
〈エムズグレイシー〉
〈エムズグレイシー〉定番シルエットのワンピース。通勤な
どのデイリースタイルから、お食事会などのお出掛けスタ
イルまで抜群の着回し力です。腰にあしらったリボンが、
愛らしいエッセンスをプラス。

ワンピース
（ポリエステル95％・ポリウレタン5%、
ニット〈毛100%〉）

45,100円 限定数2

〈ハウス オブ ローゼ〉
もぎたてジューシィ、まるごとシャリッ！“Oh!Baby”の愛称で大人気
の『ボディ スムーザー』から、限定「青りんごの香り」が登場！まるごと
青りんごをイメージした、すっきりさわやかな香りが広がります。ボディ
ソープ／ボディミルクもラインナップ。楽しいボディケアタイムを！

ボディミルク GA（青りんごの香り）

1,650円 数量限定

（無着色・無鉱物油・パラベンフリー・
アルコール〈エタノール〉フリー、200mL）

ボディソープ GA（青りんごの香り）

1,430円 数量限定

（無着色・無鉱物油・パラベンフリー・
アルコール〈エタノール〉フリー、300mL）

ボディ スムーザー GA（青りんごの香り）

1,650円 数量限定

ザラついたボディを、つるりとなめらかに！
“ひじ・ひざ・かかと”など固くなった古い角
質をやさしく取り除くマッサージペースト。
（無着色・無鉱物油・パラベンフリー・
アルコール〈エタノール〉フリー、350g）

期間・数量限定販売

〈レイクアルスター〉

大人気！ブルドッグのぬい
ぐるみです！愛くるしい表情
で、〈レイクアルスター〉人
気柄の生地を使用してお
ります！大きいブルドッグは
お部屋のインテリアにする
と華やかになります。小さ
いミニブルドッグは手のひ
らサイズなので、デスク周
りなどのインテリアやバッ
グのチャームに最適です。

ブルドッグ
ローズ（ブラック）・ローズ（ベージュ）・チューリップ（グレー）

各1,980円 限定数各3

各5,390円 限定数各2

（本体素材：綿）

（サイズ〈大〉：約高さ29×幅38ｃｍ）

（サイズ〈小〉：約高さ13×幅15ｃｍ）

〈マタノアツコ〉
ほっこりする黒猫を筆頭にオータムシリーズも可愛さいっ
ぱいの俣野温子の世界。単なる雑貨としての役割に留
まらず、ひとつのアートとしての魅力もあります。お買物の
必需品にエコバッグやマルチな存在感のある雑貨は気
分が上がります！　

エコバッグ 巾着付

2,750円
（ポリエステル、約36×50cm）

三重ガーゼハンカチーフ

770円
（綿100％、34×34cm）

プリントハンカチーフ

660円
（綿100％、53×53cm）

タオルハンカチーフ

計量コーヒー豆全品

オープニングセール限定トライアルセット

660円
（綿100％、25×25cm）

※写真はイメージです。

〈スウィング〉
配色使いのシンプルアンサンブルニット。シンプルの中に
もデザイン性、エレガント性を兼ね備えた一品、大人の女
性を演出します。

アンサンブルニット

13,090円

（ポリエステル55％・ナイロン20％・
アクリル20％・毛5％）

〈アヴェニュー〉
「時代の求めるカジュアル感」を追及した、軽く・柔らかく・
着心地の良いニット＆ジャージのスタイリングを提案します。

パンツ
（ポリエステル６３％・
レーヨン３４％・ポリウレタン３％、
３６・３８・４０・４２サイズ）

27,500円

ニット
（毛１００％、３８・４０サイズ）

29,700円

コート
（ポリエステル１００％、
３８・４０・４２サイズ）

86,900円

1,620円20％増量

お試しで購入して
いただけるように人
気のストレート・ブレ
ンドコーヒーをセット
にいたしました。

限定数100

（グアテマラ エルインヘルトウーノ〈80g〉、
キリマンジャロ ルカニアラビカ〈80g〉、
モカブレンド〈80g〉、スペシャルブレンド〈80g〉）

※写真はイメージです。

〈キョーワズコーヒー〉10月14日（木）オープン
●10月14日（木）～17日（日）オープン記念●

限定数10

限定数10

限定数10

限定数5

石が外れて使えなく
なったリングやペン
ダント、古くなったデ
ザインのアクセサリー
などをお持ちくださ
い。お好みのデザイン
に生まれ変わります。

Pt.・K18
チェーン切り売り
1cm単位でお好みの長さに
ネックレスやブレスレット、メガ
ネチェーンなどお好みの長さで
お作りいたします。お気軽にご
相談ください。

※いずれも加工代込みの価格です。
※その場で加工させていただきますが、混雑した場合はご予約にて承ます。
※リフォームならびにリメイクは、商品により一部加工できないものもございます。
※下取りはリメイクをご利用いただいた方に限らせていただきます。
※下取りのみの承りはいたしかねますのでご了承ください。

古くなって使わ
なくなったカフ
スボタン&ネク
タイピンもペ
ンダントトップ
に生まれ変わ
ります。

◎10月14日（木）～16日（土）

※最終日16日（土）のオーダー承りは午後2時まで、
　修理・加工品のお渡しは、午後4時までとさせていただきます。

※最終日は午後4時閉場。

各日午前10時～午後6時

THANKSSALE

IZUTSUYA SHOP

〈レイクアルスター〉
WTテサゲ ローズ（ブラック）

各11,000円 限定数各3

WTテサゲ チューリップ（ブラック）
WTテサゲ レディマリー（グレー）
（本体素材：シェニール・レーヨンシェニール、
裏地：ナイロン、ハンドル：牛革、
サイズ：約高さ27×幅28×奥行9cm、290g）

〈美竹〉
婦人パジャマ各種

3,300円
限定数15

〈美竹〉
婦人パジャマ各種

2,200円 限定数15

〈美竹〉紳士パジャマ各種
3,300円 限定数15

〈スウィング〉
デザインコート各種

5,500円
デザインワンピース各種

5,500円

これからも、ごいっしょに。

永年のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、大感謝祭を開催したします。
大感謝祭ならではのお買得品を多数ご用意いたしました。

※写真は全てイメージです。

秋の大感謝祭秋の大感謝祭

ブラックフォーマルアンサンブル
22,000円から

婦人ブラック
フォーマルバーゲン
●10月14日（木）～17日（日）まで

※写真は
　イメージです。

4日間
限り

2021年10月14日㊍号

■営業時間 午前10時～午後8時3日間限り10月14日（木） 16日（土）

お知らせ

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、営業時間を
変更する場合がございます。
詳しくはショップまでお問合
せください。



秋のすいーつフェア

栗本陣（4個）841円

〈太郎庵〉◆福島◆

会津チーズ饅頭
くいっちぃ（5個）

677円

〈榮太樓總本鋪〉◆東京◆

〈榮太樓總本鋪〉◆東京◆

個包装 名代金鍔（1個） 238円

〈泉屋製菓総本舗〉
◆愛知◆

キャラメルくるみチーズナッツ
（10g×10袋） 810円

〈福本工房〉◆鞍手◆

福ちゃん饅頭 
あずき（冷凍、2個） 300円
福ちゃん饅頭 ハーフ＆ハーフ
（冷凍、2個） 360円

マカダミアチーズナッツ
（8.5g×10袋） 810円

日本橋どらやき つぶしあん（1個） 195円
日本橋どらやき 栗（1個） 238円

〈ニュー木村屋〉◆福島◆

くるみゆべし（5個）
651円

フィナンシェ（5個） 702円

焼きティラミス（6個）
972円

メルチーキューブ（4個） 897円

純正バターパウンドケーキ
（キャラメルとりんごのしっとりケーキ）
（1個） 195円

〈ユーハイム〉◆神戸◆

キャラメルリーベスバウム
（7個） 1,296円

〈レスポワール〉
◆神戸◆

①シモサン
　（7本）

1,296円
②ドリカポ（15枚） 1,080円
③レスポワール（24枚〈2枚×12袋〉）

1,080円

〈ねんりん家〉◆東京◆

マウントバーム しっかり芽
（1本） 756円

マドレーヌ（5個） 702円③海鮮風塩だれ（1袋）411円

②甘醤油のあと辛（1袋）
411円

〈かきたねキッチン〉◆大阪◆

①贅沢チーズ（1袋） 411円

ゴディバ  オータム  コレクション  
モンブランクッキー  アソートメント（8枚） 1,296円

〈ヨックモック〉◆南青山◆

シガール（20本） 1,458円
カドードゥロートンヌ
（プティシガール×6本、
プティシガール
オゥショコラ×6本、
サブレマロン×４枚、
サブレパタトドゥース×4枚、
〈4種20枚〉）

1,620円

ドーム 
バームクーヘン 
ショコラ＆マロン
（4個） 1,566円

東京の南青山を本店とする洋菓子メーカー。代表商品のシ
ガールはバターをふんだんに使って焼き上げることでバターの
芳醇な香りと共に、さくさくなのにしっとりとした食感をお楽しみ
いただけます。

1975年の発売以来、お客様に愛され続け年間
販売個数でギネス世界記録を達成した代表商
品です。封を開けた瞬間に広がるアーモンドの
香り。フィナンシェのために作られた北海道産発
酵バターが豊かに香るしっとり芳醇な口どけ。

1969年の創業時から親しまれている焼
菓子です。香りの良い瀬戸内産レモンの
果汁やジャマイカ産とフランス産の２種を
オリジナルブレンドしたラム酒など、豊か
な風味にこだわり、素材を厳選しました。

こだわりの生乳から創られた北海道
産マスカルポーネをたっぷり使用して
じっくり焼き上げた生地に、ひとつずつ
コーヒーシロップを丁寧に染み込ませ
ています。香り豊かなしっとりほろ苦い
味わいが特徴です。

キャラメルペーストを練り込んだや
さしい甘さのバウム生地にビター
な味わいのキャラメルチョコレート
コーティングをまとわせました。

定番の醤油味、柿の種ではめずらしいチーズ味、海の幸。どの素
材にもそれぞれの旨みがあります。
職人のひらめきから、時には偶然から生まれたフレーバーは、レ
ストランで腕を振るうシェフが素材から引き出す旨みがお手本。
３つの旨みからはじまるそれぞれの個性が、いつもの時間をすこ
し特別にいろどります。

キャラメルペーストを練り込んだ生地にキャラメ
ルと相性抜群のリンゴをあわせたしっとり食感
のケーキ。風味のアクセントに使用したラムレー
ズンが全体の味を引き締めます。

キャラメルをコーティングした「くるみ」、８mm角
のダイス状にカットしたチェダーチーズ、丸粒の
アーモンドをミックスしました。 チェダーチーズは
チーズ本来の味や風味をフリーズドライ製法に
て閉じ込めています。

挽割粉にした最上級のもち米を１
年以上寝かせ、こだわりのもろみ
で作った本醸造玉鈴醤油で味付
けをしました。たっぷりのクルミを入
れて長時間蒸し上げた銘菓です。

鞍手で人気の小さな饅頭
屋。冷やしても温めても、
「もちもち食感」が人気の
秘密です。北海道産小豆を使用し、自

家製のこし餡に風味豊かな
大きな一粒栗を入れ、 国産
最上級羽二重粉と白玉粉
を練り、絹の様な透き通った
お餅で包みました。

くいっちぃとは会津の方言で「食
べたい」という意味です。チーズ
がそのまま入った、洋風焼きまん
じゅう。皮にもチーズが入って、香
り豊かなコクと風味が人気です。

マカダミアナッツ、８mm角のダイス状にカットしたチェ
ダーチーズ、丸粒のアーモンドをミックスしました。

クアトロチーズ（４種のチーズ）と卵を使用した濃
厚でやわらかな半熟食感を楽しむことができる
半熟レアチーズケーキです。ワインや紅茶にも
ぴったりな味わいです。

マロンパウダーを練りこんだホワイトチョコレー
トを、マロンペーストを丁寧に練りこんだラング
ドシャ生地でサンドした、限定のGODIVAモ
ンブランクッキーと、定番のダークチョコレート
クッキーを詰合せました。サクッとした口あたり
と風味豊かなチョコレートのハーモニーをお楽
しみください。

ベルギー産のチョコレートと発
酵バターを練りこみ、しっとりと
焼き上げたキュートなドーム型
のバームクーヘン。

〈シーキューブ〉◆神戸◆
1987年に誕生した「C³（シーキューブ）」。その名前は、代表商品
でもあるティラミスを創る、コーヒー（Coffee）、チーズ（Cheese）、
カカオ（Cacao）の3つのCに由来しています。人 を々ハッピーにで
きるお菓子づくりを目指しています。

井筒屋ショップが
おすすめする、
美味しいスイーツを
取揃えました。

① ② ③

①
③

②

1926年にブリュッセルにて創
業、世界で愛されるプレミアム
チョコレートのブランドです。トリュ
フやプラリネ、焼き菓子、アイスク
リームなど、チョコレートの魅力を
活かした製品とともに、プレミアム
なチョコレート体験をご提案して
まいります。

銀座に本店を構える日本うまれ
のバームクーヘン専門店。

〈ゴディバ〉

① ② ③

〈アンリシャルパンティエ〉◆神戸◆
スイーツで、一人でも多くの方に「幸せ」「喜び」「驚き」を。全国の
百貨店を中心に抜群のブランド認知を誇る、大切な日の大切な
人への贈りものに選ばれるブランドです。

〈東京ばな奈ワールド〉
◆東京◆
『東京ばな奈』から
始まったスイーツ
ブランドです。

東京ばな奈「見ぃつけたっ」
（4個） 540円

〈茅乃舎〉◆福岡◆
自然食の店〈茅乃舎〉の料理長が、厳選した四種類の国
産素材を配合し、ご家庭で使いやすく仕上げました。水か
ら入れて、沸騰してから２～３分煮出すだけ。ご家庭で本格
的なだしが手軽にとれます。

〈柳川ツルみそ〉
柳川みそ（各1kg） よりどり3個 1,080円

〈福寿園〉
銘茶（各100g） よりどり3品 1,080円

◆麦　◆米　◆合わせ

◆八女煎茶  ◆八女白折  ◆知覧煎茶  ◆嬉野煎茶

① ② ③

①茅乃舎だし（8g×30袋〈240g〉）
1,944円

②茅乃舎 野菜だし（8g×24袋〈192g〉）
1,944円

③減塩 茅乃舎だし（8g×27袋〈216g〉）
1,944円


