
北陸新幹線福井県開業までいよいよあと1年。新幹線を学び楽しむ特別企画が満載

■3月3日（金）～3月26日（日）

福井市×西武福井店　北陸新幹線福井県開業1年前イベント

西武福井店 北陸新幹線FUKUIミュージアム

※新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種催しやサービスの
中止や延期、商品の入荷遅延や販売中止、価格変更が発生する場合がございます。くわしくは西武福井店ホームページをご覧ください。
※数量に限りの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。※表示価格は本体価格に１０％の消費税額を加えた「お支払
い総額（税込価格）」となっております。酒類を除いた飲食料品は、本体価格に８％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」と
なっております。ただし、レストラン、店内のテーブル、イス、カウンターでご飲食される場合は１０％の消費税率となります。※掲載商品に
は、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどアレルギーの原因といわれる原材料を含んでいる商品がございます。※交通事情、天候な
どにより商品の変更、または販売中止となる場合がございます。

会期中は休まず営業いたします。
営業時間：午前10時～午後7時30分／8階＝レストラン［ダイニングスクエア］：午前11時～午後10時

西武福井店 郵便番号910-8582 福井市中央1-8-1 電話0776(27)0111大代表

クラフト感と個性的なデザインで大
人気の「エスタシオン」。カラフルでか
わいいシューズ、バッグを期間限定で
ご紹介。

1階＝特設会場

エスタシオン
期間限定販売会

■3月22日（水）～28日（火）
※最終日は午後5時閉場 ユニークな柄やカラフルな色彩のネ

クタイの数々が、おしゃれを演出。個
性的なデザインがスーツスタイルの
アクセントに、パーティーシーンにも
ぴったりです。

2階＝紳士服特設会場

giraffe（ジラフ）

期間限定販売会

■3月8日（水）～28日（火）

歩きやすい、疲れにくいワコールの
「サクセスウォーク」のサンプルを期
間限定でご用意し、予約販売させてい
ただきます。

3階＝ワコール

「サクセスウォーク」
予約販売会

■3月2日（木）～9日（木）

熱伝導に優れたル・クルーゼのフライ
パンやお鍋を実演を交えてご紹介い
たします。

5階＝キッチン売場

ル・クルーゼ
実演販売会

■3月12日（日）・13日（月）
　各日午前11時～午後5時

対象商品のお買いあげで配送料・設置
料が無料になります。

5階＝寝具売場〈エアウィーヴ〉

新生活応援フェア

■5月7日（日）まで
春の新生活をサポートする寝具をご用
意いたします。西川ショップカード会員
限定で枕・羽毛掛けふとんを10%OFF
※%OFF表示は2023年1月下旬以降の当店通常価格からの割引率です。

5階＝寝具売場〈西川〉

新生活フェア

■3月15日（水）～31日（金）

暮らしを彩る国内外のインテリアブ
ランドをご用意いたしました。

6階＝催事場

家具・インテリアフェア

■3月23日（木）～27日（月）
※最終日は午後5時閉場

トラベルバッグからこだわりビジネス
バッグまで、幅広くご紹介いたします。

お取り扱いブランド：FUJITAKA・ペッ
レモルビダ・ACE GINE・PROTECA・
TR ION・ARTPHERE・ULT IMA 
TOKYO・OROBIANCO など

2階＝紳士雑貨売場

春のバッグフェア

■3月8日（水）～28日（火）

“NON-CONCEPTがCONCEPT”年齢
や性別、シーンに囚われない、自由な
発想とクリエーションが散りばめら
れたハット、ハンチング、キャスケッ
ト、キャップなどを展開いたします。

2階＝紳士服特設会場

SENCE OF GRACE
（センスオブグレース）

期間限定販売会

■3月24日（金）～4月10日（月）

■3月23日（木）～31日（金）
■１階・４階＝化粧品売場、e.デパート（化粧品）
会期中、化粧品売場またはe.デパート（化粧品）にて、クラブ・オン／ミレニアムカード セ
ゾンのクレジットでのお支払い（「アプリ払い」含む）1,000円（税込）につき、永久不滅ポ
イントが2ポイント（通常1ポイント）貯まります。
※一部除外となる売場・商品・お支払い方法（各種バーコード決済など）がございます。※加算ポイントは
2023年6月お引き落とし分のご利用明細にてご確認いただけます。※e.デパートでは、「クラブ・オン／ミ
レニアムカード情報」の事前登録が必要です。くわしくは西武・そごうの公式ショッピングサイトe.デパー
トにてご確認ください。

クラブ・オン／ミレニアムカード セゾン会員限定

会期中、対象売場でのお買い物で化粧品サンプルや
無印良品のお菓子が当たるガチャにご参加いただ
けます。

■3月3日（金）～28日（火）
■1階＝婦人雑貨売場、3階・4階＝婦人服売場

新生活・春のファッションを応援！特別販売会

春のだるま祭り春のだるま祭り
■3月1日（水）～31日（金） ■各階＝対象売場

春のオトクや創業95周年の特別イベントがいっぱい

北陸新幹線実物大車両の
フォトスポットと学びのパネル展
■3月3日（金）～26日（日） 
■2階＝公開広場
北陸新幹線実物大車両のフォトス
ポットが登場！また北陸新幹線のこ
とが勉強できるパネル展も開催。
※北陸新幹線フォトスポットは3月7日（火）～3
月26日（日）まで。ただし3月17日（金）～20日

（月）の展示はございません。

長野県から３市町が出店！

ＴＨＥ軽井沢・小諸・御代田グルメ
■3月5日（日）午前10時～午後4時■2階＝公開広場

企画❶ グルメふるまい 
■開催時間：①午前10時30分から②午後2時から
3市町から特産品が集合！ ※ふるまい、商品販売はなくなり次第終了

［軽井沢町］いちご、いちごシロップ
［小諸市］ワイン　［御代田町］コーヒー

企画❷ プレミアム抽選会 ※賞品がなくなり次第終了

アンケートにご回答いただくと、抽選会にご参加いただけます。
抽選でホテル商品券やスキーリフト券、特産品などが当たる
チャンス！参加賞で3市町のノベルティをプレゼント。

企画❸ 観光案内＆写真展　
主催：軽井沢町、小諸市、御代田町
3市町の自治体職員が、各市町に関する質問やご相談を伺いま
す。 ※旅行予約の手続き等はできかねます。

北陸新幹線段ボールアート
北陸新幹線福井・敦賀開業記念

「『地味にすごい、福井』のお国自慢サラ川」
入賞作品展示
■3月6日（月）～26日（日） ■8階＝特設会場
北陸新幹線のダンボールアートのほか、「サラっと一句！わたし
の川柳コンクール（サラ川）」を主催する第一生命保険株式会社
福井支社と県が、2024年春の北陸新幹線福井・敦賀開業を記念
し初めて企画した「『地味にすごい、福井』のお国自慢サラ川」入
賞作品を展示。また、新幹線で来福される観光客に向けておもて
なしの取り組みを実践する「おもてなし宣言291」参加企業・団
体をご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　協力：福井県

『はじめてのかがやき』～北陸新幹線福井・
敦賀開業1年前記念ドラマ写真＆衣装展
■3月3日（金）～26日（日） ■8階＝特設会場
福井県とFBC福井放送共同製作の北陸新幹線福井・敦賀開業 1 
年前を記念したショートドラマ『はじめてのかがやき』の写真＆
衣装展を開催。ドラマの撮影風景写真やメイキング映像の放映、
ドラマで使用した衣装を展示。

主　演：本田響矢・坂川陽香（AKB48）
ゲスト：大和田伸也・津田寛治・高橋愛・
　　　　他オール福井キャスト
FBC他、Tver、Huluで全国配信
協　力：福井県、福井放送（株）

新幹線クイズラリー
■3月3日（金）～26日（日） 
■プレゼント会場：1階＝総合案内所
会期中、西武福井店内4ヵ所に仕掛けられた北陸新幹線クイズ
に挑戦いただき、全問正解でもれなく、北陸新幹線モチーフのお
菓子をプレゼント。さらに抽選で20名さまに西武百貨店商品券
3,000円相当をプレゼント。
※西武百貨店商品券は応募抽選となり後日発送をもって当選発表とさ

せていただきます。

新幹線ワークショップ
■3月18日（土）・19日（日） 
　各日午前10時～午後6時
■1階＝特設会場　■参加費無料
北陸新幹線の缶バッジづくりをお楽しみいただけます。

福井の鉄道フェア
■3月25日（土）・26日（日） 
　各日午前11時～午後5時
■2階＝公開広場

「鉄道友の会福井支部」による、北陸新幹線や福井の鉄道をはじ
めとした鉄道模型の展示＆走行を開催。また、福井鉄道・えちぜ
ん鉄道のグッズ販売やハピラインふくいのPRブースも出店。
協力：鉄道友の会福井支部、福井鉄道、えちぜん鉄道、ハピラインふくい

※一部ブースの出店時間に変更がある場合がございます。

創業
95周年

記念

【クラブ・オン会員限定】

春のファッションウイークス
お買い物スタンプラリー 化粧品 ２倍永久不滅

ポ イ ン ト



〈プレスバターサンド〉期間限定販売会

■第一弾：3月1日（水）～7日（火） ■1階＝菓子売場 特設会場

■第二弾：3月8日（水）～14日（火） ■1階＝特設会場 
※両会場とも最終日は午後5時閉場

「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる」をコンセプトに、より良い材料を使い、しっかり

手間をかけ、バター本来の美味しさを追求するバターサンドの専門店「PRESS 

BUTTER SAND」。今回は九州限定のバターサンド＜あまおう苺＞が登場いたし

ます。また、3月8日（水）からはプレスバターサンドギャラリーが北陸初出店。3種

類のチーズを使用したバターサンド＜チーズ＞や芳醇なラム酒とレーズンのかけ

合わせのバターサンド＜ラムレーズン＞を展開。

［写真：上］〈プレスバターサンド〉バターサンド〈あまおう苺〉（5個入、1箱）・・・・・・1,296円
［写真：下］【3月8日（水）から販売】

　　　  〈プレスバターサンドギャラリー〉バターサンド〈ラムレーズン〉（5個入、1箱）1,620円

　　　　　《プチミグ》

■2月11日（土・祝）オープン ■7階＝ベビー・こども用品売場
新しいブランド《プチミグ》がデビューいたします。北米の小さな町に住むこ

どもたちをモチーフにして、素材選びから生地選び、デザイン、設計までひと

つひとつ時間をかけてこだわりを詰め込んだオリジナルブランドです。80～

120cmのお洋服をお取り扱いしています。

　　　　　《MKミッシェルクラン》

■3月1日（水）オープン ■3階＝婦人服売場
ノーブルにモードをプラスした“リアルモードエレガンス”を提案する《MK

ミッシェルクラン》がオープン。女性として魅力的であり続けることを大切に

するキャリアを持った女性たちのライフスタイルシーンに向けて、ほどよく

トレンドを取り入れた上品で華やかなワードロープを展開いたします。

NEW OPEN

NEW OPEN

● AOC ボルドー金賞ワインセット
　（750ml×6本）【限定12セット】6,050円

● コルテ・デルニッピオ［赤・白］
　（750ml）・・【限定各24本】各528円 ほか

地階＝酒売場

ワイン
特別お買得品

■3月1日（水）～31日（金）

幹細胞美容液でお肌のリフトアップ
を、各日先着10名さまにお試しで体験
いただけます。

4階＝サンロード美容室

グロスファクター
お試し体験

■3月1日（水）～31日（金）

税込2,000円以上お買い上げの各日先
着50名さまに紀伊國屋書店オリジナ
ルエコバッグを進呈致します。

7階＝紀伊國屋書店

紀伊國屋書店
オリジナルエコバック

プレゼントキャンペーン

■3月16日（木）～26日（日）特別価格　眉カット・・・・・・ 1,100円

4階＝サンロード美容室

サンロード美容室
割引企画

■3月1日(水)～15日（水）

特別価格　炭酸ミスト・・・・・・ 440円

■3月16日(木)～31日（金）

半期に一度の謝恩販売会。
● 生のり佃煮・・・・・・・・・・864円

● 塩海苔・・・・・・・・・・・・・・・746円 ほか

※数量限定のため、なくなり次第終了。

地階＝海苔・茶・名産品売場

山本海苔店
春の特別販売会

■3月15日（水）～31日（金）

おすすめフードをご注文のお客さまに
セットドリンク1杯サービス。
※テイクアウトは除く。

2階＝イタリアン・トマト カフェJr

だるま祭り限定
サービス

■3月1日（水）～31日（金）

毎週金曜日に新鮮な
ダリアが入荷します。

1階＝フラワーショップ

金曜日は
ダリアを飾ろう

■毎週金曜日

1階＝プラスムーンバット

ちいかわハンカチ　　■開催中
人気キャラクター「ちいかわ」のハンカチが新登場。

オケージョンフェア　■3月8日（水）～21日（火・祝）
卒入式に向けた羽織りやストール・ハンカチなどハレ服雑貨を大特集。

シェニール織特集　　■3月15日（水）～28日（火）
春のギフトに最適な、柔らかな質感が特徴の高級感のあるシェニール織
ハンカチを特集。

約18秒で血管年齢をチェックできる

体験会を開催。血管の老化度や弾力性

から今の健康状態や今後のリスクを知

ることができます。

参加された方に「《ファンケル》化粧水・

乳液（各1包）」をプレゼント。

4階＝特設会場

《ファンケル》
血管年齢体験会

■3月21日（火・祝）
　午後2時30分～3時30分

福井県初登場！国内産の園芸植物と人

工栽培された苔、間伐材で作られた枡

を組み合わせ、森林資源を循環させる

持続可能な枠組みでつくられた、日本

の技と伝統と美の詰まったグリーンイ

ンテリアです。

1階＝特設会場

MASUMOSS（マスモス）

苔玉販売＆ワークショップ

■3月22日（水）～28日（火）
※最終日は午後5時閉場

通常取り扱いのない希少性の高い特撰
パターの数々を特別にご用意。実際のグ
リーンでパッティングしているような
感覚を体験できる「ドクターパッテイン
グ」でシュミレーションをしながらアド
バイス、専門販売員がお客さまにぴった
りの１本をお選びいたします。

1階＝特設会場

One another（ワンアナザー）

特撰パター販売会

■3月29日（水）～4月4日（火）
※最終日は午後5時閉場

IT’S NEW 春の新ブランドコトはじめ体験イベント

春のお得キャンペーン

専門店　春の特別販売会

ホワイトデー特集

［写真］主素材がレーヨンでシルクのような肌触りと軽量さ。伸びも良く、体型を選ばず気持ち良

く着られます。シンプルなデザインで使いやすいトップスです。
●kini G1　6,490円（素材：レーヨン49％・ナイロン28％・ポリエステル23％、カラー：ホワイト、サイズ：5種）

おしゃれな肩ひも付きブルマ。中にTシャツやロンパースを合わせたコーディネートで、可愛らし

いおしゃれが楽しめます。ぷっくりとしたシルエットがおむつを可愛くカバーしてくれます。

ゆったりして動きやすいデザインです。
●bloomers G1　6,820円（素材：綿100％、カラー：ネイビー、サイズ：3種）

※写真はイメージです

『曽谷朝絵デザイン 透け感を楽しめるクリアマスキングテープ』プレゼント
■会期：3月14日（火）～4月3日（月） ■対象売場：3階・4階＝婦人服売場、7階＝こども服売場

期間中、対象売場にて1レシート税込5,000円以上お買いあげの先着200名さまに『曽谷朝絵デザイン 透け感を楽し

めるクリアマスキングテープ（1個）』をプレゼント。※なくなり次第終了


