
※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㊋
福屋三次店のご案内 福屋三次店

三次市十日市中3丁目/電話（0824）63ｰ９８１３
営業時間/10時ｰ18時 （毎週水曜日店休日）
※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 ■福屋三次店ギフトサロン
〈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。詳しくは係員までお尋ねください。

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〉■福屋三次店ギフトサロン
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、1会計税込
5,000円以上（※）のお中元をご配送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。

他社ギフト申込書ご持参でお得！

おいしい広島を
どうぞお楽しみください。

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500円プレゼント!
【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）

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。

「ララ福屋カード」
分割手数料無料キャンペーン

※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。グルメ日替わりお取り寄せ売切れご容赦!

あす30日㊍ 7月1日㊎ 7月2日㊏ 7月3日㊐

●「なだ万厨房」ローストビーフ
と鮑御飯のお弁当
…………1折 2,160円〈限定15折〉

●「ゆず家」
かしわめし
……………… 1折 770円〈限定15折〉

●「鶏三和」
手羽唐 5本セット
………1パック 648円〈限定15パック〉

●「梅の花」
湯葉揚げ（6個入）
………1パック 908円〈限定15パック〉

●「モロゾフ」
カスタードプリン
………………1個 216円〈限定60個〉

●「あん寿」
笹わらび餅
………………1箱 421円〈限定20箱〉

●宮島口「うえの」
あなごめし弁当
………… 1折 2,160円〈限定40折〉

●「古市庵」
うず潮巻
………… 1本 1,394円〈限定15本〉

●「かくまん」
手作りいかめし（2尾入）
………………1袋 594円〈限定80袋〉

●「鶏三和」
焼鳥5本セット（しお）
………1パック 864円〈限定15パック〉

●「フルーツなかむら」
ミックスフルーツタルト
………… 1個 2,700円〈限定10個〉

●「木村屋總本店」
酒種あんぱん（5色5個入）
……………… 1袋 902円〈限定24袋〉

●牛処「うえ田」国産牛肩ロース
すき焼き・しゃぶしゃぶ用（300g）
…1パック 1,296円〈限定40パック〉

●牛処「うえ田」
国産牛ロース焼肉用（300g）
…1パック 1,512円〈限定20パック〉

●「有名メーカー」
ハムよりどり3個
……1セット 1,080円〈限定20セット〉

●「山豊」漬物よりどり3個
……1セット 1,080円〈限定50セット〉

●「茶の環」
宇治抹茶畑からの年輪バウム
…1ホール 1,296円〈限定20ホール〉

●「叶 匠壽庵」
あも
…………1本 1,296円〈限定15本〉

●「広島海苔」かき醬油味付のり
（8切8枚27袋入）……1袋 1,188円

〈限定100袋、お一人様3袋まで〉

●「畑田本舗」
どら一おもいでカスタード
………………1個 162円〈限定50個〉

●「シュガーバターの木」シュガー
バターサンドの木 お買得パック
（10個入）… 1個 691円〈限定24個〉

※11時からの販売になります。 ※11時からの販売になります。 ※10時からの販売になります。 ※10時からの販売になります。

※写真はイメージです。

※9時45分から整理券をお配りいたします。

■7月12日㊋まで福屋三次店

「ララ福屋カード」
ご入会キャンペーン

期間中に、福屋三次店の店頭にて「ララ福屋カード」のご入会申込みの方に、
●福屋三次店限定特典：福屋ポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。
●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」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。

■7月1日㊎～18日　　　 ■福屋全店月祝

※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。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

最大
5,000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㊍からの福屋三次店

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。

福屋三次店
三次市十日市中3丁目7-6／電話（0824）63-9813
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。
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「クールカレアン」特別奉仕 「みつもり」値下げ奉仕 「ベルハウス」特別奉仕

30～40％OFF

20～30％OFF
（一部除外品あり）

●Tシャツ（各種）………………………… 3,300円
●ベスト（各種）…………………………… 3,300円
●スカート（各種）………………………… 3,850円※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

●ランドセル
男児・女児（各種）…………………38,500円から

●ショルダーバッグ
………………………………………………… 10,395円

●晴雨兼用傘
（各種）………………………………………2,200円から

●婦人チュニック
（各種）………………………………………3,300円から

●婦人パンツ
（各種）………………………………………2,200円から

●紳士・婦人パジャマ
（各種）………………………………………3,300円から

●バスタオル（各種）………………1,320円から
●フェイスタオル（各種）……………550円から

●エプロン
（各種）………………………………………2,200円から

●ベルギー製柄カーペット
（綿混・約195×250cm）……………………… 19,800円

Aテーブルセンター……………… 2,530円
Bティッシュボックスカバー……1,320円
Cペーパーホルダー……………… 1,100円
Dドイリー……………………………………… 715円

「キプリング」

■2階ギフトサロン
■2階ギフトサロン ●A

●B

●C
●D

「陶器 550円均一」

「イヴ・サンローラン」
夏のメイクアップアドバイス会

●ルージュ 
ヴォリュプテ 
キャンディグレーズ
……………… 4,730円

Aアクアコラーゲンゲル
エンリッチリフトEX
［ハリ肌高機能ゲル］

（50g）………………… 4,950円
（120g）……………… 9,460円
（200g）…………… 13,200円
BVC100エッセンスローションEX
［ビタミンC※1配合化粧水］※1パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（整肌成分）

（150㎖）………5,170円 （285㎖）………8,580円

■7月1日㊎
■7月4日㊊ ※1日限り

シロップのような色艶とリップパックの
ようなケア効果を叶えるリップスティック。

皮膚の専門家が作ったメディカルコスメブランド
「ドクターシーラボ」
1日限りの特別販売会

●Aトートバッグ
………………………… 3,850円
●Bリュック
………………………… 4,290円
Cポーチ
………………………… 2,750円

「SYABON」 〈シャボン〉 期間限定販売

●A

●B

色鮮やかで個性的な柄。
軽くて機能的なウォッシャブル加工バッグです。

●C

●A
●B

「ランドセル 特別奉仕」

予告「夏の敷物お買得セール」
■7月7日㊍～7月19日㊋

■あす6月30日㊍～7月5日㊋　※最終日は17時閉場


