優勝翌日から

初日から４日間限定 日替わりセール

そのほかお買得品

【初日 超目玉品】
●今治産フェイスタオル６枚セット［限定２０セット］本体価格２,０００円

●婦人パジャマ各種［限定１００着］・・・・・・・・・・・・本体価格３,９００円

■１階＝正面入口 特設会場
●羽毛掛けふとん （ジャーマンホワイトダックダウン８５％、フェザー
１５％、１５０×２１０ｃｍ、１.２ｋｇ）［限定１０枚］・・・・本体価格２０,０００円
（９月３０日（月）まで税込２１,６００円、１０月１日（火）から税込２２,０００円） ■１階＝正面入口 特設会場
●婦人カジュアルハンドバッグ各種［限定１０点］本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円） ■３階＝特設会場
●婦人チュニック各種［限定５０枚］・・・・・・・・・・・・本体価格２,０００円
（９月３０日（月）まで税込２,１６０円、１０月１日（火）から税込２,２００円 ）■３階＝特設会場
●婦人カーディガン各種［限定３０枚］・・・・・・・・・・本体価格４,０００円
（９月３０日（月）まで税込４,３２０円、１０月１日（火）から税込４,４００円） ■３階＝特設会場
●紳士ベルト各種［限定２０本］・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格８５０円
（９月３０日（月）まで税込９１８円、１０月１日（火）から税込９３５円） ■５階＝特設会場
●紳士ネクタイ各種［限定３０本］・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格８５０円
（９月３０日（月）まで税込９１８円、１０月１日（火）から税込９３５円） ■５階＝特設会場

●スリッパ各種 ［限定５０足］・・・・・・・・・・・・・・ ・本体価格 ８００円

【２日目 日替わりお買得品】
●今治産フェイスタオル［限定１００枚］・・・・・・・・・・・・本体価格３０６円

●婦人デザインブラウス各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格５,０００円から

（９月３０日（月）まで税込３３１円、１０月１日（火）から税込３３７円）

■１階＝正面入口 特設会場
●今治産バスタオル［限定５０枚］・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格８００円
（９月３０日（月）まで税込８６４円、１０月１日（火）から税込８８０円） ■１階＝正面入口 特設会場
●ハンカチお楽しみ袋［限定５０袋］・・・・・・・・・・・・本体価格１,０００円
（９月３０日（月）まで税込１,０８０円、１０月１日（火）から税込１,１００円） ■２階＝洋品小物売場
●婦人ブラウス各種［限定３０枚］・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円） ■３階＝特設会場
●婦人デザインセーター各種 ［限定５０枚］・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円） ■３階＝特設会場
●紳士パジャマ各種［限定３０着］・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円） ■５階＝特設会場

●ワンピース各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格１０,０００円から

【３日目 日替わりお買得品】
●シープ調ボア敷きパッド［限定５０枚］・・・・・・・・・本体価格１,２００円

（９月３０日（月）まで税込１０,８００円、１０月１日（火）から税込１１,０００円）

（９月３０日（月）まで税込２,１６０円、１０月１日（火）から税込２,２００円）

（９月３０日（月）まで税込１,２９６円、１０月１日（火）から税込１,３２０円）

■１階＝正面入口 特設会場

●あったか合繊肌掛けふとん［限定４０枚］・・・・・本体価格３,０００円
■１階＝正面入口 特設会場
●婦人ベスト各種［限定３０枚］・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円） ■３階＝特設会場
●婦人ライティコート各種［限定３０枚］・・・・・・・・・本体価格５,０００円
（９月３０日（月）まで税込５,４００円、１０月１日（火）から税込５,５００円） ■３階＝特設会場
●紳士ワイシャツ各種［限定３０枚］・・・・・・・・・・・・本体価格１,０００円
（９月３０日（月）まで税込１,０８０円、１０月１日（火）から税込１,１００円） ■５階＝特設会場
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円）

【４日目 日替わりお買得品】
●吸湿発熱ニューマイヤー毛布［限定３０枚］・・・本体価格２,０００円
■１階＝正面入口 特設会場
●高弾性ウレタンまくら［限定２０点］・・・・・・・・・・・本体価格２,５００円
（９月３０日（月）まで税込２,７００円、１０月１日（火）から税込２,７５０円） ■１階＝正面入口 特設会場
●婦人パンツ各種［限定５０本］・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格５,０００円
（９月３０日（月）まで税込５,４００円、１０月１日（火）から税込５,５００円） ■３階＝特設会場
●ワンピース各種［限定３０枚］・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格５,０００円
（９月３０日（月）まで税込５,４００円、１０月１日（火）から税込５,５００円） ■３階＝特設会場
（９月３０日（月）まで税込２,１６０円、１０月１日（火）から税込２,２００円）

（９月３０日（月）まで税込４,２１２円、１０月１日（火）から税込４,２９０円）
（９月３０日（月）まで税込８６４円、１０月１日（火）から税込８８０円）

■１階＝正面入口 特設会場

■１階＝正面入口 特設会場

●バスマット各種 ［限定５０枚］・・・・・・・・・・・・・・・本体価格 ８００円
（９月３０日（月）まで税込８６４円、１０月１日（火）から税込８８０円）

■１階＝正面入口 特設会場

●婦人靴下各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格３００円から
（９月３０日（月）まで税込３２４円から、１０月１日（火）から税込３３０円から）

■２階＝洋品小物売場

●婦人雨傘各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円から
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円から、１０月１日（火）から税込３,３００円から）■２階＝洋品小物売場

●婦人ハンドバッグ各種・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格５,０００円から
（（９月３０日（月）まで税込５,４００円から、１０月１日（火）から税込５,５００円から）■３階＝特設会場

●婦人長袖チュニック各種・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円から
■３階＝特設会場

（９月３０日（月）まで税込３,２４０円から、１０月１日（火）から税込３,３００円から）

●婦人ニット各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格５,０００円から
■３階＝特設会場

（９月３０日（月）まで税込５,４００円から、１０月１日（火）から税込５,５００円から）

■３階＝特設会場

（９月３０日（月）まで税込５,４００円から、１０月１日（火）から税込５,５００円から）
（９月３０日（月）まで税込１０,８００円から、１０月１日（火）から税込１１,０００円から）

■３階＝特設会場

●日本製紳士ポロシャツ各種［限定３０枚］・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円）

■５階＝特設会場

●日本製紳士カジュアルシャツ各種 ［限定３０枚］本体価格５,０００円
（９月３０日（月）まで税込５,４００円、１０月１日（火）から税込５,５００円）

■５階＝特設会場

●紳士ウオッシャブルベスト各種［限定３０枚］・・本体価格５,０００円
（９月３０日（月）まで税込５,４００円、１０月１日（火）から税込５,５００円）

■５階＝特設会場

●紳士スーツ各種［限定３０着］・・・・・・・・・・・・・・本体価格１０,０００円
（９月３０日（月）まで税込１０,８００円、１０月１日（火）から税込１１,０００円）

■５階＝特設会場

●紳士コート各種［限定１０着］・・・・・・・・・・・・・・・本体価格１０,０００円
■５階＝特設会場

●てもみんプライム／どすこいコース（ボディーケア、３３分）本体価格３,０５６円
（９月３０日（月）まで税込３,３０１円、１０月１日（火）から税込３,３６２円）

■７階＝てもみんプライム

●双眼鏡［限定１０点］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円）

■７階＝メガネサロン

限定サービス＆キャンペーン
●ＡＢＣマート／ＨＡＷＫＩＮＳキッズシューズ（本体価格１,９９０円［９月３０日（月）
まで税込２,１４９円、１０月１日（火）から税込２,１８９円］）２足おまとめ本体価格３,０００円
（９月３０日（月）まで税込３,２４０円、１０月１日（火）から税込３,３００円）

■５階＝ＡＢＣマート

●ＪＩＮＳ／２本以上お買い上げで２本目以降フレーム価格
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０％ＯＦＦ ■５階＝ＪＩＮＳ

●ロフト／ロフトアプリ会員さまで、所沢ロフトをお気に入り店舗
登録されている方に ５％ＯＦＦクーポン を配信 ■５階＝ロフト
※新規ご入会の方もご利用いただけます。

●てもみんプライム／てもみんグループチケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０％還元 ■７階＝てもみんプライム

●開運館Ｅ＆Ｅ／鑑定したお客さまに
・・・・・・パワーストーン（１個）をプレゼント ■８階＝開運館Ｅ＆Ｅ

カフェ＆レストラン 優勝記念特別メニュー
●ビール工房所沢／お一人さまでもＯＫ！
お食事つき１２０分飲み放題プラン

●キッチンクルミ／和牛ビーフカツカレー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０５６円

●鮨処九十九／寿司屋のミニコース（刺身
盛り合わせ、焼き魚、寿司６貫、お椀、
デザート）・・・・・・・・・・・・・本体価格３,０５６円

■８階＝レストラン街

■８階＝レストラン街

・・・・・・・・・・・・・お一人さま本体価格３,０５６円
■１階＝ビール工房所沢

え

西武食品館のお買い得
●創菜いい菜／ポテトコロッケ

初
日
超
目
玉
品

（１個）［限定７００個、お一人さま１０個限り］

３０円

■地下１階

●ころくや／和歌山県産 柿
（１個）［限定５００個、お一人さま５個限り］・・９１円 ■地下１階
●魚耕／チリ産 ふり塩銀鮭切身（養殖・解凍、１切）
［限定１,０００切、お一人さま５切限り］・・・・１０８円 ■地下１階

●古市庵／うず潮巻
（１本）［限定５０本］・・・・・・・・・・・・・・・ １,０８０円 ■地下１階

●さかえ屋／無選別カステラ
（１個） ［限定５５５個、お一人さま５個限り］・・・２２２円 ■１階

２
日
目
日
替
わ
り
品

●ころくや／栃木県産ほか 梨
（１個）［限定５００個、お一人さま５個限り］・・９１円 ■地下１階

●さぼてん／イカフライ
（１枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０８円 ■地下１階

●ＲＦ１／みんな大好き！小海老フライ
（１００ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５００円 ■地下１階

●魚耕／北海道産 生筋子
（１００ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３８円 ■地下１階

●ストーンヘッジ キャラメルポップコーンタブ〈輸入菓子〉
（１個） ［限定１２０個］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３３円 ■１階

３
日
目
日
替
わ
り
品

４
日
目
日
替
わ
り
品

監督背番号「８５」特別セール

■地下１階・１階＝対象売場

●創菜いい菜／メンチカツ
（１個）［限定７００個、お一人さま１０個限り］

３０円

■地下１階

●柿安／国内産 黒毛和牛切り落し
（肩、１００ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８０円 ■地下１階

●ころくや／長野県産ほか シャインマスカット
（１房）［限定１００房］・・・・・・・・・・・・・・・・・・９１８円 ■地下１階
●魚耕／愛知県産 うなぎ長焼（養殖、１尾）
［限定３００尾、お一人さま３尾限り］・・・１,６２０円 ■地下１階

●ハワイアンホースト チョコレートソース〈輸入菓子〉
（１本） ［限定１２０本］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３３円 ■１階

●創菜いい菜／広島県産 カキフライ
（１個）［限定５００個、お一人さま１０個限り］

５０円

■地下１階

●ころくや／北海道産ほか トマト
（１個）［限定５００個］・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８円 ■地下１階
●とりせい／つくね串〈タレ〉（１パック）
［限定２００本、お一人さま１０本限り］・・・・１０８円 ■地下１階

●魚耕／〈かねふく〉明太子ＸＬサイズ
（１パック、３本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９１８円 ■地下１階
●京粕漬 魚久／いかげそ京粕漬（１袋、２２０ｇ）
［限定１００袋、お一人さま５袋限り］・・・・・・・・・・５４０円 ■１階

税込１,０８０円均一価格セール

（１個）［各日限定５００個、お一人さま５個限り］・・・・・・・８５円 ■地下１階

●魚耕／三陸産 いくら醤油漬（１パック、１５０ｇ）１,０８０円 ■地下１階
●肉匠もりやす／国内産 国産牛（交雑種）ローストビーフ切り落し

●デイリーミート／国内産 錦爽鶏

（モモ、１パック、１８０ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０８０円 ■地下１階

（ムネ、１００ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５円 ■地下１階
●俵大名／塩むすび（１個）［各日限定１００個］・・・・８５円 ■地下１階

●柿安／国内産 黒毛和牛うす切り焼肉用

●とりせい／鶏モモ肉唐揚げ

●知々夫屋／〈大平戸農園〉ジャム各種

●ころくや／ニュージーランド産 サンゴールドキウイ

（１個）［各日限定２００個］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５円
●桂林／桂林手巻き春巻（１本）［各日限定８０本］ ８５円
●まつおか／手羽先の甘辛揚げ（１本）・・・・・・・・・８５円
●ＲＦ１／シンプルなじゃがいもコロッケ（１個）・・・８５円

■地下１階
■地下１階
■地下１階
■地下１階

●ブーランジェリー エミュウ／ニコニコ甘口 カレーパン
（１個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８５円 ■１階

●カルビープラス／ドリンク全品
（１杯）［各日限定８５杯］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００円 ■１階

（肩ロース、１パック、１３０ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０８０円 ■地下１階
（よりどり３本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０８０円 ■地下１階
●サイボク／お楽しみセット（１セット）・・・・・・・１,０８０円 ■地下１階
●酒蔵／日本酒（１本）［限定１２０本］・・・・・・・・・・・本体価格１,０００円
（９月３０日（月）まで税込１,０８０円、１０月１日（火）から税込１,１００円） ■地下１階
●酒蔵／ワールドワイン（１本）［限定１００本］・・・本体価格１,０００円
（９月３０日（月）まで税込１,０８０円、１０月１日（火）から税込１,１００円） ■地下１階
●本髙砂屋／お楽しみ袋（１袋）・・・・・・・・・・・・・・・・１,０８０円 ■１階
●御菓蔵／おかきよりどり４袋（１セット）・・・・・・・・・１,０８０円 ■１階

そのほかお買得品
●魚耕／マルタ産ほか 本まぐろ（養殖・解凍、１００ｇ当り）５５０円
●浜作／国内産 ちりめん山盛り（１盛）・・・・・・・５５０円
●柿安／沖縄県産 豚小間切れ （１パック、３００ｇ）５５０円
●サイボク／スモークハム〈大〉（１００ｇ当り）・・・５５０円
●聘珍樓／焼き餃子（１パック、５個）［各日限定１０パック］５５０円
●俵大名／おにぎり３個セット〈紅鮭・昆布・辛子明太子〉

■地下１階
■地下１階
■地下１階
■地下１階
■地下１階

（１パック、各１個）［各日限定５０パック］・・・・・・・・・・・５５０円 ■地下１階
●とんかつまい泉／メンチカツ（１パック、３枚）［各日限定５０パック］５５０円 ■地下１階
●田村長（酒蔵）／鯖カレー（１個）・・・・・・・・・・・・５５０円 ■地下１階

●ダイドコ グロッサリー／中村屋レトルトカレーお楽しみ袋
（５袋入）［限定６０袋］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１,０８０円 ■地下１階
●キャトルフォイユ／選べるチーズセット（１セット）１,５５０円 ■地下１階
●ドンク／トコだけパンセット（１セット、４点入）・・・・・・５４０円 ■１階
●深井醤油／ミニ甚吉袋セット（１セット）・・・・・・・・１,０８０円 ■１階
●赤坂トップス／お楽しみ袋（１袋）・・・・・・・・・・・・・１,１３４円 ■１階
●カルビープラス／お楽しみ袋（１袋）・・・・・・・・・・・１,５０１円 ■１階
●茶寮 伊藤園／日本茶セット（１セット）・・・・・・・・・２,１６０円 ■１階
●山本海苔店／板海苔（３袋入、保存袋付）・・・・・・２,５９２円 ■１階

※表示価格は本体価格と９月３０日（月）までの８％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」と、１０月１日（火）から
の１０％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。なお、１０月以降酒類を除いた飲食料品（軽減
税率対象商品）は、本体価格に８％の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。
※商品は豊富に取りそろえておりますが、品切れの際はご容赦ください。※セール品、レジお値下げ品のクラブ・オンポイント加算は除外となり
ます。なお、お買い上げ金額は年間お買い上げ額に加算いたします。※％ＯＦＦ表示は店頭価格（税抜価格）からの割引率です。※未成年者
の飲酒は法律により禁止されております。また、お車を運転されるお客さまの飲酒はご遠慮ください。※記載内容につきましては変更になる場
合がございます。

■会期中は休まず営業いたします。
■営業時間：午前１０時～午後８時 ※地下１階・１階＝西武食品館は平日のみ午後８時３０分まで営業。
〈１階＝ビール工房所沢は午前１０時～午後１０時（ラストオーダー：フードは閉店１時間前、ドリンクは閉店３０分前）
８階＝レストラン街は午前１１時～午後１０時（ラストオーダー：閉店３０分前）〉
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