
福屋西条店のご案内
あす6月30日㊍～7月5日㊋ 東広島市西条西本町28‒30/電話（082）423‒7371

営業時間は福屋ホームページをご覧ください。

福屋 お中元ギフトセンター ■福屋西条店ギフトサロン
〈8月9日㊋まで〉好評開設中!

お中元ギフトセンターお買上げ粗品

オリジナル
ちょこっと
エコバッグ
プレゼント!

福屋各店のお中元ギフトセンターで、税込10,000円以上
お買い上げのお客様に

おいしい広島を
どうぞお楽しみください。

【クラークシーゲル】
はつらつ檸檬のジェラート（レモン）×3、
メルヘン藍苺のジェラート
（ブルーベリーミルフィーユ）×3、
おっとりミルクのジェラート（ミルク）×3
冷凍 アレルギー：

238-E-0005
瀬戸内 ジェラートむすめ
9個入………………………5,994円
                                    （本体価格5,550円）

（ポリエステル、使用時：約23.5×25.5cm／マチ18cm、 
収納時：約12×8×1.5cm）
※数に限りがございます。お一人様1点限りとさせていただ
きます。
※商品券などの金券類をお買上げの場合は、対象外とさ
せていただきます。ご了承くださいませ。

お中元ギフトセンター
新規ご利用キャンペーン
〈8月9日㊋まで〉■福屋西条店ギフトサロン

お中元ギフトセンター開設期間中に、他社ギフト申
込書をご持参の上、新規でらくらくギフトシステムで
1会計税込10,000円以上（※）のギフトをご注文
いただいたお客様に

他社ギフト申込書ご持参でお得！

福屋商品券
1,500円プレゼント!
※商品券などの金券類のご購入はキャンペーン対象外とさせていただきます。

厳選された素材と希少価値のある果物でつくった
「クラークシーゲル」の自信作。

「配送料無料」のギフト500点
全国 無料 「全国無料」のマークがついた商品500点は、

 全国どこへお届けしても配送料が無料です。

全国どこでも! 

初登場 初登場 初登場

■7月1日㊎ ■7月1日㊎

■7月1日㊎

こだわり 日替り食品 お取寄せ

■7月7日㊍ 11時からの販売 ■7月7日㊍～12日㊋

■あす30日㊍ ■あす30日㊍ ■あす30日㊍ ■あす30日㊍ ■あす30日㊍

●広島「あん寿」笹わらび餅
……………1箱 421円〈限定20箱〉

●千葉「なごみの米屋」
ぴーなっつ最中
（8個入）1箱 1,301円〈限定20箱〉

●愛媛県「ハタダ」
どらーおもいでカスタード
（3個入）… 1袋 486円〈限定24袋〉

●京都「菓匠 清閑院」
京織おり（5個入）
……… 1箱 1,080円〈限定10箱〉

●「平安堂梅坪」
広島レモンバターケーキ
…………1個 1,188円〈限定15個〉

●愛媛「一六本舗」
一六タルト 塩レモン（5個入）
……………1箱 789円〈限定15箱〉

●東京「花園万頭」
葛まんじゅう
（4個入）……1箱 864円〈限定24箱〉

●神戸「ユーハイム」
フランクフルタークランツ
……………1個 756円〈限定15個〉

■7月1日㊎ ■7月1日㊎ ■7月1日㊎

●岡山「大手饅頭伊部屋」
大手まんぢゅう
（10個入）…1箱 864円〈限定30箱〉

■あす30日㊍ ■あす30日㊍ ■あす30日㊍ ■あす30日㊍

●「梅の花」
豆腐しゅうまい弁当
…………1折 1,080円〈限定15折〉

●「梅の花」
湯葉揚げ（6個入）
……1パック 908円〈限定15パック〉

●「古市庵」押寿司穴子
……………1折 702円〈限定15折〉

●「古市庵」田舎巻
……………1折 659円〈限定15折〉

■7月1日㊎ ■7月1日㊎

●「加茂川」
カレイ照り焼き弁当
……………1折 687円〈限定10折〉

●「ゆず家」山のむすび弁当
……………1折 772円〈限定12折〉

●「ゆず家」もぐり寿司弁当
……………1折 756円〈限定10折〉

●「鶏三和」
焼鳥弁当
……………1折 810円〈限定12折〉

■7月1日㊎

●滋賀「叶 匠壽庵」
水羊羹
（3個入） 1箱 1,026円〈限定10箱〉

■あす30日㊍

●「梅の花」てまり弁当
…………1折 1,188円〈限定15折〉

■7月1日㊎

●「加茂川」
牛すき弁当
…………1折 1,151円〈限定12折〉

■あす30日㊍

●京都「聖護院八ツ橋総本店」
聖 抹茶詰合せ 
（10個入）…1箱 594円〈限定20箱〉

■7月1日㊎

●東京「銀座花のれん」
銀座花のれん
（9袋入） 1袋 1,080円〈限定18袋〉

■あす30日㊍

●「古市庵」こいなり（五目）
（10個入）…1折 756円〈限定15折〉

■7月1日㊎

●「鶏三和」
手羽唐 5本セット
……1パック 648円〈限定15パック〉

●銀座「に志かわ」高級食パン
（1本2斤分）……1本 950円〈限定120本〉

●ホワイトロジスト
ブライトニングマスク
［医薬部外品］（17.5㎖×1枚入）

…………………1,760円

●ＳＨＩＳＥＩＤＯ 
アルティミューン 
パワライジング コンセントレートⅢ　
150周年アニバーサリーエディション
（美容液）

（75㎖）………………………………… 17,600円

■あす6月30日㊍～7月5日㊋ ■イベントコーナー
※開店前、先着順
　に正面入口にて
　整理券を配布
　いたします。

「天使の綿シフォン」特別販売会

「資生堂」

「デコルテ」

「ハウス オブ ローゼ」

八本松「パティスリーソンヌフ」
特別販売会

2022夏のコスメチケット
プレゼントキャンペーン

■あす30日㊍ 10時からの販売 ■あす30日㊍～7月2日㊏ 3日間限り ■あす30日㊍～7月5日㊋

●「乃が美 はなれ」 
高級「生」食パン
（1本2斤分）………1本 972円〈限定140本〉

●109バウム………… 1個 1,404円
●国産蜂蜜……………特別奉仕

国産蜂蜜専門店
「蜂蜜のサカイ」

※10時から整理券を配布いたします。

※最終日17時閉場

綿100％の柔ら
かで優しい着心
地やおしゃれが
楽しくなる美し
いシルエットと
カラー。
気温の高い時
期でも吸水性と
速乾性で快適！！

紫外線を浴びてもメラニンを生成させない、
一度で肌のうるおい、明るさ、
ツヤを取り戻す業界初
コウジ酸配合マスク。
お試ししやすい1枚入、
ギフトにもオススメ!!

今から未来へ美しさを
守り続ける美容液が
150周年を記念して
限定デザインで登場。
肌の明るさ・ハリ・なめ
らかさが備わった、生
命感あふれるつやや
かな肌へ。

期間中、ハウス オブ ローゼ
の商品 税込2,200円以上
お買上げの方に
「ミントリープクールボディ
シート5枚入（非売品）」を
プレゼントいたします。
先着20名様限り

期間中、「資生堂」「デコルテ」にて
●ララ福屋カード●現金専用ポイントカード
●福屋ロイヤルカード●福屋ゴールドカード 
でお買上げ1レシートにつき5,500円ごとに
翌日からご利用いただける550円のコスメ
チケットを1枚差し上げます。
ご利用期間 8月31日㊌まで、詳しくは係員
にお尋ねください。

初登場

※広告掲載の商品は限定品のものもございます。品切れの場合はご了承くださいませ。※割引率は当店平常価格を基準としています。※天候、交通事情により商品の入荷が遅れる場合がございます。※写真はイメージです。※価格はすべて税込です。
※酒類を除いた飲食料品は、軽減税率（8％）となります。ただし、店内飲食（レストラン、イートイン、店内のテーブル・イス・カウンターで飲食される場合など）は標準税率（10％）となります。

「ララ福屋カード」の分割3回・4回・5回・6回・7回・8回・9回・10回払いの分割手数料が無料。※分割手数料は福屋が負担します。
※一部対象外の売場がございます。　※空港ショップは、福屋フリークレジットが対象外となります。

■7月1日㊎～18日
■福屋全店「ララ福屋カード」分割手数料無料キャンペーン

最大
4,000円分
の特典

■7月31日㊐まで福屋西条店

「ララ福屋カード」
ご入会キャンペーン

期間中に、福屋西条店の店頭にて「ララ福屋カード」のご入会申込みの方に、
●ご入会特典：1,000円分のお買物券を進呈いたします。
●ご利用特典：最大3,000ポイントプレゼント。 ご入会翌月から3ヵ月間、毎月クレジット払いで

税込10,000円以上ご利用で各月1,000ポイントプレゼントいたします。
※1,000円分（200円券×5枚）のお買物券は即日1会計税込2,000円ごとに1枚ご利用いただけます。
※運転免許証や健康保険証などご本人確認ができる書類をお持ちくださいませ。

月祝

■7月18日　　 まで月祝

「ナッツ＆ドライフルーツ」
特別販売会

予 告 POP UP SHOP

夏のヘルス＆ビューティ

0629西条店



福屋西条店
東広島市西条西本町28-30東広島モール内
電話（082）423-7371
営業時間は福屋ホームページをご覧ください。
https://www.fukuya-dept.co.jp

市立
美術館

※広告掲載の商品は限定品のものもございます。品切れの場合はご了承くださいませ。※割引率は当店平常価格を基準としています。※天候、交通事情により商品の入荷が遅れる場合がございます。※写真はイメージです。
※価格はすべて税込です。※酒類を除いた飲食料品は、軽減税率（8％）となります。ただし、店内飲食（レストラン、イートイン、店内のテーブル・イス・カウンターで飲食される場合など）は標準税率（10％）となります。

0629西条店

㊍ ㊋


