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〈明治屋ストアー〉 
■7月5日（水）611日（火）■本館地下1階 〈インストアベーカリー ドンク〉〈ミニワン〉

■7月5日（水）611日（火）
■本館地下1階 〈明治屋ストアー〉

〈ドンク〉2017 フランスフェア
①レモンのタルト（１/6カット）270円
②ベーコンのプレフ（1個）302円
③クロワッサン（発酵バター、1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216円
④エスカルゴ・ポム（1個）237円
⑤カヌレ・ド・ボルドー（1個）237円

お買得セール
①〈ジューシーコムサ〉ミニピッツァマル
ゲリータ（4枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・848円
②〈小山製麺〉一番粉更科そば（300g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・451円
③〈手のべ陣川〉島原手延べそうめん
（300g×3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・862円
④〈マルカン酢〉しゃぶしゃぶに合う
    ごまぽん酢（300㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・538円
⑤〈ジョーキュウ〉うまかつゆ
　　　（希釈用、360㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・513円4〈ドンク〉冷やしてメロン

（ミルクバニラ・チョコ・メロン・白桃、1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各216円

〈ドンク〉～デリス・セゾン～
夏のおすすめサンドウィッチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・453円

〈ミニワン〉夏のハッピーBOX
（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

①

②
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④
⑤

黒毛和牛（国内産）特別提供品

天然ミナミマグロ（太平洋産ほか、解凍）
●赤身（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円《10㎏限り》
●中トロ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・880円《20㎏限り》

（高知県産
ほか、養殖）

アサリバケツ販売
（バケツ1杯分）1,080円

【6日（木）1日限り】

【7日（金）・8日（土）2日間限り】

熊本県産ほか、旬の漁場
から取り寄せた粒選りの
アサリをたっぷりと！

●リブロース・サーロイン（100g当り）1,129円
●肩ロース・バラ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・929円
●肩・モモ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・729円

黒毛和牛（三重県産黒毛和牛）特別提供品
●リブロース・サーロイン（100g当り）1,500円
●肩ロース・バラ（100g当り）・・・・・・・・・・・・1,200円
●肩・モモ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

【5日（水）・6日（木）・7日（金）3日間限り】

【8日（土）・9日（日）2日間限り】

【10日（月）・11日（火）2日間限り】

柿安指定牧場 

築地 中島水産 サンベジフル

柿安本店

まぐろ

※収穫状況により、産地が異なる場合がございます。※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。

三崎港水揚げ
めばちマグロ刺身用（太平洋産ほか、解凍）
●赤身（2柵）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円《120㎏限り》
●中トロ（1柵）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円《20㎏限り》

【5日（水）1日限り】

●ロース（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
●肩ロース・バラ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・300円
●モモ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円

あぐー豚（沖縄県産豚）特別提供品

■7月5日（水）611日（火）■本館地下1階〈築地 中島水産〉〈柿安本店〉〈サンベジフル〉

〈サンフレッシュ〉フレッシュジュース特集 

●赤身（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●中トロ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円
●大トロ（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,480円

　当日さばく「マグロの重さ」を予想して「中トロ柵」を
ゲット！最も近い重量を予想されたお客様3名様に
「中トロ柵」をプレゼント。
※参加されるお客様は開始10分前に会場へお越しください。

マグロの重さ当てクイズ開催

①
② ③

上質な
肉を

たっぷ
りと！

●とうもろこし（静岡県産ほか、１袋2本入）・・・399円
●なす（高知県産ほか、4本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
●きゅうり（千葉県産ほか、3本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158円
●枝豆（静岡県産ほか、１袋）350円《各日100袋限り》
●カットすいか（愛知・静岡県産）324円《各日50カット限り》

赤身か
らトロま

で

大盤振
る舞い！

⑥〈モニーニ〉オメガ3-6-9オイル（229g）1,188円
⑦〈アーデン〉三都カリーセット
（横濱本町・京都三條・京橋、各180g×3）・・・・・・・・・・1,078円

①アサイーコラーゲンジュース（１杯）500円
②桃ジュース（１杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
③マンゴージュース（１杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

【9日（日）1日限り午後3時から】

クイズ
に

参加し
て

「中ト
ロ柵」を

ゲット！

① ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦

鮮度抜
群

　　夏
野菜！

※バケツはつきません。



エンデパ

※表示価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※各階セール品、催会場の特別価格品などについては、各種ご優待
　およびポイント付与を除外とさせていただく場合がございます。

10日●9日●8日●7日●6日●5日● 月土金木水 日

●きはだマグロぶつ切
（太平洋産ほか、解凍、100g当り）

・・・・・・・・・・・216円《50パック限り》
●米久ハムよりどり４点
・・・・・・・1,080円《50セット限り》
●新玉ねぎ（愛知県産、1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・298円《100袋限り》

本マグロづくし刺身
（高知県産ほか、１パック）1,380円

生めかじき切身（宮崎県産ほか、
1パック3切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・898円

静岡そだち 牛モモ焼肉用
（静岡県産、100g当り）・・・・・・・・880円

黒毛和牛 肩ロース切落し
（国内産、100g当り）・・・・・・・・・・・780円

小岩井 乳製品お楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

デラウェア（山梨県産ほか、1パック3房）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

50
パック
限り

50
パック
限り

10㎏
限り

10㎏
限り

●活あわび（青森県産ほか、1個）
・・・・・・・・・・・・1,080円《50個限り》
●静岡そだち 牛モモ焼肉用
（静岡県産、100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・880円《10㎏限り》
●花びら茸（群馬県産ほか、１パック）
・・・・・・・・・500円《100パック限り》

●静岡そだち 牛モモ切落し
（静岡県産、100g当り）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円《10㎏限り》
●いくら醤油漬（北海道産、1パック100g）
・・・・・・・1,080円《50パック限り》
●桃（山梨県産、1箱、18～20個入）
・・・・・・・・・・・3,240円《30箱限り》

●縞ほっけ醤油干し（アメリカ産ほか、1パック
3枚入）・・・600円《50パック限り》
●柿安指定牧場 黒毛和牛 
肩ロース切落し（三重県産黒毛和牛、
100g当り）・・・980円《10㎏限り》
●桃（山梨県産、1箱、18～20個入）
・・・・・・・・・・・3,240円《30箱限り》

●天然真鯛切身（長崎県産ほか、1パック、
2切）・・・・・・・798円《30パック限り》
●プリンシャスポーク ロース
テキカツ用（国内産、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・395円《10㎏限り》
●クラウンマスクメロン（静岡県産、
1/2カット）1,580円《30パック限り》

●鹿児島XX 豚バラ焼肉用（鹿児島県産、
100g当り）・・・・170円《10㎏限り》
●柿安指定牧場 黒毛和牛 
バラ焼肉用（三重県産黒毛和牛、
100g当り）・・・980円《10㎏限り》
●ブラックタイガー（インドネシア産ほか、
養殖・解凍、特大、1パック14尾）

・・・・・・・・・・・・950円《50パック限り》

金目鯛切身（静岡県産ほか、1パック2切）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・798円

生うに（北海道産ほか、１パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

築地海鮮丼（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

浜名湖産うなぎ串焼き
（静岡県産、1串）・・・・・・・・・1,980円

近江牛 肩ロースすき焼き用
（滋賀県産、100g当り）・・1,200円

明治屋オリジナル 
お楽しみセット・・・・1,500円

ピスタチオ（カリフォルニア産、1カップ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

うなぎ長焼（宮崎県産ほか、1パック2尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,880円

活毛ガニ（北海道産ほか、1杯）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,480円

近江牛 サーロインステーキ
（滋賀県産、100g当り）・・1,500円

丸福珈琲店 お楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

チェスコ チーズお楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

生しいたけ（岩手県産ほか、１盛）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

天然平目（青森県産ほか、1尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

本マグロづくし鮨（1折、9貫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

国産豚 ローステキカツ用
（国内産、100g当り）・・・・・・・・・・・148円

柿安指定牧場 黒毛和牛 肩しゃぶしゃぶ用
（三重県産黒毛和牛、100g当り）880円

10㎏
限り

10㎏
限り

30
セット
限り

新じゃがいも詰め放題
（静岡県産ほか）・・・・・・・・・・・・・・・・350円

マネケン ベルギーワッフル
お楽しみセット・・・・1,080円

ホワイト海老（インドネシア産ほか、解凍、
1パック10尾）・・・・・・・・・・・・・・1,280円

本マグロ切落し（マルタ産ほか、養殖
・解凍、１パック）・・・・・・・・・・・1,180円

刺身用ほたて貝柱（北海道産、解凍、
１パック200g入）798円《50パック限り》

柿安指定牧場 黒毛和牛 モモステーキ
（三重県産黒毛和牛、100g当り）880円

レタス（長野県産ほか、1玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128円

アスパラガス（新潟県産ほか、1盛）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

本マグロ入にぎり鮨（1折、9貫）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

天然真鯛（長崎県産ほか、1尾）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円

柿安指定牧場 黒毛和牛 バラ焼肉用
（三重県産黒毛和牛、100g当り）980円

トマト（静岡県産ほか、１パック4～6玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

完熟マンゴー（宮崎県産、1玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
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■7月5日（水）610日（月）
■本館地下1階
〈築地 中島水産〉〈柿安本店〉
〈サンベジフル〉〈明治屋ストアー〉

今日から連日、見逃せない特別価格が続々と登場！

遠鉄百貨店 第1・第3駐車場

午後6時  6翌朝6時まで
12時間 最大500円

夜間駐車がお得！

全館にて好評開催中！
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