
\肉の日セール/
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

知々夫屋
地場野菜販売会
■地下1階＝生鮮売場

ファルファーレ販売会
■8月6日（火）まで
■1階＝婦人靴・洋品小物売場
ベルジェ・レコルテ ゼリー販売会、桔梗信玄ビスキュイ ビスキュイ販売会
■8月6日（火）まで ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

〈ペットショップ ジョーカー〉 カービンテク立体革肖像オーダー会 ■8月2日（金）～4日（日）
ふれあい体験会 ■8月4日（日）　お手入れ教室 ■8月13日（火）　アトリエkijiオーダー会 ■8月
16日（金）～25日（日）※作家来店：8月16日（金）～18日（日）、21日（水）、24日（土）・25日（日） 　パピー
パーティー、しつけオリエンテーション ■8月18日（日）　ジョーカー マスコットキャラクター 
Ｊくんチェキ会 ■8月24日（土）・25日（日）　  キッズトレーナー 入門コース・どきど
きコース ■8月25日（日）　室内ミニドッグラン無料開放 ■8月3日（土）・4日（日）・10
日（土）・11日（日・祝）・12日（月・祝振）・17日（土）・31日（土）　※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〉

パッチワーク基礎コース
■8月22日（木）
■午前10時30分 
■定員：6名さま

ミシンで作る簡単ウエア
（イージースカートまたはブラウス）
■8月7日（水）・21日（水）・25日（日）
■各日午前10時30分 ■定員：各日2名さま 

刺しゅう基礎コースレッスン
■8月9日（金）・23日（金）
■各日午前10時30分 
■定員：各日5名さま

ユラユラまわるフラワーモビール
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（各回90分） ■各回4名
さま ■参加費：1,890円（材料費込み） ■3階＝
キートゥースタイル グリーンラボ 

こっぱっぱ時計工作教室
木のかけら（木っ端）で掛け時計を作ります。
■8月24日（土）・25日（日） ■各日午後2時～4時 
■参加費：2,376円 ■5階＝玩具売場

ペタペタ焼き絵をつくろう
■8月11日（日・祝）・12日（月・祝振）
■各日午前11時～午後4時 ■参加費：648円 
■5階＝玩具売場

サンリオ砂絵
■8月17日（土）・18日（日） 
■各日午前11時～午後4時 ■参加費：400円 
■5階＝サンリオ

大宮スイーツ＆カフェ専門学生による
アイシングクッキー作り体験
■8月17日（土） ■午後1時～3時 ■先
着20名さま（小学生以下のおこさま対象） 
■参加費：無料 ■5階＝特設会場

英語でリトミック講座
■8月25日（日）■午前10時30分～
11時20分 ■定員：6組さま 
■参加費：無料 ■5階=こども用品売場
■要予約 048（657）7340〈直通〉

\肉の日セール/柿安
対面コーナ20%OFF
※一部除外あり
■地下1階＝生鮮売場 

日下部春喜のクラブ相談会 
■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〉  

すみっコぐらしキャンドルづくり
■8月24日（土）・25日（日）
■各日午前10時～午後5時
■材料費：1,728円から ■5階＝玩具売場

■ホビーラホビーレ手芸教室　 ■5階＝ホビーラホビーレ ■要予約 電話048（783）3078〈直通〉 ※参加費・材料費などくわしくはお問い合わせください。 

 「そごう大宮店で遊ぼう！学ぼう！体験しよう！」（大人向けワークショップは上記カレンダーに掲載）

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。

\毎月7日はちよだの日/ちよだ鮨
江戸前寿司（各種）1人前20%OFF
■地下1階＝惣菜売場
とっとりなしお 梨ゼリー販売会
■8月7日（水）～13日（火） 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

共楽堂 ひとつぶのマスカット販売会
■8月14日（水）～20日（火） ■2階＝大宮駅側
入口 特設会場

京都・東山茶寮 抹茶ロールケーキ、代官山
シェリュイ ケーキ・パン販売会 ■8月21（水）
～27日（火） ■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
■8月10日（土） 午前11時～午後5時 ・11日（日・祝）
午前10時～午後5時 ■6階＝スポーツシューズ売場

\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

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 
048（646）2351〈直通〉  

パッチワーク1DAYレッスン
（オクタゴンパッチのポーチ） 
■8月29日（木） ■午前10時30分  
■定員：6名さま 

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〉 

ブラック＆カラーフォーマルフェア
■8月6日（火）まで 
■3階＝特設会場

ついたちまんじゅう販売会
■2階＝大宮駅側
入口 特設会場 

ワイン販売会
■8月2日（金）～6日（火） 
■2階＝イベントスペース

\黒毛和牛一頭セール/
柿安 黒毛和牛100g・980円均一
■8月1日（木）～3日（土） 
■地下1階＝生鮮売場  

神戸コロッケ販売会
■8月23日（金）
～25日（日） 
■地下1階＝大宮駅側
エスカレータ前特設会場

仿古堂 熊野筆販売会
■8月21日（水）
～27日（火）
■2階＝特設会場

ミキハウス 出産準備
相談会 
■①午前11時  
　②午後2時
　（各回90分）
■定員：各回2組さま（10
月～12月出産予定の方） 
■無料 ■5階＝ミキハウス 
■要予約 電話048（646）2268〈直通〉  

和太鼓「響」演舞
■①午前11時 ②午後2時
（各回約30分） ■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

アグリパークつがる塾 
アップルパイ販売会
■8月2日（金）～7日（水） 
■2階＝イベントスペース

グリーンワールド 
旬の青果物販売会
■8月9日（金）～11日（日・祝） 
■2階＝イベントスペース

スペースヤマト マッサージ体験会 
■8月4日（日）～10日（土） ■各日午前11時
～午後7時 ■6階＝スポーツ売場

ミキハウス 出産準備フェア 
■8月10日（土）～25日（日）■5階＝ミキハウス
レコルトハンディブレンダー実演販売会 
■8月10日（土）～12日（月・祝振）
■各日午後1時・3時■7階＝キッチンスタジオ

ファルファーレ 婦人靴販売会
■8月1日（木）～6日（火） ■1階＝婦人靴売場
ＰＥＢＢＬＹ 猫モチーフ雑貨販売会
■8月1日（木）～6日（火） ■1階＝洋品小物売場
デザイン セッタ サンゴ 下駄販売会
■8月1日（木）～13日（火） ■1階＝婦人靴売場
クインティ シルバーアクセサリー販売会
■8月1日（木）～13日（火） ■1階＝洋品小物売場

刺しゅうフリーレッスン
■8月9日（金）・23日（金）
■各日午後2時
■定員：各日5名さま 

銀座木村屋總本店 あんぱん販売会
■8月7日（水）～20日（火） ■2階＝大宮駅側入口 特設会場

魚長食品 北海道産品
販売会
■8月15日（木）～20日（火）
■2階＝イベントスペース

クリフメイヤー期間限定ショップ
■8月21日（水）～9月3日（火） ■5階＝特設会場

サンリオ いちご新聞発売日 ■5階＝サンリオ 

金谷ホテル ロイヤルブレッド、
室蘭うずら園 うずらのプリン販売会
■8月28日（水）～9月3日（火） 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場
キャラバンコーヒー 特別販売会
■8月28日（水）～9月13日（金） 
■2階＝イベントスペース

マグ・フォーマー体験会
磁石でくっつく数学ブロックで遊んでみよう。
■8月10日（土）・11日（日・祝）　
■各日午後2時～ 2時30分 ■参加費：無料
■5階=ボーネルンド

ARどうぶつたんけんたい体験会 
サバンナに生息する動物たちを探すゲームです。 
■8月13日（火）・14日（水） ■各日午前11時
～午後7時 ■参加費：無料 ■5階＝特設会場

森のカスタネットつくり
伐採した木材を使いカスタネットを作ります。 
■8月15日（木）・16日（金） ■各日午前11時～午後4時
（約30分） ■定員：各日15名さま ■参加費：1,080円 ■5階
＝特設会場

刺しゅうフリーレッスン
■8月4日（日）・18日（日） ■
各日①午前10時30分②午後2
時 ■定員：各日各回5名さま 

パッチワーク
フリーレッスン
■8月1日（木） ■午前10
時30分 ■定員：6名さま

■夏休みこどもイベント

京粕漬 魚久販売会 ■8月7日（水）～13日（火）
■地下1階＝セブンプレミアム前 特設会場

\肉の日セール/柿安
対面コーナ20%OFF
※一部除外あり
■地下1階＝生鮮売場 

\肉の日セール/柿安
対面コーナ20%OFF
※一部除外あり
■地下1階＝生鮮売場 

ハマビーズで夏モチーフづくり
■8月17日（土）・18日（日）
■各日午後2時～3時 ■定員：4名さま
■参加費：500円 ■5階＝ボーネルンド

銀座山野楽器 クラリネット
＆トランペットミニライブ
＆楽器ふれあい会 
■午後3時～4時 ■観覧無料 
■2階＝大宮駅側入口 特設会場

大宮夏まつり スパークカーニバル　
■大宮駅西口周辺

埼玉西武ライオンズvs.
東北楽天イーグルス　
■午後6時 ■県営大宮球場 さいたま市花火大会 ■東浦和大間木公園会場

さいたま市花火大会 ■岩槻文化公園会場

こども工作教室
■8月10日（土）
■午後1時～3時 ■先着30名さま
（小学生以下のおこさま対象） 
■参加費：無料 ■5階＝特設会場

ミニ動物園 ■8月10日（土）
■午前11時～午後3時 ■入場無料 
■1階＝大宮駅側入口 特設会場 
■主催：埼玉動物海洋専門学校

親子で参加できる夏休みコサージュ作り 
■午前11時・午後3時 ■定員：各回5組10名さま 
■参加費：3,240円 ■7階＝暮らしのサロン プリマ

深谷もやし試食販売会
■地下1階＝生鮮売場

親子で作る寄せ植えワークショップ 
■午前11時・午後2時 ■定員：各回10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

フラワーアレンジメント
教室
■午前11時・午後3時 
■定員：各回4名さま
■参加費：10,800円 
■7階＝暮らしのサロン プリマ

フラワーアレンジメント教室
■午前11時・午後3時  ■定員：各回4名さま
■参加費：10,800円 ■7階＝暮らしのサロン 
プリマ

銀座山野楽器 クラリネットミニライブ
＆楽器ふれあい会 ■午後
1時～2時 ■観覧無料 ■2階＝
大宮駅側入口 特設会場

日下部春喜のクラブ相談会 
■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〉  

日下部春喜のクラブ相談会 
■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〉  

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 乃が美 高級生食パン販売会 ■地下1階=新宿高野横 特設会場 ※8月20日（火）は乃が美はなれ休業のため、販売はございません。毎週火曜日・木曜日

羽田市場鮮魚直送市 ■地下1階=𠮷川水産
焼肉の日 ■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

satmon tue wed thu fri sun

立秋 山の日

処暑

振替
休日

※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。 ※掲載写真はイメージです。 ※くわしくは売場係員におたずねください。
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そごう大宮店 イベントインフォメーション
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■そごう大宮店｜8月イベントカレンダー 中面_A3_4c


