
28 号水2018 11

〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
○営業時間／午前10時6午後7時30分※毎週日～木曜日：本・新館2～7階の営業は午後7時まで ○本館8階レストラン街 午前10時30分6午後9時

●かき（加熱用、広島県産ほか、
1パック約150g）・・・・・・・・・・500円
●まだら切身（北海道産ほか、
1パック3切）・・・・・・・・・・・・・・・680円
●とらふぐちり鍋用セット
（2～3人前、1パック）1,980円
●寄せ鍋用セット
（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598円

●リブロースすき焼用（100g当り）1,080円
●肩ロースすき焼用（100g当り）・・・・・・・980円
●肩すき焼用（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

●国産豚ロースうす切り
（国内産、100g当り）・・・・・・・198円
●国産豚肩ロースうす切り
（国内産、100g当り）・・・・・・・198円
●国産豚バラうす切り
（国内産、100g当り）・・・・・・・178円

●白菜（茨城県産ほか、1/4切）・・・108円
●長ネギ（茨城県産ほか、1束）・・・198円
●しめじ（長野県産ほか、1袋）・・・・・・・・98円
●にんじん（千葉県産ほか、1袋）158円
●春菊（千葉県産ほか、1袋）・・・・・・158円

素材の旨みを
引き出す「だし」と「ポン酢」。

かき、まだらなど鍋に欠かせない魚介が充実。

「わりした」で味がワンランクアップ。

新鮮な旬の野菜も豊富に。
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■11月28日（水）612月4日（火）
■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〉

今夜は身体の芯から温まる冬の醍醐味を。冬
の

㊧薬師庵 豆乳鍋スープ
（700g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412円
㊨すりごま白（85g）・・・313円

1頭まるごとお買得セール
店長が直接買付けしたおすすめの牛肉を
お買得価格でご提供いたします。

①上久 うまかだし（9g×20袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,393円
②上久 うまか純だし（10g×20袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,393円
③奥井海生堂 羅臼昆布（80g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円

〈明治屋ストアー〉

●あさり
バケツ販売
（熊本県ほか）

①上久 すきやきわりした
（360㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・571円
②盛田 わりした
（360㎖）・・・・・・・・・・・・1,080円
③半兵衛 すきやき麩
（35g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円

①上久 うまか白だし
（360㎖）・・・・・・・・・・719円
②ケンソ 根昆布だし
（300㎖）・・・・・1,077円
③ケンソ 根昆布醤油
（300㎖）・・・・・・・・・・452円
④森田 手造りぽん酢
（360㎖）・・・・・・・・・・734円

①かぼす本家
柚こしょう
（60g）・・・540円
②かんずり
（47g）・・・540円
③ごまだれ
（300㎖）486円

〈築地 中島水産〉
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〈明治屋ストアー〉

〈明治屋ストアー〉

③②①

〈柿安本店〉〈柿安本店〉
黒毛和牛（国内産）

静岡そだち（静岡県産黒毛和牛）

① ②
③

1,080円1杯

いつもの味にひと工夫。

〈築地 中島水産〉

〈サンフレッシュ〉

④③②①

③
②①

■11月30日金612月2日日の3日間限り■11月30日金612月2日日の3日間限り



※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。

牛肉量り売り！！

ラフランス（山形県産ほか、1パック
大玉5玉）・・1,080円

きのこよりどり4点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

活毛がに（北海道産ほか、1杯）
・・・・・・・・・・・・・・1,480円

小岩井乳製品 お楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・1,080円

トマト（静岡県産、3玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・450円

チェスコ チーズお楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・1,998円

はなびら茸（三重県産ほか、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

築地海鮮丼（1折）
・・・・・・・・・・・・・・1,280円

本マグロ入にぎり鮨（1折、9貫）
・・・・・・・・・・・・・・1,080円

とらふぐ刺身（長崎県産ほか、養殖、
1パック）・・・1,080円

本マグロづくし鮨（1折、9貫）
・・・・・・・・・・・・・・1,080円

マネケン ベルギーワッフルお楽
しみセット1,080円

黒毛和牛モモすき焼用（国内産、
100g当り）・・・・800円

黒毛和牛ランプステーキ（国内産、
100g当り）・・・980円

アーデン レトルト食品お楽しみ
セット・・・・1,200円

28日水

28日水

■11月28日水・12月2日日

28日水・29日木・30日金

29日木 30日金 1日土 2日日 3日月

■11月28日（水）612月4日（火）
■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〉お買得日替り限定品

100折限り 100折限り

200枚限り

50袋限り

10㎏限り

50折限り

50セット限り

50セット限り 100セット限り

4日火

〈明治屋ストアー〉お買得セール 〈Be!サンドイッチ〉〈ドンク〉クリスマスフェア
●マルカン酢 ゆずぽん酢（300㎖）503円
●アーデン レトルトスープ各種
（160g×2袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円
●アーデン ビーフシチュー（200g）511円
●チョーコー 鍋スープ（1人前×4袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各324円
●ジェーシーコムサ ミニピッツァ
マルゲリータ（4枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・798円
●レボラティ イタリア産プロシュット
18か月熟成（90g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999円
●ロック製菓 ダークチョコレート（210g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・538円

●トマトとチキンのクリームグラタン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
●とろーりチーズの海老グラタン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259円
●バジルトマトチキン（1個）302円
●ブッシュ・ド・ショコラ（1個）280円
●タルト・オ・フリュイ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
●2種のチーズとセレアル（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・691円
●クリスマスパネトーネ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

※一部商品につきましては12月1日（土）からの販売となります。

〈Be!サンドイッチ〉
いちごサンド（1個）・・・・・・・・・・・・・・480円

ジューシーな厳選いちごをたっぷり
と使用しました。

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

■各日午後3時から

本マグロ解体セール
（鹿児島県産ほか、養殖）

〈築地 中島水産〉
絶品マグロ売りつくし

〈柿安本店〉

■29日木のみ
●黒毛和牛ロースステーキ（国内産、1枚約150g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●黒毛和牛おためし袋（切落し3種600g・タレ3本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円

お肉屋さんのメンチカツ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・160円

三崎港水揚げ刺身用めばちマグロ
（太平洋産ほか、解凍）
●中とろ（1柵）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,280円
●赤身（2柵）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円

お好みの牛肉の部位をお選びいただけます。

●牛肉対面コーナー「いい肉の日セール」

店頭表示価格より29%OFF 
に       く

※一部除外品がございます。

12月

50パック限り

50パック限り

●きんき（北海道産ほか、1尾）
・・・・・・・・・・・・・・1,380円
●天然ホワイト海老
（インドネシア産ほか、解凍、1パック10尾）
・・・・・・・・・・・・・・1,280円
●サンふじりんご（青森県産ほか、
6玉）・・・・・・・1,080円
●鹿児島XX豚ロースしゃぶしゃぶ用
（鹿児島県産、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・395円

50尾限り

50パック限り

100セット限り

10㎏限り

●デリカテッセンお楽しみセット
・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●浜名湖産かき（加熱用、1パック
約500g）・・2,160円
●あんぽ柿（富山県産ほか、1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
●黒毛和牛モモロースト
ビーフ用（国内産、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円 10㎏限り

30パック限り

100セット限り

50袋限り

20セット限り

●本マグロ切落し
（マルタ産ほか、養殖・解凍、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・1,180円
●金目鯛切身（八丈島産ほか、3切）
・・・・・・・・・・・・・・1,380円
●なると金時詰め放題
（徳島県産、1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円 50袋限り

50パック限り

50パック限り

30杯限り

30セット限り 30セット限り

100パック限り10㎏限り

●生うに（北海道産ほか、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・1,180円
●静岡県産いちご（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・680円
●レンコン（茨城県産ほか、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円
●黒毛和牛ヒレステーキ（国内産、
100g当り）・・・・980円

50パック限り

50パック限り

100パック限り

10㎏限り

●うなぎ長焼き
（宮崎県産ほか、養殖、2尾）
・・・・・・・・・・・・・・2,880円
●活あわび（岩手県産ほか、1個）
・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●グリーンキウイ（ニュージーランド産、
1袋6個）・・・・・・・680円
●黒毛和牛リブロース
しゃぶしゃぶ用（国内産、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

50袋限り

50個限り

20パック限り

10㎏限り

100個限り

●マグロたっぷりにぎり鮨
（本マグロ中トロ入、1折10貫）
・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●刺身用本マグロ
（メキシコ産ほか、解凍、中トロ、約200g）
・・・・・・・・・・・・・・1,380円
●ブラックタイガー（インドネシア産
ほか、養殖・解凍、1パック20尾）
・・・・・・・・・・・・・・1,280円
●三ヶ日みかん（静岡県産、
1袋S～M玉、1袋12玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
●国産豚ヒレブロック（国内産、
100g当り）・・・・168円
●あぐー豚量り売り
  店頭表示価格より20%OFF 
  ※一部除外商品もございます。
  ■豚肉対面コーナー

100袋限り

50本限り

50折限り

50パック限り

100パック限り

50パック限り

●天然真鯛（長崎県産ほか、1尾）
・・・・・・・・・・・・・・1,280円
●銀だら切身（アメリカ産、解凍、
1パック3切）・・980円
●生めかじき切身（宮城県産ほか、
1パック3切）・・880円
●富有柿（岐阜県産ほか、1パック3玉）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
●黒毛和牛ミスジステーキ
（国内産、肩、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

50尾限り

50パック限り

50パック限り

10㎏限り

人気の高い美味しさを厳選、バラエティ豊かに取り揃えました。

100㎏限り

20㎏限り

国産

〈フロインドリーブ〉シトーレン（1本）・・・・・・・・2,376円
《きょう11月28日（水）からの限定販売、200本限り》
■新館地下1階 〈全国銘菓〉

フレッシュバターやナッツ、ドライフルーツを生
地に練り込み、煉瓦窯で2時間かけ丁寧に焼
き上げました。 1回のお買上げ金額が10,000円以上のお客様

に、「オリジナルベアマスコット」を差しあげます。

オリジナルベアマスコットプレゼント
■11月28日（水）から 
■本館・新館各階 対象売場

※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、ご了承
ください。※対象の詳細は右記のQRコードよりご覧ください。

デパ地下 information

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

高さ
約15㎝
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