今週の
伊 勢丹 立川店
立川で絵を学び、立川とその沿線エリアを中心に活動する、

昭島に工房を構えるペット革工芸品のアトリエ〈カー

羽村出身の人気作家 SANAさん。羽村動物園のイラストなど

ビンテク〉。お客さまの大切なペットの写真をもとに彫

を手掛ける彼女のオリジナルイラスト

刻を施した、世界にひとつのオリジナル革小物をお作

アイテムをご紹介します。

りいただけます。

〈さなの森〉
期間限定販売

〈カービンテク〉
革小物
オーダーメイド受注会

□5月11日
（水）〜 5月17日
（火）

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火） □伊勢丹立川店 各階

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）
□1階 ペット用品 / ディーテラス

□6階 タオル/キッチン雑貨
エプロン 5,390円

「think good」は、みんなの思いを重ねて、
より良い未来へ向かうための合い言葉。
伊勢丹立川店は2022年を“think good 元年 ”と位置づけ、
人と地域をつなぐ、持続可能な社会で時代をつなぐ、そんなモノやコトをお届けしながら、
未来とつながる「三越伊勢丹の考えるサステナブル」のカタチを発信していきます。

地域とつながる。思いをつなげる。

〈カービンテク〉

ランチョンマット

1,980円

小銭入れ 9,900円から ●キーケース 9,900円から

※裏面への名入れも承ります。 ※お渡しは約3カ月後となります。

Present 期間中、11,000円以上お買いあげのお客さま
に、
キーホルダーを差しあげます。
武蔵村山に工房を構える〈KOMA〉
。木が

日野市で育まれるコスチューム

持つ優しくなめらかな触れ心地を引き出し、

ジュエリー〈ブロッソ〉。金 属

お客さまのお好みに合 わせて作りだす、

加 工 職 人の技と最 新 鋭の設

オーダー家具のご注文を承ります。

備が生み出すジュエリーの世

フェイスタオル

2,750円

界をご紹介します。

〈KOMA〉オーダー家具フェア

期間限定出店
〈ブロッソ〉 〈ブロッソ〉
（水）〜 5月17日
（火）
ブローチ □5月11日

□5月11日
（水）〜 5月17日
（火）□6階 家具

〈KOMA〉isola sofa 808,500円
（幅210 奥行91 高さ61cm・座面高さ35cm）

□6階 ファーレ側モール

各11,000円

2025年までに１億７千万本のペットボトルをリサイクル

お客さまが着なくなった〈ヤッコマリカルド〉の服を回収して選別し、国内

一度役目を終えた廃材に全く別の視点から新しい価値を与え、

するという、
〈ラルフローレン〉の世界的な環境保護

の協力工場で洗って丁寧に染め直す、染め替えによって新たな価値を

資源の循環型社会の実現を目指す、
〈リサイド〉の「Re-Project」
製品。

活動の取組の一環。ともにペットボトルの

生み出すリサイクルプロジェクトです。

リサイクル素材を使った

Present

アイテムです。

内側にはタイヤチューブのゴムを利用し、
滑りにくくお手入れしやすい構造にしています。

期間中、33,000円以上お買いあげのお客さまに、
リサイクル軍手

を差しあげます。

〈リサイド〉POP UP SHOP
□5月11日
（水）〜

〈ローレン ラルフ ローレン〉

5月17日
（火）

ストール 9,900円
（ポリエステル100％/110 160cm）

□5階 紳士雑貨

□3階 ローレン ラルフ ローレン

〈ポロラルフ
〈リサイド〉

ローレン〉

スピンウォレット

アースポロシャツ

19,800円
（ポリエステル100％/

XS 〜 L（USサイズ）
）
□5階 ポロラルフ
ローレン

各10,890円
（牛革 /10.5 8 1cm）

※画像は参考商品です。
〈ヤッコマリカルド〉ブラウス 11,000円
（綿100％/フリーサイズ（M 〜 L）
） □4階 ヤッコマリカルド

豊かなライフスタイルで未来につなげる。

使用済みのフライパンからリサイクル

期間中に〈ミキハウス ホットビスケッツ〉の商品をお買いあげのお客さまに、次回のお買物時にも

したアルミを使って作られた

ご利用いただけるエコ包装として、エコバッグを差しあげます。

フライパン「Y PAN」
をご紹介。

環境負荷軽減につながるエコ包装を推進する〈ミキハウス〉の取組です。

お買いあげの際にはご不要に

承ります。
□5月11日
（水）〜 5月17日
（火）
□8階 呉服 □参加費無料 □随時受付
相談員：伊藤雅子 / 伊藤拓矢

男児：Tシャツ 4,290円
（綿100％/80 〜 120cm）

回収いたします。

に関するお困りごとのご相談を専門スタッフが

きものご相談会

〈ミキハウス ホットビスケッツ〉

なったフライパンを

しみ抜き・寸法直し・コーディネートなど、着物

（綿100％/80 〜 120cm）
ハーフパンツ 4,290円

女児：ワンピース 5,720円
（綿100％/80 〜 120cm）

Y PAN

※エコバッグのお渡しはお一人さま1点限り。
なくなり次第終了とさせていただきます。

5,830円
24cm 6,380円
26cm 6,820円
20cm

〈ミキハウス ホットビスケッツ〉
期間限定 POP UP SHOP

□6階 キッチン雑貨

□5月6日
（金）〜 5月17日
（火）□7階 駅側モール

※諸般の事情により、
営業日・営業時間、
予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。

伊勢丹立川店ホームページはこちらから▶▶▶

必ず事前にホームページを確認してからご来店ください。

都産都消マルシェ

〈メイドイン東京の会〉
期間限定販売

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火） □地階 グローサリー

□地階 フーズマーケット

1% に満たないといわれる東京の自給率。担い手の減る国内農漁業。歴史ある
東京のおいしさで一次産業の発展と自給率向上を目指す〈メイドイン東京の会〉

東京都内で生産された食材を集めて、地産地消ならぬ “ 都産都消 ”を目指す

から、東京ならではの素材を

マルシェを開催。野菜から牛乳まで、東京都発の多彩な味わいをご紹介します。

活用した商品をご紹介します。

A

B

C

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）
□伊勢丹立川店 各階

D

E

〈メイドイン東京の会〉

地域とつながる。
思いをつなげる。

A 東京焼売

もんじゃ焼き粉

910円（280g）

540円（200g）
600円（40g）

E 東京味噌

888円（250g）

□ 5月18日
（水）〜 5月24日
（火）□地階 洋菓子プロモーション
日野市の農地など緑のある風景を
守りたいという思いを込めて、

（1束）
立川市産アスパラガス 378円

生産者の見える新鮮な食材を

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）

270円（1束）

〈日野市 / ネイバーズファーム〉
日野市産カラフルミニトマト 378円
（1 パック）
〈八王子市 / 磯沼ミルクファーム〉みるくの黄金律牛乳

972円（900ml）

〈国立市 / 杉田幹男氏〉
国立市産リーフレタス 270円
（1束）
東京都産ブロッコリー

C 深層海塩 ハマネ

D 東京都産柚子胡椒

〈パティスリー ルパン〉
期間限定出店

〈立川市 / 吉澤農園〉
東京都産かぶ

864円（6粒）

B 東京お好み焼き粉・

324円（1個）

〈国立市 / 佐伯誠三氏〉
国立市産きゅうり 324円
（1袋）

使用し、地域と連携した

□地階 フーズマーケット
味は確かなのに、形が悪い、粒が揃って
いないといった理由で出荷されなかった

〈パティスリー ルパン〉

ものや、栄 養 価を行き渡らせるために抜

ひのたまシュークリーム

かれた「間引き菜」のように生 産 過 程で

ダブルチョコレート

346円（1個）

廃棄されたものなどを有効活用して販売

生産者来店 日野市 / 川名桂さん来店

濃厚カスタード 324円
（1個）

する、野菜保護活動
「ホゴベジ」。今回は

□5月11日
（水）
午前10時〜午後2時

東京産の野菜をご紹介します。※収穫状

その他の生産者来店スケジュールは こちらから ＞

況などにより出品する野菜は変動します。

ビオワイン特集

商品作りを行っています。

ほうじ茶＆あずき 346円
（1個）
キャラメルリンゴ

〈イセタンミート〉
香川県産讃岐オリーブ牛

□5月11日
（水）〜 5月17日
（火） □地階 和洋酒

「贅沢」ステーキ用詰合せ 4,980円
（サーロイン1枚
（160g)・シンシン

化学肥料、除草剤、農薬を使用せずにブドウを育て、手摘みで収穫。2015年

1枚
（120g)・ランプ1枚
（120g)/

ヴィンテージよりビオロジック認証
（EU オーガニック認定）
を取得した、イタリア・

計400g/きざみわさび1 パック付）

トスカーナのワイナリーの赤ワインです。

販売期間：5月11日
（水）〜 5月17日
（火）

A〈イタリア・トスカーナ/イ・ジュスティ・エ・ザンツァ〉

●サイコロステーキ用 30kg 限り

ベルコーレ コスタ・トスカーナ・ロッソ

1,380円（100gあたり）他

3,740円（赤 /750ml）

岡田岳樹氏が

378円（1個）

A

ニュージーランドで手掛ける
ワイナリーから。クリーンな
環境を維持するために有機農業
認定機関
「BioGro」の規定に則った
農法を行って造ったワインは、濃密な
果実味と豊かな酸の旨みが感じられます。
B〈ニュージーランド/フォリウム・ヴィンヤード〉

ソーヴィニヨン・ブラン 4,620円
（白/750ml）

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

〈アンデルセン〉ファーマーズ
ブレッド特集
□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）□地階 パン

広島県にあるアンデルセンファームで育てたりんごの発酵種を
使用し、
「土づくりから食卓づくりまで」をコンセプトに
誕生したパン「ファーマーズブレッド」
。
4月より生地をリニューアルし、翌日もしっとりと
した食感を楽しめるようになりました。

B

讃岐
オリーブ牛
特別販売

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）
□地階 フーズマーケット
瀬戸内の温暖な気候風土の中で育まれる讃岐牛に、
オリーブオイルを作るときに出たオリーブの搾りかすを給餌して育てた「オリーブ牛」
。

「VS すいか」
特別販売

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火）
□地階 フーズマーケット

VS（ビタソイル）
は、繊維質が多い特殊な肥料で健康な
強い土壌を作る農法。収穫まで人為的に水を与えず、
皮目まで甘くシャリ感が強い風味豊かなスイカに育てました。
熊本県産 VS すいか 7,560円
（1玉）

旨みが強く、第11回全国和牛能力共進会で「脂質の質賞」を受賞した、
そのあっさりとした脂身が特徴の黒毛和牛です。

豊かな食で未来につなげる。
〈RF1〉
大豆ミート特集

□5月11日
（水）〜 5月24日
（火） □地階 惣菜
動物性食材を使用せず、
ソイミートや野菜等、植物性食
材のみで作られたサラダタコライス。数種類のスパイスを
使った食欲をそそる味わいのソイミートに、クリーミーな
豆乳チーズが絶妙。ナッツの食感がアクセント。
〈RF1〉
大豆ミートの
サラダタコライス
各日5点限り

〈アンデルセン〉ファーマーズブレッド

（1本）
他
モハベレーズンとくるみのパン 756円

699円
（1 パック）

（諸般の事情により、営業時間、企画内容が変更になる場合がございます。）
〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1/電話042-525-1111大代表/ 22
※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。
※価格はすべて税込です。※標準税率（10%）
と軽減税率（8%）
が
混在しております。
2022

