
※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のでご了承ください。
※くわしくは売場係員におたずねください。

そごう大宮店 イベントインフォメーション

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20分（1点につき）
■6階=紳士洋品売場

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3ヶ月
■6階＝紳士雑貨売場
※価格は店頭でご確認ください。

美健ヨガ教室
■①午前9時30分
②午前11時

■定員：各回14名さま
■参加費：1,000円
■6階＝スポーツ売場
■要予約 電話048（657）7267
〈直通〉

京懐石 美濃吉 
京料理を楽しむ会
■午後2時 ■参加費：6,480円
■9階＝レストラン街
■要予約 電話048（646）2351
〈直通〉

ママのための骨盤ケア講座
■午前10時30分 ■定員：8名さま ■5階＝こども用品売場
■要予約 電話048（657）7340〈直通〉 

POLAホワイトショットLX＆MX 体感イベント 
■6月1日（土）・2日（日） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

清水屋 生クリームパン販売会
ビオイッシモ オリーブオイル販売会
■6月4日（火）まで ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

埼玉農業女子 販売会 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

ペタペタ焼き絵 ■6月8日（土）・9日（日） 
■各日午前11時～午後4時 ■参加費：648円 ■5階＝玩具売場

エミュール シャワーヘッド実演販売会
■6月29日（土）・30日（日） ■各日午前11時～午後5時
■7階＝ファビュラスタイル

\毎月29日は肉の日/デリショップ
 お肉の弁当全品100円引き ■地下1階＝惣菜売場

\毎月28日は
にわとりの日/
麻布あさひ
焼き鳥全品20円引き
■地下1階＝惣菜売場

サンリオ
いちご新聞発売日
■毎月10日発売
■216円
■5階＝サンリオ

日下部春喜のクラブ相談会
■6月1日（土）・16日（日）・28日（金） ■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〉  

〈盆栽 清香園〉 季節の彩花盆栽づくり
■6月2日（日）・3日（月）・11日（火）・15日（土）・17日（月）・21日（金）・23日（日）・30日（日） ■参加費：7,560円  ■各回先着5名さま
※開催時間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

成底ゆうこ ミニライブ＆特典会 
■①午後1時 ②午後3時 ■参加費：無料
■2階＝大宮駅側入口 特設会場 ※雨天時は1階＝大宮駅側入口 特設会場

sources ミニライブ＆特典会
■①午後1時 ②午後3時 ■参加費：無料
■2階＝大宮駅側入口 特設会場 ※雨天時は1階＝大宮駅側入口 特設会場

\毎月7日はちよだの日/
ちよだ鮨 江戸前寿司
1人前を20%OFF
■地下1階＝惣菜売場

パッチワーク
フリーレッスン
■午前10時30分
■定員：6名さま
■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〉 

ミキハウス 出産準備相談会 ■6月4日（火）
■①午前11時 ②午後2時 ■定員：各回2組さま（9月～10月出産予定の方）
■5階＝ミキハウス ■要予約 電話048（646）2268〈直通〉

山野楽器 楽器ふれあい会 
■午後1時～4時 ■参加費：無料 ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

メダカのアクアリウムワークショップ
■①午前11時 ②午後2時 ■定員：各回5名さま ■参加費：3,240円
■7階＝暮らしのサロン ボタニカルラウンジ
■要予約 電話048（657）7289〈直通〉 

イグアナアイ販売会 
靴でもサンダルでもない新発想のフットウエアブランドです。
■6月4日（火）まで ■1階＝婦人靴売場

朝日新聞 平成のあゆみ展 ■6月4日（火）まで
■入場無料 ■3階＝特設会場

中澤鞄期間限定販売会
■6月4日（火）まで ■1階＝特設会場

氷川マルシェ、氷川ほたる鑑賞会　武蔵一宮氷川神社 ■5月31日（金）・6月1日（土）

茅の輪くぐり　武蔵一宮氷川神社 ■6月30日（日）

〈ペットショップ ジョーカー〉 ふれあい体験会 ■6月2日（日）　ペットクルースタジオワンちゃん撮
影会 ■6月8日（土）・9日（日）　キッズトレーナー教室入門コース・どきどきコース ■6月9日（日）
お手入れ教室 ■6月11日（火）　パピーパーティー ■6月16日（日）　PARFIDA似顔絵オーダー
会 ■6月22日（土）・23日（日）　しつけオリエンテーション ■6月30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〉

刺繍フリーレッスン
■6月14日（金）・28日（金）
■各日①午前10時30分
②午後2時
■定員：各回5名さま ■有料
■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
■6月4日（火）・18日（火）
■各日①午前10時30分 ②午後1
時30分 ■定員：各回5名さま 
■有料
■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078
〈直通〉 サン＆レインストリート

■6月5日（水）～18日（火） ■3階＝特設会場

三愛水着楽園
■6月5日（水）～8月27日（火）
■2階＝イベントスペース

フロマージュママ チーズクレープケーキ販売会
フレンチモンスター 鳴門金時クリームサンド販売会
■6月5日（水）～11日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場
バターバトラー バターフィナンシェ販売会
■6月5日（水）～18日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

HIKARI MIRAI体験会＆無料肌診断
■6月12日（水）～14日（金）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

貼るだけピアスPiPPi
期間限定販売会
■6月12日（水）～25日（火） 
■1階＝洋品小物売場

ネイチャーズウォーク期間限定販売会
■6月19日（水）～25日（火） ■1階＝婦人靴売場

しかけ絵本＆オジコTシャツ期間限定販売会 
■6月19日（水）～25日（火） ■3階＝特設会場

パウダーパレット お悩み別
カバーメイク体験＆アドバイス会
■6月7日（金）・8日（土）
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

夏のイビサフェア
■6月14日（金）～17日（月）
■1階＝ハンドバッグ売場

\肉の日セール/ 柿安 対面コーナー 20%OFF
■地下1階＝生鮮売場

\肉の日セール/柿安 対面コーナー20%OFF
■地下1階＝生鮮売場

\肉の日セール/
柿安 対面コーナー20%OFF
■地下1階＝生鮮売場

ニットレッスン ■6月8日（土）・22日（土） ■各日午前11時
■定員：各日5名さま ■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〉 

刺しゅうフリーレッスン
■6月9日（日）・23日（日） ■各日午後2時 ■定員：各日5名さま 
■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
■6月11日（火）・25日（火）
■各日午前10時30分
■定員：各日5名さま 
■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〉 

パッチワーク1DAY
レッスン（ソーイング
ボックス）
■定員：6名さま 
■参加費：6,912円（1回レッスン料）
※材料費込み
■5階＝ホビーラホビーレ 
■要予約 電話048（783）3078
〈直通〉 

観音屋 デンマークチーズケーキ販売会、 銀座立田野 あんみつ販売会
■6月19日（水）～25日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

新潟 加島屋 特別販売会 ■6月19日（水）～7月16日（火） ■地下1階＝食品催事場

神戸コロッケ販売会
■6月21（金）～23日（日）
■地下1階＝崎陽軒側エスカレー
ター前 特設会場

さくらんぼ販売会
■6月22日（土）～25日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

結わえる 寝かせ玄米販売会
■6月26日（水）～7月2日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場
ライザップ＆健康雑貨コレクション
■6月26日（水）～7月2日（火） ■3階＝特設会場

ミキハウス 夏まつりフェア
甚平・浴衣をお買い上げでオリジナルうちわを
プレゼント。 
■6月26日（水）～7月9日（火） ■5階＝ミキハウス

ガトーフェスタ ハラダ ガトーラスク販売会
■6月26日（水）～7月7日（日） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

ハーバリウム雑貨 ワークショップ
■①午前10時30分 ②午後1時30分 ③午後4時
■定員：各回4名さま 
■参加費：3,672円から
■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ

お花ヘアゴム＆印かんケースワークショップ
■①午前11時 ②正午 ③午後1時
■参加費：800円から ■3階＝キートゥースタイル グリーンラボ

クリフメイヤー期間限定ショップ 
■6月4日（火）まで ■5階＝特設会場

ポイントでお得!スクラッチアート ワークショップ
■午後1時～3時
■定員：40名さま ※受付は当日先着順となります。
■参加費：ミレニアムポイント100ポイント以上ご利用で501円
（ポイント利用がない場合は801円）
■5階＝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。
■6月15日（土）午前11時～午後5時

16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

起震車地震体験会
最新の起震車で地震を体験して防災意識を高めよう。
■午後1時～3時 ■1階＝大宮駅側入口

ついたちまんじゅう販売会 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

父の日ワークショップ
「野草のフェイクグリーン寄せ植え」
■①午後1時 ②午後3時 ■定員：各回4名さま ■参加費：5,400円
■7階＝プリマ ■要予約 電話048（657）7289〈直通〉 

テラリウムワークショップ
■①午前11時 ②午後2時 ■定員：各回5名さま ■参加費：5,400円
■7階＝暮らしのサロン ボタニカルラウンジ
■要予約 電話048（657）7289〈直通〉 

アクアプレイ 水入れ体験会
■午後2時～2時30分
■参加費：無料 ■5階＝ボーネルンド

スマイルゼミ タブレット型学習システム体験会
■6月22日（土）・23日（日）・29日（土）・30日（日）
■5階＝特設会場

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
乃が美 高級生食パン販売会 ■地下1階=特設会場毎週火曜日・木曜日

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
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