
※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。

尾道福屋のご案内
あす6月30日㊍～7月6日㊌

尾 道 福 屋
尾道市東御所町1番10号/電話（0848）21ｰ1500
営業時間/10時ｰ19時
尾道市東御所町1番10号/電話（0848）21ｰ1500
営業時間/10時ｰ19時
※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 ■尾道福屋2階ギフトサロン
〈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〉■尾道福屋2階ギフトサロン
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。

福屋商品券1,500円プレゼント!
尾道福屋

1Ｆ

1Ｆ

1Ｆ

2Ｆ 2Ｆ

●婦人帽子
（各種）……………………………… 2,200円〈限定30点〉

●婦人靴
（各種）……………………………… 1,100円〈限定50足〉

●紳士帽子（各種）…………… 1,100円〈限定20点〉
●「シビラ」掛ふとんカバー
（各種）……………………………………………… 3,850円

●「マヌカハニー」400＋セット…… 10,800円〈限定30セット〉

マヌカハニー 特別販売会

サマーバーゲン

■あす30日㊍～7月2日㊏　3日間限り　10時～17時

ニュージーランド産の「マヌカハニー」
他のはちみつにはほとんど含まれない抗菌成分を含みます。
毎日の健康管理におすすめの商品です。

“余韻までおいしい”
プレミアムな柿の種。

ギフトサロン2Ｆ 〈数量限定〉特別お取り寄せ

●タネビッツ
（各種）……………………… 各648円

神戸「モロゾフ」
●アーモンドケーキ
………………………152円〈限定60点〉

神戸「ユーハイム」
●りんごのバウムクーヘン
……………………1,728円〈限定20点〉

神戸「レスポワール」
●シモサン
（7個入）…………1,296円〈限定30点〉

岡山「宗家 源 吉兆庵」
●桃泉果
……………………1,512円〈限定20点〉

北海道産じゃがいもを100％使用した高級ポテトチップス。
●グランカルビー
（各種）………………………………………………………………………… 各580円

■あす30日㊍■あす30日㊍

尾道福屋 初登場 「グランカルビー」

■7月31日㊐まで尾道福屋

「ララ福屋カード」
ご入会キャンペーン

期間中に、尾道福屋の店頭にて「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。

「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。

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。

「亀田製菓」尾道福屋 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。
※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売いたしません。※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。

尾道福屋
尾道市東御所町1番10号/電話（0848）21-1500
営業時間：10時-19時
https://www.fukuya-dept.co.jp

尾道福屋 駐車サービス
地階/1階/2階 10時～19時　2階/喫茶「尾道浪漫珈琲」8時30分～18時

・

※営業時間は変更になる場合がございます。

尾道福屋 「美味しいものセレクション」　■ あす6月30日㊍から7月6日㊌ ■尾道福屋
　地階食品売場

あす30日㊍の日替り奉仕品 7月1日㊎の日替り奉仕品

■グロッサリーコーナー
「キーコーヒー」アイスコーヒー
（無糖・微糖、1000㎖）…………………………………………… 各 208円
「京とうふ藤野」京名物冷やっこ（400g）
………………………………………………………… 106円〈限定20個〉
「京とうふ藤野」天神ミニ京揚げ（1枚）…106円〈限定20枚〉
■青果コーナー
「広島県産」トマト（1袋）……………………………………… 398円
「広島県産」小松菜（1袋）………………………………………108円

■グロッサリーコーナー
「アンファン」専門店のおいしいクッキーシュー
焦がしバター仕立て（1個）………………… 108円〈限定20個〉
「福寿屋本舗」本場長崎切り落しカステラ（230g）
………………………………………………………… 292円〈限定60個〉
■青果コーナー
「香川県産」カットねぎ（1カップ）………………………… 108円
「高知県産」大葉（1パック）……………………………………… 88円
「高知県産」生姜（1袋）……………………………………… 108円

■精肉コーナー
対面コーナー 全品……………… 本体価格より2割引
■鮮魚コーナー
「和歌山県産ほか」鮎（養殖、1尾）……………………… 380円
「広島県（尾道）産」活〆はも湯引（1パック）……498円
「鹿児島県産」うなぎ蒲焼（養殖、1尾）………3,800円
「魚屋の寿司」ちらし寿司（1パック）…………………780円
■おのみち河野屋
お好み焼（1パック）…通常価格540円より2割引〈限定30パック〉
手巻き寿司（1本）……………………… 99円から〈限定100本〉
完熟トマトとチーズのコロッケ（1個）
………………………………… 通常価格160円より2割引

「福岡県産」巨峰（1パック）………………………………… 780円
■精肉コーナー
「国産」和牛ロース、肩ロース、もも
（うす切り・ステーキ・焼肉用）…………………本体価格より3割引
■おのみち河野屋
あなご天丼（1折）…………………………… 880円〈限定10折〉
高野豆腐（6個入、1パック）…通常価格240円より2割引
三元豚ロースカツ（1パック）…通常価格870円より半額
■ワインショップニコラ
夏に楽しむ 白・赤・泡バラエティ 6本セット
…………………………………………… 11,000円〈限定12セット〉

〈木曜日は鮮魚の日〉 ２パックよりどり９８０円セール開催 〈金曜日は食品大市〉食品フロアにてお買得セール開催
「広島海苔」かき醤油味付海苔（8切8枚27袋）
…………………………………………………1,180円〈限定200袋〉

「北海道産」ななつぼし（特A評価）（5kg）
……………………………………………………1,980円〈限定50袋〉

●あなごめし弁当（1折）…………………2,160円

●上州牛ステーキ重
（もも、1折）
……………………… 1,296円

限定
100折

宮島口【うえの】
※11時からの販売を予定しておりますが、交通事情
　により前後する場合がございます。

銘柄牛、
トップレベルの肉質を
ご堪能ください！

大崎下島のレモン使用

群馬
【上州達磨家】

静岡【間瀬】【バッケンモーツアルト】

●マウントバーム しっかり芽
（1本）…………………………………………………… 756円

●グーテ・デ・ロワ/簡易大袋
（2枚入×13袋）………………………972円

●グーテ・デ・ロワ カカオ/簡易小袋
（2枚入×8袋）……………………………810円

●佃煮よりどり３袋
……………………………1,080円

●瀬戸内レモンスフレチーズ
（1カット）………………………………………………411円 ●伊豆みかん（5個入）…………………………594円

●からす麦のクッキー
（1缶）…………………………………………… 1,404円
　

●レトルトカレー
（180g、各種）…………………… 526円

●レモン香るマウントバーム
（1本）………………………………………………………… 864円

●ストレートバーム やわらか芽
（YS 1箱）………………………………………………… 1,080円

群馬【ガトーフェスタ ハラダ】

●ひとつぶのマスカット（4個入）……………………………………1,512円ほか●広島チョコラ（4個入）………………………540円

三原【旬果瞬菓 共楽堂】

東京
【築地 江戸一】
築地場外市場の
人気店から江戸の粋と
活気と、味わいを！

東京【スープストックトーキョー】尾道福屋 初登場 東京【ねんりん家】

７月
５日㊋
まで

限定
60個

福島【玉嶋屋】

●玉羊羹 袋入（5個）………………………… 601円

限定
40袋

尾道限定パッケージ

期間限定商品

７月
１日㊎
限り

７月
９日㊏
まで

※最終日は
　16：00まで
※最終日は
　16：00まで

スープ専門店の
個性豊かな本気カレー。

７月
１日㊎～
販売

尾道福屋 初登場

尾道福屋 初登場


