
福屋商品券1,500円プレゼント!

※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。

あす6月30日㊍～7月5日㊋
福屋焼山店のご案内

呉市焼山中央1丁目/電話（0823）34-2500
営業時間/10時ｰ18時 （毎週水曜日店休日）

福屋焼山店
※営業時間は変更になる場合がございます。

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

全国どこでも! 
「配送料無料」
のギフト500点

※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。

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〉■福屋焼山店ギフトサロン
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

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。

おいしい広島を
どうぞお楽しみください。

他社ギフト申込書ご持参でお得！

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。

【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）

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

（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。

※交通などの諸事情により
　販売が遅れる場合がございます。こだわり食品日替わりお取寄せ品売切れご容赦！ 数量限定

あす6月30日㊍ 7月1日㊎

7月2日㊏

●ワッフル
（各種）…1個 270円

五日市「あさみやワッフル」特別販売会

●「なだ万厨房」
匠の膳
…… 1折 2,160円〈限定20折〉

●金沢「中田屋」
きんつば
（5個入）…1袋 897円〈限定30袋〉

●佐賀「萬坊」いかしゅうまい
（小丸15個入、冷凍販売）

…… 1箱 1,296円〈限定30箱〉

●福山「もりせん」
ハンバーグ（冷凍販売）
…………1個 411円〈限定50個〉

●三原「八天堂」
バームクーヘン
…… 1箱 1,491円〈限定20箱〉

●三原「八天堂」こだわり
カスタードのとろけるプリン
（4個入）1箱 1,296円〈限定36箱〉

●福井「若廣」
焼き鯖すし
……1折 1,188円〈限定20折〉

●東京「銀座千疋屋」
銀座ゼリー（6個入）
……1箱 2,200円〈限定20箱〉

●「どら一」
おもいでカスタード（3個入）
……… 1袋 486円〈限定18袋〉

●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〉

●奈良「柿の葉すし本舗たなか」
柿の葉寿司（鯖3・鮭2・小鯛2）
……1折 1,199円〈限定20折〉

●東京「銀座千疋屋」
銀座レーズンサンド（6個入）
……1箱 1,320円〈限定20箱〉

●浅草「舟和」
芋ようかん（冷蔵販売）
……… 1箱 864円〈限定20箱〉

●博多「ひよこ本舗吉野堂」
名菓 ひよ子（5個入）
……… 1袋 643円〈限定20袋〉

●秋田「旭南高砂堂」
まち子ねえさんのごま餅
（5個入） 1箱 1,350円〈限定15箱〉

●兵庫「髙山堂」
神戸みたらしだんご
（6個入）…1箱 486円〈限定30箱〉

●山陰銘菓 どじょう掬い
まんじゅう（12個入）
…… 1箱 1,080円〈限定20箱〉 

●山口「あさひ製菓」
月でひろった卵
（4個入）…1箱 801円〈限定20箱〉

●沖縄「御菓子御殿」元祖
御菓子御殿の紅いもタルト
（6個入）…1箱 908円〈限定20箱〉

●北海道「三星」
よいとまけ
…………1箱 730円〈限定30箱〉

●鹿児島「文旦堂」
かるかん（白・紫・よもぎ、6個入）
…1パック 648円〈限定30パック〉

●山口「本多屋」
豆外郎（10本入）
…………1袋 931円〈限定30袋〉

静岡「春華堂」
●うなぎパイ（16枚入）
…… 1箱 1,413円〈限定20箱〉

大分「ざびえる本舗」
●瑠異沙
（6個入）…1箱 594円〈限定20箱〉 ●太宰府「かさの家」

梅ヶ枝餅（冷凍販売、5個入）
…………1箱 651円〈限定40箱〉

●愛媛「畑田本舗」
御栗タルト（7切入）
…… 1箱 1,080円〈限定20箱〉

焼山店
初登場

焼山店
初登場

●うなぎサブレ（12枚入）
…… 1箱 778円〈限定20箱〉

●ざびえる（5個入）
…… 1箱 432円〈限定20箱〉

■あす6月30日㊍ 
　1日限り

●香るしょうがつゆ
（390g）………………1本 789円
●まるドレゆずポン酢
（390g）………………1本 789円

川尻町「くれさき本店」特別販売会 特別ご奉仕提供品

焼山店
初登場

焼山店
初登場

焼山店
初登場

焼山店
初登場

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

「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。

■あす6月30日㊍ 
　1日限り

●「山豊」お楽しみ袋………………… 1,188円〈限定50袋〉
●熊本「風雅」風雅巻き ミックスパック…1,080円〈限定40袋〉
●「京都・六角 蕪村菴」花形づくし…… 1,188円〈限定10袋〉
●「ハマヤ」お楽しみ袋…………… 2,160円〈限定20袋〉
●「小倉屋山本」佃煮昆布 よりどり3袋… 1,080円
●「広島海苔」かきしょう油味付のり
（8切×8枚・27袋）………… 1,188円〈限定100袋、お一人様2袋まで〉

■7月31日㊐まで福屋焼山店

「ララ福屋カード」
ご入会キャンペーン

期間中に、福屋焼山店の店頭にて「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。
最大

4,000円分
の特典 ※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。



※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。

あす6月30日㊍からの福屋焼山店
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福屋焼山店
呉市焼山中央1丁目13-17／電話（0823）34-2500
営業時間：10時-18時 （毎週水曜日店休日）
https://www.fukuya-dept.co.jp
※営業時間は変更になる場合がございます。

お車でご来店のお客さまは福屋駐車場をご利用ください。

「エルアールディーアール」 「クールカレアン」 「ブティックエコー」 「みつもり」 「マックレガー」

30%OFF
※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。

「Atelier CLAN」
 （アトリエ クラン）

カラフル革工房
■あす6月30日㊍～
　7月5日㊋
■1階 イベントスペース

「エポクリン」お掃除用品販売会
■7月5日㊋まで　■2階 特設会場

Aハンドバッグ
……………………………………………………5,500円
Bリュックサック
……………………………………………………6,380円

●カジュアルシューズ
（各種）……………………………30～50％OFF

●紳士・婦人ナイティ
（各種）………………………………………4,180円から

●婦人ストール
（各種）………………………………………………1,099円

●バスブラシ……………………………1,430円 ●健康タオルハダピカ……………1,320円

A紳士ポロシャツ
（M～LL、各種）…………………………………… 3,300円
B吸収速乾 紳士ポロシャツ
（M～LL、各種）…………………………………… 2,200円

A

BA

B

■7月1日㊎から

福屋焼山店

値下げ奉仕20～30％OFF
（一部除外品あり）（一部除外品あり）

30%OFF
（一部除外品あり）

30%OFF
（一部除外品あり）

30%OFF
（一部除外品あり）


