
※イベント・フェアの内容は、予告なしに変更・中止の場合がございます。予めご了承ください。

〈ペットショップ ジョーカー〉 パピー1泊2日コース半額キャンペーン ■2月1日（金）～17日（日）   カービングテク立体革肖像の展示即売会 
■2月8日（金）～10日（日）   冬のわんにゃんフェア ■2月8日（金）～24日（日）   パピーパーティー ■2月10日（日）   お手入れ教室 ■2月12日（火）  
ふれあい体験会 ■2月17日（日）   ミュッターカタログ撮影会 ■2月23日（土）   キッズトレーナー入門コース・どきどきコース ■2月24日（日）
※開催時間・参加費・ご予約方法などくわしくはお問い合わせください。 ■10階＝ペットショップ ジョーカー  電話048（646）2456〈直通〉

〈盆栽 清香園〉 盆栽つくり体験教室 ■2月4日（月）午後、12日（火）午前・午後、15日（金）午後、18日（月）午後、20日（水）午前、24日（日）午後、26日（火）午後
■午前の部：10時30分～正午、午後の部：午後2時～ 3時30分  ■参加費：7,560円  ■各回先着5名さま  ※開催時間・参加費・ご予約方法などくわしくはお問い合わせください。
■10階＝盆栽 清香園  彩香盆栽教室 電話0120（464）870

そごう大宮店 イベントインフォメーション 2019.2

鮭の日 ■地下1階=𠮷川水産
鶏の市 ■地下1階=柿安

魚卵の日 ■地下1階=𠮷川水産
豚の市 ■地下1階=柿安

毎週月曜日 毎週火曜日 毎週水曜日 毎週木曜日 毎週金曜日

刺身バイキング ■地下1階=𠮷川水産
切り落としの日 ■地下1階=柿安

漬魚の日 ■地下1階=𠮷川水産
ハンバーグの日 ■地下1階=柿安

秩父野菜直送市 ■地下1階=グリーンワールドハーベスト丸山 地場野菜直送市 ■地下1階=グリーンワールド
毎週月曜日・水曜日・金曜日 毎週火曜日・木曜日・土曜日

羽田市場鮮魚直送市 ■地下1階=𠮷川水産
すき焼きの日 ■地下1階=柿安

寿司の日 ■地下1階=𠮷川水産
ステーキの日 ■地下1階=柿安

野菜98円均一 ■地下1階=グリーンワールド
干物の日 ■地下1階=𠮷川水産
ローストビーフの日 ■地下1階=柿安

ワイン飲み放題
■午後5時～ ■地下1階=酒売場
■お一人さま1,300円（1時間コース）

毎週土曜日 毎週日曜日

ヨガ教室
■①午前9時30分、②午前11時（各回60分）
■定員：各回14名さま（要予約）
■参加費：1,000円 ■6階＝スポーツ売場
電話048（657）7267〈直通〉

イニシャル刺繍サービス
お買い上げのハンカチ、タオルハンカチに
イニシャル刺繍をお入れいたします。
■随時受付 ■費用：100円（1点につき）
■お渡し時間：約15分（1点につき）
■6階=紳士洋品売場

韓国コスメ期間限定ショップ
「LOVELY COSME」
■7月31日（水）まで
■2階＝特設会場

バレンタイン
ハッシュタグキャンペーン
Twitterでそごう大宮店の公式アカウント
をフォローして「＃そごう大宮店チョコパラ」
をつけてツイートした画面をご提示いただ
いた先着1,000名さまにレオニダス マノン
カフェ（1個）をプレゼント。
※なくなり次第終了。
■2月14日（木）まで
■7階＝催事場内 特設カウンター

貼るピアス販売会
■1月30日（水）～2月12日（火）
■1階＝洋品小物売場

花畑牧場 生キャラメル＆
チーズ販売会
■2月13日（水）～20日（水）
■2階＝特設会場

髙木屋老舗 
草だんご販売会
■2月15日（金）～19日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

麻布あさひ「にわとりの日
セール」（毎月28日） 
焼き鳥全品20円引き
■地下1階＝惣菜売場

BLACK IRIS（ブラック アイリス） ミニライブ
■①午後1時 ②午後3時 ■観覧自由 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

日下部春喜のクラブ相談会
■2月2日（土）・17日（日）■各日午前11時～午後5時
■参加費：無料 ■6階＝ゴルフ売場
■要予約 電話048（631）0521〈直通〉

ハイネットウイッグお手入れ会
■午前10時～午後5時 ■2階＝化粧品売場

パッチワークレッスン
■午前10時30分～午後12時30分
■参加費：1,620円（1回レッスン料）
※材料費別途 ■5階＝ホビーラホビーレ
■要予約 電話048（783）3078〈直通〉

ニットレッスン
■2月5日（火）・9日（土）・12日（火）・
19日（火）・23日（土）・26日（火）
■午前10時30分～午後12時30分
■参加費：1,620円（1回レッスン料）
※材料費別途 ■5階＝ホビーラホビーレ
■要予約 電話048（783）3078〈直通〉

マジカル・パンチライン ミニライブ
■①午後1時 ②午後3時 ■観覧自由 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

オーダーメイドインソール受注会
3Dシステムによる足の無料測定・解析をいたします。
■2月2日（土）午前11時～午後5時
2月3日（日）午前10時～午後5時

■参加費：無料 ■6階＝スポーツシューズ売場

さしこレッスン 
■午前10時30分～午後12時30分
■参加費：1,620円（1回レッスン料） ※材料費別途
■5階＝ホビーラホビーレ ■要予約 電話048（783）3078〈直通〉

「将棋×睡眠」
～将棋の魅力と眠りについて語る～
プロ棋士による将棋の魅力、対局前の過ごし方、集中力の源、睡眠に
まつわること、ムアツふとんの使用感などを盛り込んたトークショー。
■午後2時から（約45分） ■7階=特設会場

レジュフラワー雑貨のワークショップ
■①午前11時 ②午後1時 ③午後3時■定員：各回5名さま 
■参加費：押し花両面ミラー2,000円 押し花パスケース2,500円
（材料費込） ■要予約 ■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ
■電話048（657）7308

ペタペタ焼き絵
■2月9日（土）・10日（日） ■各日午前11時～午後4時
■参加費：648円（材料費込） ■5階＝玩具売場

話題のひきしめ美顔器
NEWAリフトプラス体験・販売会
■2月20日（水）～22日（金）
■各日午前10時～午後5時
（最終受付午後4時）
■2階＝化粧品売場

エスティ ローダー限定モチーフ
モノグラミングサービス
お買い上げのリップスティックに蝶の刻印
をいたします
■2月15日（金）～17日（日）
■2階＝化粧品売場

RMKメイクアップレッスン
■2月9日（土）・10日（日）■参加費：無料 ■2階＝化粧品売場

コスメ無料TRY＆特別レッスン
人気ブランドのメイクセットをご自由にお好きなだけお試しいただけ
ます。
■2階＝化粧品トリートメントルーム
■要予約 電話048（657）7231〈ソゴウキレイステーション〉

ひな人形販売会
■2月28日（木）まで
■7階＝特設会場
※会場が変更となる場合がございます。

横浜馬油商店販売会
肌トラブルや美顔、美肌づくりにお使いく
ださい。
■2月20日（水）～26日（火）
■1階＝洋品小物売場

コートクール
ブラウニー販売会
■2月4日（月）～14日（木）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

ガトーフェスタ ハラダ販売会
■2月3日（日）まで
■2階=大宮駅側入口 特設会場

刺繍レッスン ■2月3日（日）・8日（金）・17日（日）・
22日（金） ■午前10時30分～午後12時30分 ■参加費：1,620円
（1回レッスン料） ※材料費別途 ■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078〈直通〉

クリフメイヤー
期間限定販売会
元気な男の子にピッタリの動きやすく、お
しゃれなカジュアルウェア。
■2月6日（水）～20日（水）
■5階＝特設会場

プレママ相談会
帝王切開カウンセラーによる講座です
■2月10日（日） ■午前10時30分～午後12時00分
■定員：10名さま
■参加費：無料
■5階＝ベビー用品売場
■要予約 電話048（657）7340

平安式舞提琴隊 ミニライブ
■①午後1時 ②午後3時 ■観覧自由 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

ミキハウスプレママ・プレパパ
セミナー 出産準備相談会
■①午前11時から ②午後2時から（各回約90分）
■定員：各回2組さま（要予約） 
■参加費：無料 ■5階＝ミキハウス
電話048（646）2268〈直通〉ジュエリーリメイクフェア

思い出の大切なジュエリーが新しく生ま
れ変わります。
■2月20日（水）～26日（火）
■3階＝アクセサリー売場

リヒト ハンドメイドアクセサリー
販売会 ■2月20日（水）～26日（火）
■1階＝洋品小物売場

フリカケ≠ぱにっく ミニライブ
■①午後1時 ②午後3時 ■観覧自由 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

京はやしや・ヒビヤカダン
「バレンタイン」ボックスフ
ラワーアレンジとおいしい
お茶の淹れ方教室
■午後2時から（約90分）
■参加費：3,000円
■9階＝京はやしや
■定員6名さま（要予約）
■電話048（782）8857〈直通〉

公式ジャニーズグッズの
中古販売 ジャニランド
■2月10日（日）まで
■8階＝三省堂書店　特設会場

ビーズをならべて
バレンタインモチーフをつくろう
■午後2時～3時 ■参加費：500円 ■5階＝ボーネルンド

ランドセルリメイク
お使いにならなくなったランドセルを
手帳や財布にリメイクいたします。
■随時受付
■お渡し期間：約2ヵ月
■6階＝紳士雑貨売場
※価格は店頭でご確認ください。

コムサフィユ ネーム刺繡サービス 
■2月1日（金）～4日（月） 
■5階＝こども服売場

バレンタイン
ハンカチセンター
バレンタインギフトにおすすめのハンカチ
が勢ぞろい。
■2月1日（金）～14日（木）
■6階＝特設会場

ミラ・ショーン
期間限定セール
■2月1日（金）～7日（木）
■4階＝特設会場

スマイルゼミ体験会
テレビＣＭでおなじみのタブレット型
学習システムの体験会です。
■2月2日（土）・3日（日）・
9日（土）～11日（月・祝）・16日（土）・
17日（日）・23日（土）・24日（日）
■5階＝特設会場

節分恵方巻販売会 
老舗料亭の恵方巻をはじめ、海鮮巻きや肉巻きなどバラエティ豊か
に取りそろえました。 ■地下1階＝惣菜売場

魚久販売会
人気の京粕漬けを特別お取り寄せ。
■2月6日（水）～12日（火） 
■地下1階＝セブンプレミアム前 特設会場

イラストレーターゆの ライブペイント
■午前10時30分～午後12時30分 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

〈埼玉〉力士試飲販売会
〈福島〉人気一試飲販売会
■2月9日（土）・10日（日） 
■各日午前11時～午後7時
■地下1階＝酒売場

〈山形〉東光試飲販売会
南アフリカワイン試飲販売会
■2月16日（土）・17日（日）
■各日午前11時～午後7時 ■地下1階＝酒売場

泉屋東京店
マイクッキー販売会
■2月20日（水）～26日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

〈青森〉桃川試飲販売会
イタリアワイン試飲販売会
■2月23日（土）・24日（日）■各日午前11時～午後7時
■地下1階＝酒売場

もとはし屋 昔ながらの
あんドーナツ販売会
■2月21日（木）～26日（火）
■2階＝特設会場

キャラバンコーヒー販売会
■2月15日（金）～26日（火）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

フランスワイン試飲販売会
■2月9日（土）～11日（月・祝） 
■各日午前11時～午後7時
■地下1階＝酒売場

お子さまバレンタインメイク
＆ヘアアレンジイベント
■2月9日（土）■午後1時～3時30分
■5階＝こども服売場 特設会場
■参加費無料

クリエイターズ雑貨販売会
■2月9日（土）・10日（日）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

チョコレートパラダイス ショコラティエ来店 ■7階＝催事場
■2月2日（土） 午後1時から 〈ヴェストリ〉ダニエーロ・ヴェストリ氏
■2月6日（水） 午後3時から 〈ヴァンデンダー〉エルマン・ヴァンデンダー氏
■2月10日（日） 午後2時から 〈クリオロ〉サントス・アントワーヌ氏
※都合により変更または中止となる場合がございます。

京はやしや日本茶セミナー
■2月4日（月）・18日（月）・25日（月）
■各日午後2時（約60分）
■参加費：2,000円
■9階＝京はやしや
■定員4名さま（要予約）
■電話048（782）8857〈直通〉

ベーカリー販売会
■2月8日（金）～12日（火）
■2階＝特設会場

5

12

26

7

21 

28

8

22

9

23

10

24

11

2 31

4

25

6

13

27

satmon tue wed thu fri sun

19

14 15 16 17

18 20

建国記念の日

立春

節分

バレンタインデー




