
夏の美と健康フェス
夏を健康的に、元気に楽しく過ごせるイベントをご用意いたしました。

■５月１４日（火）～２７日（月）
■各階＝対象売場

SEIBU information

×
美のまちふくい の人気店が期間限定で西武福井店に出店

美のまち ビューティーワークス

アン・ドゥからだ療房三喜弥療術院

表示価格は本体価格に消費税を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。

■５月２２日（水）〜２５日（土）
各日午前１０時〜１１時

■本館５階＝スカイアーチ特設会場
（連絡通路）

【特別価格】
・熟練整体（30分）・・・・・ 2,000円

本格派の整体をお気軽に受けられます。
プロによる熟練された技をお楽しみください。

夏のコスメティック＆
ビューティーフェスティバル

■５月１７日（金）～６月３日（月）
■本館１階・４階＝化粧品売場

あなたにぴったりの夏コスメを見つけよう！
夏のバカンス計画は進んでいる？
トレンドも大事だけど、今の自分を
一番輝かせる、コスメやメイクを見つけるのが鍵。
あなたが最も輝ける夏コスメを見つけて！

鳳城酒家釜 蔵 笏谷そば

釜蔵御膳
1,350円

季節の野菜を使用した、
和食を堪能できる御膳
です。

大根のみずみずしさが
そばの風味をいちだん
と引き立てます。

彩り野菜と鯖へしこの
ペペロンチーノ

（サラダ付き）1,080円
【各日限定10食】

野菜と地元の名産品を
組み合わせたパスタです。

【季節限定お得メニュー】

十五穀米の
彩り野菜カレー

1,080円

カレーと野菜のコンビ
ネーションが抜群です。

クコの実や白きくらげ
などの漢方に使用される
素材を使ったラーメンです。

本館８階＝レストラン街 ヘルシーメニュー

Ｃａｓａ Ｇｒａｎｄｅマルゲリータ

大根ざるそば
1,404円

薬膳ラーメン
896円

■５月２２日（水）・２３日（木）・２４日（金）
各日午後５時３０分〜７時３０分

■５月２５日（土）正午〜午後５時
■本館５階＝スカイアーチ特設会場

（連絡通路）

【特別価格】
・ドライフットリフレ（20分）・・・・・・・・・・・・・ 1,000円
・至福のドライヘッドリフレ（20分） ・・・・・・ 1,000円
・脚のもみほぐしorストレッチ整体（20分） 1,000円

心とカラダのプレミアムルームＣａｎａｄｅ

美と健康の勉強会
■５月２５日（土）
午後４時・５時から（各回約30分）

■本館１階＝正面入口 特設会場

癒しの隠れ家ＴＯＲＩＫＯ × ＡＵＢＥ ＦＯＲ ＯＮＥ

癒しの隠れ家TORIKOと AUBE FOR ONEの
スペシャルコラボレーション『美と健康の勉強会』を開催いたします。

【要予約・お問い合わせ】0776（55）0078 (癒しの隠れ家 TORIKO)

クラブ・オン／ミレニアムカードセゾン会員限定

永久不滅ポイント２倍キャンペーン

会期中、化粧品売場にて
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）
貯まるキャンペーンを開催いたします。

■５月２２日（水）～６月３日（月）
■本館１階・４階＝化粧品売場、
e.デパート（化粧品）
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化粧品＆婦人服のお買い物はクレジットご利用でチャンス！

２人に１人当たる
1,000ポイントプレゼント

《ワコール》秋冬トレフル受注会《ワコール》ナイトアップブラ

美体験イベント・特集

ソックス相談会

《２３区》Ｓサイズフェア

■開催中
■本館１階＝洋品小物売場

毎日のここちよい眠りへと誘う就寝時用
ブラジャーをご紹介します。

お買い上げの方に
「胸用美容液サンプル」をプレゼント。

小さいサイズのお洋服を期間限定で
お取り扱いいたします。あなたに合った
お洋服選びをお手伝いいたします。

●展開サイズ：３～７号

接触冷感素材アイテムをご試着の
お客さまに粗品をプレゼント。

これからの紫外線・熱中症対策に！
男性用の日傘と帽子をご紹介します。

夏を美しく過ごす
崩れにくい
ベースメイクを
ご紹介いたします。

ヨガ・ピラティスなどフィットネスに最適な
ソックスが登場。お悩みに合わせアドバ
イスいたします。

男性用日傘＆帽子特集《ＳＫ-Ⅱ》美肌ナビゲーション体験会

■５月２４日（金）・２５日（土）・２６日（日）
■午前１０時～午後６時３０分
■本館１階＝正面入口 特設会場

《SK-Ⅱ》の最新マシンでお肌の分析を
いたします。美肌ナビゲーションなど、
お時間に合わせて体験できます。

■開催中
■本館３階＝インナーウエア《ワコール》

■開催中
■新館２階＝マリークヮント

■５月２４日（金）・２５日（土）・２６日（日）
■本館３階＝インナーウエア《ワコール》

レースランジェリー「トレフル」の受注会を
開催いたします。

ご予約いただいた方に「お菓子」を
プレゼント。

■開催中
■本館４階＝エヴェックスバイクリツィア・

トランスワークＬ

接触冷感アイテムお試し会

お買い上げの方に
「健康ドリンク」をプレゼント。

■５月１７日（金）～２６日（日）
■本館３階＝婦人服売場《２３区》

■開催中
■本館２階＝紳士雑貨売場

■５月１７日（金）～２１日（火）
■各階＝対象売場
e.デパート

ひと足おトクに夏準備。
クラブ・オン／ミレニアムカード会員限定

夏フェス５ｄａｙｓ

夏に向けて欲しかった
あのお洋服や化粧品、
インテリア雑貨など。
通常のクラブ・オン／ミレニアムポイントに
2％をプラス。4％、6％、7％、9％に。

※専門店・レストランは通常ポイント1％+1％＝2％となります。
※食品・セール品など、プラスポイント除外の商品・売場がございます。

■５月１７日（金）～２１日（火）
■本館１階・４階＝化粧品売場
本館・新館各階＝婦人服売場
※e.デパートは除外となります。

会期中、ご来店当日に
化粧品・婦人服両売場で、
クラブ・オン／ミレニアムカードセゾンでクレジットを
ご利用いただくと、抽選で2人に1人クラブ・オン／
ミレニアムポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。

夏のベースメイク

洗えるジャケットやUV対策機能付きの
カーディガンなど、機能性アイテムを
クローズアップしてご紹介します。

■５月１６日（木）から
■新館１階・２階＝アップルシティ

夏も快適にお仕事を

機能性商品を含む税込21,600円以上
お買い上げの先着100名さまに
選べるプレゼント。

プレゼントプレゼント

プレゼントプレゼント



健康体験イベント

専門店 健康イベント

5月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 ※ただし、5月31日（金）は午後8時まで営業いたします。
西武福井店 郵便番号910-8582 福井県福井市中央1-8-1 電話0776（27）0111大代表

足型計測＆靴のお手入れ会

視力検査

心やからだをリラックスさせてくれるエッセン
シャルオイルとアロマディフューザーのご紹介。
気分や季節にあったエッセンシャルオイルを
ご用意しております。

エッセンシャルオイル

聞こえに関するお悩み相談会。
聴力測定・検査・試聴を承ります。

視力検査でお客さまにあったメガネを
ご提案いたします。

☆おすすめBOOK☆
座るだけでお腹が凹むバランスボール入！

●美 シェイプアップ バランスボール
（1冊）2,430円

各種トレーニングツールをはじめ、
体をほぐすリラックスグッズなどを
多数取りそろえました。

今からの季節に最適なランニング
シューズをはじめ、普段使いしやすい
軽量でやわらかなスニーカーなどを
豊富に取りそろえました。

漂白や薬品洗浄などをしていない
日本製のオーガニックコットン。
生まれたての赤ちゃんの肌に
やさしい素材です。

補聴器無料相談会スポーツウオッチ特集

炭酸ミストでリフレッシュ

ランニングシューズ＆スニーカー

ベビーオーガニックコットンフェア

楽しく鍛えようトレーニングツール特集

新作サンダルの調整

■５月１４日（火）～２７日（月） 各日午前１０時～午後７時
■本館１階＝婦人靴売場《銀座ヨシノヤ》

■開催中
■新館５階＝紀伊國屋書店

■開催中
■新館３階＝ロフト 健康雑貨コーナー

■開催中
■本館８階＝サンロード美容室

■開催中
■新館６階＝無印良品

■開催中
■新館６階＝ＡＢＣマート

■開催中
■本館７階＝ベビー用品売場《赤ちゃんの城》

●炭酸ミスト ５４０円

■開催中
■本館５階＝メガネサロン

■開催中
■本館５階＝メガネサロン

■開催中
■本館５階＝時計サロン

ジョギングやスポーツ、アウトドアに
かかせないスポーツウオッチをご紹介
いたします。

快適素材「So Cool」のフィットネスウエアで
夏もスポーツを楽しみませんか。

快適素材「Ｓｏ Ｃｏｏｌ」新作ウエア

■開催中
■本館７階＝スポーツ売場《ダンスキン》

トレッキングシューズの選び方、正しい
履き方を専門販売員がお答えします。

トレッキングシューズ相談会

■開催中
■本館７階＝スポーツ売場《コロンビア》

“バチェラーオブシューフィッティング”の資格を
持つ専門販売員が正しい靴選びのための
計測やご相談を承ります。

■５月１９日（日） 午前１１時～午後５時
■本館２階＝紳士靴売場

エアウィーヴ快眠アドバイス

■５月１８日（土）・１９日（日）
■５月２５日（土）・２６日（日）
各日午前１１時～午後４時

■本館５階＝エアウィーヴ

質の高い眠りをサポート

通気性、吸湿・吸水性、保温性をバランスよく
兼ね備えたマシュマロガーゼパジャマは、
衣服内の環境を快適に保ち、質の高い眠りを
サポートします。

お客さまに合ったベットマットレスを
ご案内・ご相談を承ります。

期間中、お買い上げの方に
「洗濯ネット」をプレゼント。

新作サンダルをお買い上げの方に、
お持ちのヨシノヤ商品の無料お手入れ

専門販売員が足型を確認し、新作サンダルの調整を承ります。

プレゼント プレゼント

期間中、お買い上げの方に
「ステンレスボトル」をプレゼント。

期間中、お買い上げの方に
「給水ポーチ」をプレゼント。

プレゼント

プレゼント

食事から生活を見直す健康パネル展。
地産地消・朝食・栄養バランスなど、

食育をわかりやすく学べます。

◆協力：北陸農政局

■５月２１日（火）～６月４日（火）
■本館８階＝レストラン街 特設会場

食育パネル展

■開催中
■本館６階＝タオル売場



ヘルシーフードフェア ■５月１４日（火）～２７日（月） ■本館地階＝食品街

ヘルシーフード特集 ■５月１４日（火）～２７日（月） ■本館・新館地階＝食品街

5月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 ※ただし、5月31日（金）は午後8時まで営業いたします。
西武福井店 郵便番号910-8582 福井県福井市中央1-8-1 電話0776（27）0111大代表

酒売場

ドンク

名産品売場

肉の匠いとう

資生堂パーラー

デリアテール

果菜蔵

カジマート セブンプレミアム

●福井産 リーフレタス（1袋） 160円
●福井産 フリルレタス（1袋） 182円
●富山産サラダホウレン草（1袋）

・・・・・・・・・・・171円
●有機JAS 茨城産リーフミックス
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・214円

●国産牛モモ切り落とし（100g）

・・・・・・・・・・・735円
●国産錦爽どりムネ肉（100g）

・・・・・・・・・・・152円
●国産錦爽どりささみ（100g）

・・・・・・・・・・・195円

●真鯛のカルパッチョ（1人前）

・・・・・・・・・519円

●真鯛の握り寿司（1パック、4貫）

・・・・・・・・・540円

農薬不使用の
野菜を集めました。

脂身の少ない牛赤身肉や、低カロリー
高タンパクの鶏ささみがおすすめです。

今が旬の真鯛。カルパッチョや
お寿司でお楽しみください。

オクラや山芋などのネバネバ野菜を
たっぷり使用したサラダです。

アイ・ダイニング魚廣

カジマート

●山芋とオクラの
ネバネバサラダ（100ｇ）

・・・・・・・・324円

●10品目のナッツサラダ（100g）

・・・・・・・・・336円
●フルーツサラダ（100g） ・・・・336円
●ポテトサラダ（100g） ・・・・・・244円
●発芽大豆と蒸し鶏ベビーリーフの
ヘルシーサラダ（100g）・・・・360円

●減塩だしつゆ（500ml）・・・・・214円
●プルーン（230g） ・・・・・・・・・430円
●トマトジュース（900g） ・・・・・171円
●十六穀ごはん(30g×6袋入）

・・・・・・・・・398円

●国内産二十一種雑穀
健康で美人（15g×28）・・・1,836円

●すっきり美人のGABA玄米
もち麦ごはん（150g） ・・・・・270円

●そのまままぜる雑穀（70g） 238円

●オーガニック
ナチュラルオメガオイル（229g）

・・・・・・・・ 2,484円
●えごま油 銀の雫（180ml）

・・・・・・・・・・1,296円
●亜麻仁オイル（180g）

・・・・・・・・・・1,055円
●MCTオイル（250g）

［100％ココナッツ由来］ ・・・・1,890円

食物繊維が豊富なナッツや
低カロリー素材を使ったサラダです。

雑穀米で美味しく健康に美しく！
プラスαの栄養補給に。

スプーン一杯のオイル習慣。
こだわりのオイルを
ご紹介します。

健康志向の方におすすめしたい、
セブンプレミアム商品をご紹介
いたします。

●野菜カレー（180g・1人前）

●ミネストローネ（140g・1人前）

●きのこと豆カレー（180g・1人前）

●コーンスープ（140g・1人前） ・・・・・ 各1箱 540円

《資生堂パーラー》
美容や健康を考え、小麦に含まれるグルテンを使わずに
味を追求した「グルテンフリーシリーズ」。
野菜たっぷりで忙しい朝にもおすすめです。

〈三里浜特産農業協同組合〉
●三里浜特産 三年子花らっきょ（80g） 337円

〈高野由平商店〉
●甘露梅肉（160g） ・・・・・・・・・・・・・・・・501円

「畑の薬」と言われる「らっきょう」。
古来より疲労回復良いとされる健康食材の「梅干し」。
福井産のらっきょうと梅を毎日の食に取り入れてみませんか。

「蘭麝酒（らんじゃしゅ）」は一乗谷に居城を構えた朝倉氏一門の
健康維持と氏族繁栄を祈って造られた秘蔵の健康酒です。
越前東郷米を原料に十数種類の自然の生薬を独自にブレンド。
「古めきしずか」と表現した“蘭麝”の名を冠した健康酒です。

《ドンク》
かぼちゃ、黒ごま、小麦胚芽を使ったパンです。
朝食におすすめです。

〈青木蘭麝酒〉
●蘭麝酒（100ml） ・・・・・・・648円

（100ml×2本入） 1,134円
（720ml）・・・・・・2,700円

●ヘルシーロール（6個入）

・・・・・・・・・・・・・・324円


