648円（5個入）
〈ヤギシタハム〉ヘルシーフランク

540円 限定数200（1パック）
〈梅の花〉湯葉揚げ

※お一人様2セット限り。
■和洋酒

■和洋酒

※一部除外品あり。

4,686円
限定数36

焼酎3本セット
（桐野・元老院・魔王、各720㎖）

平常価格の2割引
〈お肉の叶家〉〈とりの河原〉〈ヤギシタハム〉対面販売
〈西海〉紅鮭・明太子

486円 限定数200

〈文明堂〉カステラ切落し
（1パック）

4月10日（日）1日限り

880円 限定数100

〈PANYA ASHIYA〉プレミアム食パン
（1斤）

4月8日（金）1日限り 4月9日（土）1日限り

1,944円 限定数80

〈16区〉ブルーベリーパイ
（1個）

10,800円

〈京料理 美濃吉〉
母の日御膳
「優美膳」
（2段重+ご飯×2）

（送料込）

4,104円

博多あまおうの
ミルクプリン&
プリザーブド
フラワー
（ミルクプリン×4、
プリザーブドフラワー×1） （送料込）

4月6日（水）1日限り 4月7日（木）1日限り

1,480円 限定数100

〈エスプリ〉生パイ
（1個） 1,210円 限定数100

〈さかえ屋〉焼きたて なんばん往来
（1箱、6個入）

●4月6日（水）～10日（日）
●本館地階 お肉処 さくら井

〈お肉処 さくら井〉は、おかげさまで15周年。日頃の感謝を込めて特別ご奉仕品を多数取揃えました。
〈お肉処 さくら井〉15周年祭お肉

処 さくら井

お
か

げさまで15
周
年

ANNIVERSARY
15th

2,500円 限定数100

九州産
牛ロースステーキ
（1パック、約160g×2枚）

※お一人様1パック限り。

※割引には一部除外品がございます。

128円 限定20kg
熊本県産 大阿蘇鶏モモ肉
（100g）

半額 限定数20

佐賀県産 佐賀牛肩ローススライス
（解凍品）

980円 限定数100各日限定数150 （5枚）

1,080円九州産 牛肉パック均一セール各種

※お一人様1kg限り。 1,080円 限定数100
九州産 牛モモステーキ
（1パック、約150g）

（1パック）
※一部除外品有り。

880円 限定数50

宮崎県産 霧島ポークヒレブロック宮崎県産 霧島ポークロースとんかつ用
（1本）

598円 限定30kg

九州産 黒毛和牛霜降切落し
（解凍品、100g）

158円 限定20kgみつせ鶏 モモ肉（100g）

よりどり3個1,080円
〈みやこハム〉ハム・ウインナー各種

よりどり5個1,080円
〈大阿蘇ハム〉ハム・ウインナー各種

3割引九州産 牛肉・豚肉売りつくしセール

井筒屋オンラインショッピング

4月6日○～5月8日○

詳しくはこちらから→

H A P P Y  M O T H E R ’ S  D AY

水 日

平常価格の

2割引牛肉対面計量販売 平常価格の

平常価格の

整理券
配付

整理券
配付

午前11時30分からの販売 午前11時30分からの販売

整理券を午前9時30分から
本館1階 正面玄関で配付い
たします。整理券は当日正午
まで有効です。 整理券を午前9時30分から本館1階 正面玄関で

配付いたします。整理券は当日正午まで有効です。

整理券配付

整理券配付

お取寄せスイーツ
■本館地階 エレベーター前
各商品、お一人様2個限り

※交通事情等により入荷が遅れる場合がございます。

整理券
配付

4月6日（水）・9日（土）は午前10時から
本館地階 エレベーター前にて整理券
を配付いたします。整理券は当日午後
2時まで有効です。

〈西光亭〉数量限定販売
■4月6日（水）から販売 ■本館地階 全国銘菓

1,296円どんぐり（くるみのクッキー）（12粒）
※なくなり次第終了いたします。

さっくり食感、ほろりと口どけ、風味豊かなくるみのクッ
キーを可愛いイラストのパッケージでお届けします。

4月6日（水）・7日（木）2日間限り
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