
※当選発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

期間中、全館にて５,000円(税込)以上お買いあげごとに抽選会応募用紙を

1枚(お一人さま最大５枚まで）差しあげます。ご応募いただいた方の中から

抽選で伊勢丹浦和店お買物券を差しあげます。※期間中のレシート合算可

応募期間

応募場所 １階＝コルソ側玄関(南側）･７階＝アートホール前

11月25日(水)～12月1日(火)

冬の 抽 選 会冬の 抽 選 会
合計

に当たる！

80名さま

3
50名さま

10名さま

1
20名さま

2



11月25日（水）号

便利でお得！伊勢丹STOREアプリ

※店頭にてアプリのクーポン画面をご提示ください。 ※アプリのダウンロード・ご利用に関して、個人情報のご登録は不要です。

すぐに使えるクーポンがもらえる！ アプリ限定情報がいつでも見られる！ 

便利でお得！伊勢丹STOREアプリ

諸般の事情により営業日・営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

浦和レッズ
応援感謝祭
11月25日（水）～12月1日（火）

伊勢丹浦和店＝各階

2階 3階

6階

5階

今週の
おすすめ
クーポン

〈サイボク〉国内産スーパーゴールデンポーク
豚モモ切落し 各日3kg限り 10%増量 
■地階＝フレッシュマーケット

↑ ハンドバッグ各種・
→婦人ショート
ブーツ各種 
5,500円から

©URAWA REDS

婦人靴・ハンドバッグセール
■２階＝ザ・ステージ＃２
最終日7時30分終了22階階

↑ ハンドバッグ各種・

最終日7時30分終了

ハンドバッグ各種・
→婦人ショート

円から

ハンドバッグ各種・

33333階階

55555階階

↑婦人ノーカラージャケット各種 
20点限り 5,500円
■3階＝ザ・ステージ＃3 最終日7時30分終了

↑婦人カシミヤセーター各種 
11,000円（カシミヤ100％/
フリーサイズ（M～ L対応））
■4階＝プロモーション

↓〈西川〉羽毛掛ふとん各種
20点限り 各38,500円
（側地：綿100％、詰物：ダウン90％・
フェザー10％（ウクライナ産
シルバーグースダウン使用）、
1.2kg/150×210cm）
■6階＝西川ショップ「ネムリウム」

→〈近沢レース〉
オリジナルハンカチ
計90点限り 各550円
（約25.5×25.5cm）
■6階＝インテリア

■7階＝〈歌行燈〉〈南国酒家〉〈和幸〉〈アズーリ・クラシコ〉〈麻布茶房〉〈つな八〉〈イセタンダイニング〉〈蕎旬〉〈植むら〉〈寿司清〉
■4階＝〈シェ松尾〉　■3階＝〈アフタヌーンティー・ティールーム〉　■アイプラス1 1階＝〈AGIO〉

→〈センスオブワンダー〉
ベビー用マント 
7,150円（70～90cm）
新生児用カバーオール 
4,565円（70cm）
■6階＝ザ・ステージ＃6

●〈ショパン〉
女児アンサンブル・
男児スーツセット 計30セット限り 
各13,200円（120・130cm）
■6階＝ショパン

→婦人カジュアル
シューズ各種
7,700円から（22.0～24.5cm）
■4階＝カジュアルシューズ

↑〈プーマ〉婦人トレーニングジャケット
6,545円（ポリエステル100％/S～XL）
■5階＝スポーツプロモーション

伊勢丹浦和店は浦和レッズのパートナーです。
一緒に応援してくださっている皆さまへ

感謝を込めて、情熱プライスでお届けします。　

↑婦人カシミヤセーター各種
11,000円（カシミヤ100％/

→婦人カジュアル
シューズ各種

↓〈ビタクラフト〉
片手鍋2.4ℓ
10点限り 15,400円
■6階＝キッチン用品

〈ナルミヤ・インターナショナル〉セール
■6階＝ザ・ステージ＃6 最終日7時30分終了オリジナルハンカチ

550円

→〈センスオブワンダー〉
ベビー用マント

（22.0～24.5cm）
■4階＝カジュアルシューズ

↓〈ビタクラフト〉
片手鍋2.4片手鍋2.4ℓℓ

15,400

→〈センスオブワンダー〉

（70～90cm）
新生児用カバーオール

＝ザ・ステージ＃6

女児アンサンブル・
計30セット限り

（120・130cm）
計30セット限り

6階

4階

赤い服の着用や赤いモノをお持ちのうえ、下記レストランをご利用いただいた方に、ドリンクまたはデザートをサービスいたします。
 ※こちらのサービスをご利用のお客さまは係員までお申し付けください。

その他のレストランフロアでは



赤い特別提供品
★マークの商品の画像はイメージです。 ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

※天候などの影響により、産地変更や入荷しない場合がございます。予めご了承ください。 ※セール品につき、ご進物はご容赦ください。

115×25

たとえば、30,000円（税抜）のバッグをお買いあげで1,500ポイント。
その日のうちから1ポイント=1円として使えます。

エムアイカード プラスは、入会したその日から
5％分のエムアイポイントが貯まります！

詳しくはこちら www.mipoint.jp

エムアイカード プラス
新規入会募集中

※一部ポイント付与率の異なる商品・サービス、およびポイント付与特典除外の商品・サービスがございます。

2020

さいたま市浦和区高砂1-15-1/〒330-0063/電話 048（834）1111大代表/'20
※数量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。

〈イセタンミート〉国産牛モモステーキ用各種 
30kg限り 680円（100gあたり）
〈サイボク〉SGP豚ロース切り身 
3kg限り 518円（100gあたり）
〈鶏三和〉香草美水鶏各種 特別価格
〈日進ハム〉黒毛和牛ローストビーフ（モモ） 
4kg限り 1,188円（100gあたり）

29（日）2020年 最後の肉の日 ■フレッシュマーケット

〈東信水産〉
鉄火丼 30点限り 
540円（1折）
■フレッシュマーケット

〈北野エース〉
北本トマトカレー2個セット 
30セット限り 1,080円
（200g×2）  ■グローサリー

〈魚勢〉福さ屋辛子明太子
（箱入） 各日40点限り 
864円（180g/1箱）
■フレッシュマーケット

〈イセタンミート〉国産牛
モモしゃぶしゃぶ用 各日3kg限り
698円（100gあたり）★
※29日（日）肉の日の販売はございません。
■フレッシュマーケット

静岡県産他フルーツトマト  
各日20点限り 
1,620円（1箱）★
■フレッシュマーケット

30（月）2020年 最後の青果の日 
■フレッシュマーケット

TOPICS

※送料無料とならない商品もございます。
島部にお届けできない商品が一部ござい
ます。

お歳暮ギフトセンター開設中
12月 23日（水）まで 各日7時終了 /最終日5時終了

伊勢丹浦和店7階＝催物場  お歳暮ギフトセンター

〈ジェラートピケ〉期間限定販売
■11月25日（水）～12月1日（火）  ■1階＝ザ・ステージ＃1
着心地へのこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに喜ば
れるアイテムをファッションのスイーツとして表現したルーム
ウェアが、期間限定で登場します。 ※画像はイメージです。 

URAWA marché ～上質で丁寧な暮らし～
■11月 27日（金） ～29日（日）各日7時終了/最終日5時終了   
■7階＝アートホール　
今冬もワクワクするマルシェが始まります。ジャンルを
こえて集う人とモノ。作り手の本物の想いと出会う時間
をお楽しみください。 ※画像はイメージです。 

※全31人の作家の出展日は日替りとなります。 

URAWAスイーツ・パンコレクションvol.8
■11月25日（水）～12月1日（火）  ■地階＝ザ・ステージ＃B1
〈ぎんざ空也 空いろ〉
たいよう 142円（1個）
つき 250円（1個）
●〈メゾンカイザー〉
バゲットモンジュ 303円（1本）

予告〈鎌倉豊島屋〉期間限定販売
■12月2日（水）～15日（火）  ■地階＝菓遊庵
ハイカラな鎌倉の味として親しまれ
る明治生まれの鳩サブレー。サクッ
とした食感に仕上げています。
〈鎌倉豊島屋〉
鳩サブレー 2,160円（18枚入）

〈野村佃煮〉増量販売会
■11月25日（水）・26日（木）  
■地階＝菓子プロモーション
ちりめんくるみ・
ごまわかさぎ・
しばきくらげ・
あさり 各648円
（1パック）

和歌山県産他みかん 50点限り 540円（1袋）
青森県産他サンふじりんご 50点限り 540円（3個）　
和歌山県産他優糖星ミニトマト 
50点限り 432円（1パック）　
岩手県産他生椎茸 20kg限り 162円（100gあたり）　
メキシコ産アボカド 100点限り 216円（1個）

©URAWA REDS

浦和レッズ応援感謝祭
11月25日（水）～12月1日（火） 伊勢丹浦和店地階＝食料品

→〈菓匠 花見〉
サッカーボール
白鷺宝 195円
（1個） ■和菓子

↑〈菓房 はら山〉
浦和レッド大福 
各日30点限り 184円（1個） 
■和菓子

赤い
特別企画品

→〈文明堂〉浦和三笠山 
50点限り 
195円（1個）
■和菓子

↓〈SHIMAHIDE〉
サッカーえびせん 
756円
（7袋入）
■和菓子


