スペシャルウィーク 2月6日（水）〜12日（火）

特別奉仕市
2倍ポイント

2019

※最終日12日
（火）
の7階催事場は午後6時閉場

<平成最後の友の会特別企画> 平成31年の
平成最後のお買得セット

5セット限り

<シャルル・ジョルダン>バッグ2本・財布1本

※サイズ・色・形不揃い

フィスラースペシャルセット

310 円均一

31,000 円

IH対応 ドイツ製
（セット内容）
・圧力鍋コンフォートプラス2.5L（白米3合）
（音の静かなスプリング式・二段階圧力調節設定＋スチーム機能）
・パリシリーズソースパン16cm（フタなし）満水2.3L
（保温性・耐久性に優れています）
・マルチピーラー （手に馴染むハンドルのないデザイン）

Ptダイヤモンド 1点限り
一文字リング ［鑑定書付］

数量限定

婦人パジャマ

D-1.05ct（0.20ctupX５）
allFカラー，
Sl2，
EX，
H/C

3,100 円

特別ご提供品

30個限り

婦人帽子

総額
100,000円相当

“31” 特集

3セット限り 60,480円相当

310,000 円

31,000 円
<ミヤコーヒー>

シングルドリップ0.4L
サイズ 15.1×15.3×9.7cm
本体はサビにくく、衛生的なステンレス製
一杯分のコーヒーをドリップするのに最適な
サイズです

1点限り

Pt1ctダイヤモンド
プチネックレス

Ptブラック 1点限り
オパールリング

10個限り

D-1.04ct，
l,l1,VG

BO-1.11ct，
D-1.09ct

310,000 円

310,000 円

フランス産ホワイトダックダウン&
軽量側地使用。
<東京西川>羽毛掛ふとん

<東京西川>

あったか掛ふとんカバー

10枚限り

3,100 円

柄

東京西川製<有名ブランド>

高級羽毛肌掛ふとん

150×210cm
側地／綿70％・ポリエステル30％
詰めもの／ダウン93％・フェザー7％
（1.2kg）
〈ユニステークキルト加工〉
※色はブルーのみです

【メーカー協賛品】

150×210cm
日本製
側地／絹100％
詰めもの／アイダーダウン95％・
その他羽毛5％（0.3kg）

2枚限り

31,000 円

○
メ 54,000円の品

3,100 円

各

アイスランディックアイダー
ダウン&絹100％側地使用。

日本製

150×210cm
表生地／綿100％
裏パイル／綿100％

各4,320円の品

メ 648,000円の品
○

310,000 円

友の会奉仕市期間中 特別ご提供品
<ドウシシャ>しゃべる地球儀
パーフェクトグローブ
HORIZON

秋冬アイテム

60％OFF

（※現品限り、指定商品に限ります）

〈レディース マックレガー〉

6,480円

シャツ

15,120円の品

6,048円

6.5インチ 片面ピロートップマットレス&抽出付

高さ6.5インチ(約17ｃｍ)、
コイル線径1.9ｍｍのポケットコイルを使用。
程よい安定感とクッション性が快適な寝心地を演出します。

シングルサイズ(W98×L207×HB85×MH52.5cm)

（5歳〜）
専用ペンでタッチする
と地球儀がしゃべります。
世界の国々のあらゆる
情報が満載です。
27,000円の品

（例えば）
シャツ
16,200円の品

<シモンズベッド>シェルフ35

セミダブルサイズ

210,000円

(W121×L207×HB85×MH52.5cm)

230,000円

2台セットで更にお買得です S+SD（２台で）350,000円

21,600円

370,000円

S+S（２台で）

ロシア産マザーホワイト
グースダウン93％&
軽量側地使用
<マクスゼン>コンパクト電気圧力鍋
21×23×22.5cm 100V 50/60Hz
調理容量1.3L/満水容量2.0L
煮る・蒸す・焼く・発酵 簡単操作で
本格調理。ボタンを押すだけ！
火加減の調整不要！保温機能付
6個限り

17,064円の品

色絵花鳥紋
おもてなし
セット

10個限り
7,020円の品

うれしいことがいっぱい

1,000 円割引クーポン券プレゼントのご案内
期間中 2月6日
（水）
〜12日
（火）1会計 5,000円以上お買上げいただいたお客様に
［食料品を除く］
売場で使える

1,000円割引クーポン券

［1,000円割引クーポン券の有効期限］

2月6日（水）〜2月28日（木）

※井上本店・アイシティ21店・ライフ井上穂高店にて食料品を除く全ての売場でご利用いただけます。
（ただし一部除外品がございます。
）
※クーポン券ご利用のお買上げにつきましては友の会ポイント集計の除外となります。※他のクーポン券・期間限定お買物券との併用は
できません。
【対象外商品】
食料品・物産展・催事・金券・ギフト券・たばこ・チケット類その他特定指定商品

2月6日(水)〜12日(火)

井上友の会
スペシャルウィーク特別企画

※最終日午後4時閉場

C TEZUKA PRODUCTIONS
○

粗品 をプレゼント！

下取りキャンペーン 2月6日（水）〜12日（火）

期間中、
ご不用の靴・衣料品を下記の対象売場にお持ちいただくと
「下取りクーポン券」
とお引き換えいたします。
お一人様

〈1F 婦人靴売り場〉2点まで
下取り対象商品

婦人靴

下取り1足につき1,000円分クーポン券
をお渡しいたします。
税込8,640円以上の婦人靴1足お買上げにつき1枚
（※小物は対象外となります）
ご利用いただけます。

〈4F 紳士服売り場〉

下取り対象商品

紳士

お一人様

2点まで
スーツ・
ジャケット・コート

下取り1着につき5,000円分クーポン券
をお渡しいたします。

税込43,200円以上のスーツ・ジャケット・ブルゾン・コート
お買上げ1着につき1枚ご利用いただけます。

下取りクーポン券は下取りを承った売り場でのみご利用でき、
有効期間は2月28日(木)までとなります。
期間限定お買物券・他のクーポン
券との併用はできません。
また、
友の会ポイント集計除外となります。
下取りをした商品は井上が責任を持って処分させていただきます。

「手塚治虫版画展」 （東ホール） 第4回「平野俊一日本画展」
“モフモフ”のにゃんこ&わん
この、愛らしく微笑ましい一
瞬をとらえ、
作家の優しい想
いが込められた新作展を
開催いたします。
みなさまの
出会いと癒しになりますよう
ご案内申し上げます。今展
では特別にペットの絵を賜
ります。
お気に入りの写真を
数点お持ちください。

期間中、井上友の会ご入会のお客さまに

<入場無料>

（西ホール）生誕90周年記念

漫画の神様として今なお絶大な人気
を誇る手塚治虫。生誕90周年を迎え、
代表作「鉄腕アトム」
「ジャングル大帝」
「ブラックジャック」などの限定版画に加
え、本展では手塚アニメの原画、作画
を担当した小林準治氏の描いた色紙
作品も展示販売いたします。
どうぞ懐かしのヒーローやヒロインとの
出会いをお楽しみくださいませ。

100,000円

当店でお買い上げいただいたものに限らず、
状態・ブランドにかかわらず下取りいたします。

を進呈いたします。

クーポン券は有効期限内に一つの売場で税込8,640円
以上のお買物につき1枚ご利用いただけます。

6枚限り
○
メ 216,000円の品

5,616円

新規ご入会キャンペーン

のご案内

150×210cm
詰めもの／ダウン93％・フェザー7％
（1.2kg）
〈ソリッドステークキルト加工〉

日本製 IH対応（レッド）
沸騰をハーモニカの音でお知らせ

10,800円

13,651円

高級羽毛掛ふとん
（柄込）

ステンレスハーモニカ
ケトル 2.3ℓ

<深川製磁>

日本製

<東京西川>

<クックベッセル>フィーカ

3セット限り

井上本店で2,000円以
上お買い上げいただき
ますと、下記契約駐車場
にて2時間の無料駐車
サービスをいたします。

「ねむいねこ」
日本画10号

※広告掲載価格には消費税が含まれております。※比較対照価格は当店平常価格です。※本紙は再生紙を使用しております。※限定商品もございますので売り切れの際はご容赦下さいませ。

