
※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

9/25（水）～10/6（日）
■5階＝紳士服・紳士雑貨・スポーツ売場

シモンズベッド&絵画販売会
■9/25（水）～30（月）　■2階＝催場

次週の
ご案内

西川ＡＩＲ カタログギフト

婦人服
ご優待会

8,400円+税から

2ポイント 2ポイント 2ポイント

7ポイント7ポイント

4ポイント

最新機器を使って、貴方にぴった
りのファンデーションを見つけてみ
ませんか？
ご来場の方にサンプルを差しあげ
ます。

〈ちふれグループ〉ヒカリミライ リニューアル記念
タッチアップイベント

バスト全体をふんわり
と持ち上げてふっくら
まるみのあるきれい
なデコルテをつくり、
しっかり長持ち。

4階
婦人肌着

3階
化粧品

3階
化粧品

3階
フォンテーヌ

4階
婦人服

3階　 エンジョイスペース

赤ちゃんの城 マント
................................4,800円+税

赤ちゃんの城 ツーウェイドレス
................................3,000円+税
20点限り食器セット

「はらぺこあおむし」
..................2,800円+税

エアーＳＩマットレス
レギュラータイプ..........80,000円+税

セレクトギフト
サファイア・プラムコース
...........................................5,900円+税

プルミエ
パシアンコース
...8,800円+税

5点限り
食器セット
「アンパンマン」
..................3,500円+税

6点限り

食器セット
「くまのプーさん」
...3,800円+税

5点限り

東京西川 ベビー羽毛組布団
7点セット（ギンガム木馬）............................20,000円+税
3点限り エルゴ

ベビー ＡＤＡＰＴ
（パールグレー）...12,000円+税

3点限り

ピープル 
あんよつよい子ウォーカー
........................3,000円+税

3点限り

ピープル 
ごくごく＆すやすや
テディハグクッション
.........3,000円+税

3点限り

赤ちゃんの城 
オクルミ
カバーオール
.................................5,800円+税

5点限り ダッドウェイ
ウィンター
マルチプルダウンカバー
（ネイビー・チャコール）7,000円+税

各3点限り

ダッドウェイ 
オールウェザー
ダウンカバー
（グレー）...................8,400円+税

3点限り

コンビ オマルデステップ
..............3,400円+税

3点限り

犬印 マタニティー
インナーセット
（Ｍ～Ｌサイズ）

..............3,500円+税

10点限り

ベビー＆子供服バーゲン　  婦人服・バッグ・靴専門店バーゲン
9月18日（水）～23日（月・祝）〈最終日は午後４時閉場〉　2階＝催場

限定品

新作メイクをお試しいただけるイベントです。
お気軽にご参加お待ちしております。

胸もと年齢
マイナス5歳を
めざすブラ

サイズ：B70-80,
C・D・E・F65-80

9月18日（水）・19日（木）2日間限定

子供靴各種（16～23.5㎝）
....................................... 1,300円+税

子供傘各種
............................................. 500円+税
子供靴下各種
............................................. 100円+税

資生堂
ファンデーション診断

半期に
一度の

18㊌限り
21㊏限り
22㊐限り

◆9月18日（水）・21日（土）・22日（日）
◆各日　午前11時～午後4時

専門店ならではの豊富な品揃え。上質なお品物を特別価格で取り揃えました。

パパとママのためのベビー相談会
お買物相談も承ります。
お人形を使って、着せ替え体験も
できます。

 おもちゃバーゲン開催中!!おもちゃバーゲン開催中!!

日替り限定品

当週各階イベントのお知らせ

イベント

18日（水）・19日（木）2日間限定

スタイル メディカルプロ
期間限定販売会
姿勢サポートや快温ヒーターの機能も持つ、電位治療器。
期間限定でご紹介いたします。

（Style MEDICAL PRO）

10％ご優待

50点限り

男の子・女の子 各50点限り

男の子・女の子 各50点限り

予告  9月20日（金）21日（土）2日間限定

男の大市予
告

※Mクラブカード・
　スターカードの
　ご提示が必要
　です。
※一部除外ブランド
　がございます。※Mクラブカード・スターカードのご提示が必要です。

※写真は一例です※写真は一例です

10～20%
ご優待

4階婦人服売場で10,000円＋税以上お買上げ
 のお客様、両日合わせて
  先着55名様にミニブーケ
　　を差しあげます。
　　　 18日㈬・30名様、
　　　　  19日㈭・25名様

※写真はイメージです。
※オブジェは付属いたしません。

同 時
開 催

（写真手前の商品）

赤ちゃんの城 オクルミ
................................7,800円+税

各5点限り

（写真後ろの商品）

※写真は一例です

※写真は一例です

 7時

2019

9/18  ㊌



水 日9/229/18

飯 能 店

※生鮮品・惣菜の写真はイメージの為、
入数・容器が異なる場合がございます。●食料品売り出し期間

チラシの表記は
本体価格+税
とさせていただきます。

〈福砂屋〉
期間限定販売

お彼岸準備品
5 階＝リビング

※画像はイメージです

21㈯限り

22㈰限り

1階＝特設コーナー

〈岩手県産他〉きゅうり（3本）

〈北海道産〉にんじん（3本入・1袋）

〈山形県産他〉長ねぎ（2本入・1袋）

〈新潟県産〉雪国まいたけ（1パック）

【魚力】〈愛知県産〉活あさり
（100g当り）
【魚力】〈三陸産〉きざみめかぶ
（1パック）

写真はイメージです写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです写真はイメージです 写真はイメージです

写真はイメージです 写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです 写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです

【デリカ味彩】タルタル風味の一口
まぐろカツ（10個・1パック）278円+税

〈宮城県産〉サイボク豚小間切れ
肉（100g当り）..........168円+税

〈青森県産他〉サン津軽りんご
（1個）....................................95円+税

雪印メグミルク メグミルク牛乳
（1000㎖・１本）..........178円+税

【魚力】〈チリ産他〉銀鮭（ふり塩）
（養殖/解凍/1切）............180円+税

〈栃木県産他〉梨
（4個）.........................500円+税

〈山梨県産他〉種無し巨峰
（1房）.........................500円+税

笛木醤油 金笛春夏秋冬のだしの素
（1ℓ・１本）........................598円+税

ネスカフェ ゴールドブレンド・コク
深め（80g・各1個）..........398円+税

〈エクアドル産〉バナナ美人
（1袋）.....................................95円+税

【魚力】〈宮城県産他〉かつお
たたき（100g当り）169円+税

【魚力】〈愛媛県産他〉真鯛柵取り
（養殖/100g当り）......398円+税

【魚力海鮮寿司】
海幸握り（10貫・1折）.......1,090円+税【魚力海鮮寿司】
海幸握り（10貫・1折）.......1,090円+税

【魚力】中とろ入
刺身4点盛（1パック）......1,490円+税【魚力】中とろ入
刺身4点盛（1パック）......1,490円+税

【たごさく】
かえで弁当
（1パック）

1,000円+税

【たごさく】
かえで弁当
（1パック）

1,000円+税

【本高砂屋】おはぎ
（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）................................170円+税
【本高砂屋】おはぎ
（つぶ・こし・きなこ）
（各1個）................................170円+税

【龜屋】おはぎ2個入
（つぶ/こし/各1個）................320円+税【龜屋】おはぎ2個入
（つぶ/こし/各1個）................320円+税

【デリカ味彩】
天ぷら盛合せ
（1パック）...650円+税
【デリカ味彩】
天ぷら盛合せ
（1パック）...650円+税

【魚力】〈ロシア産他〉辛子明太子
（300g）......................690円+税

日本ハム シャウエッセン
（127g×2・1束）.........380円+税

JA全農たまご 実りの赤たまご
（10個・1パック）.........178円+税

丸美屋 麻婆豆腐の素（甘口/中辛/辛口）
（162g・各1箱）　　 よりどり2個

158円+税 　298円+税
キッコーマン飲料 調製豆乳・
無調整豆乳
（1000㎖・各１本）......178円+税

国産豚もも切り落し肉
（100g当り）...............108円+税

お1人様6本、先着3000本限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様計3点、先着合わせて150点限り

先着合わせて200点限り

先着100点限り

先着合わせて100点限り

先着合わせて100点限り

お1人様8個、先着1000個限り

国産牛（交雑種）バラカルビ焼肉用
（100g当り）...............480円+税

〈群馬県産〉レタス
（1個）..............................98円+税

〈北海道産〉ブロッコリー
（1個）..............................98円+税

フルーツ詰合せ
（1パック）..................1,000円+税より
フルーツ詰合せ
（1パック）..................1,000円+税より

〈茨城県産他〉
アールスメロン
（2玉入・1箱）....................4,000円+税
〈茨城県産他〉
アールスメロン
（2玉入・1箱）....................4,000円+税

〈岩手県産〉若鶏ももから揚げ
用（100g当り）................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

産地直送

お1人様2点、先着200点限り

お1人様2点、先着500点限り

お1人様2点、先着200点限り

お1人様5点、先着1500点限り

お1人様2点、先着200点限り

冷凍食品やまと豚サントリー 金麦
（350㎖×6缶・1パック）.....688円+税

9／18水オープニングスペシャルプライス

19木限りのお買得 20金限りのお買得 21土・22日限りのお買得

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて

5割引
※一部商品を除く

大塚食品 ボンカレーゴールド（中辛/甘口/180g・各1箱）

はごろも 朝からフルーツ（みかん/パイン/ミックス/190g・各1個）

明治 北海道十勝まろやかヨーグルト（78ｇ×4・1パック）

QBB ベビーチーズ各種（15g×4・各1個）

写真はイメージです写真はイメージです

〈岩手県産〉南部どりササミ肉
（解凍品/100g当り）.......98円+税

フジパン 本仕込食パン
（6枚切/8枚切/各1袋）100円+税

【デリカ味彩】チキンステーキ
（照焼き）（1パック）250円+税

味の素 さらさらキャノーラ油
（1000g・1本）............198円+税

【デリカ味彩】えびすかぼちゃ
コロッケ
（5個・1パック）...........268円+税

アサヒコ 昔あげ
（2枚・1袋）......................78円+税

先着100点限り

お1人様2点限り

午後4時から
のお買得

午前10時～
正午12時まで
のお買得

※数に限りがございます。 ※数に限りがございます。

店頭表示価格（税抜）
よりレジにて 3割引

【デリカ味彩】彩りしんじょのかに
風味あんかけ
（5個・1パック）...........268円+税

写真はイメージです

〈岡山県産〉ニューピオーネ
（1房）......................700円+税

お1人様2点、先着300点限り

〈青森県産他〉トマト
（1箱）......................298円+税

お1人様5点、先着500点限り

〈ニュージーランド産〉ゼスプリグリーン
キウイフルーツ
（大玉1個）....................98円+税

お1人様2点、先着500点限り

〈秋田県産〉（菌床栽培）
生椎茸（1パック）......98円+税

国産牛（交雑種）サーロイン
ステーキ用
（100g当り）...............880円+税

【デリカ味彩】埼玉県産里芋コロッケ
（3個・1パック）...........230円+税

写真はイメージです写真はイメージです 写真はイメージです写真はイメージです

写真はイメージです

※紙面の表示価格は税抜価格とさせていただきます。※生鮮品は、天候・交通事情等により産地変更、入荷できない場合もございますので予めご了承ください。商品は豊富に取り揃えてございますが、万一品切れの場合はご容赦ください。

数量限定98円+税 均一セール

先着200点限り

20（金）～23（月・祝）の販売

20（金）～23（月・祝）の販売20（金）～23（月・祝）の販売

お
彼
岸
特
集

お
彼
岸
特
集

お線香 宇野千代 淡墨の桜
........................3,000円+税

お線香 宇野千代 淡墨の桜
........................5,000円+税

お供え用の仏花ご予約承ります
1 階＝アンジェフルール

カステラ 0.6号
（1本）...........................1,100円+税

全
品

写真はイメージです 写真はイメージです

青果95円+税均一

①バスブラシ
1,300円+税

食器洗い3ヶ組
..............1,100円+税

健康ボディタオル
.............1,200円+税②キッチンブラシ

........700円+税
③トイレブラシ....................................900円+税

〈エポクリン®〉実演販売会

① ② ③

●9月18日（水）～22日（日） 実演時間：各日午前10時30分～午後5時
●5階＝リビング特設コーナー
水で濡らしてお使いいただくだけで
汚れがスッキリきれいになる環境にも
優しい「エポクリン®」 ※写真は一例です


