まちなか割で
さらにお得な

特 招 会

5月20日［金］-31日［火］ ■各階＝対象売場

■

ロフト、
無印良品、
紀伊國屋書店ほか専門店で

■5月23日
（月）
～31日
（火）■1階・4階＝化粧品売場、
地階・1階＝食品売場

5 20日［金］-26日［木］ ■各階＝対象売場

第１弾 ■ 月
夏の特別ご招待会

生活応援 特別お買い得品

1階＝婦人雑貨

■５月２０日 ～２６日

4階＝婦人服

《オリビア》アンサンブル【限定10枚】5,500円から
3,300円 ［エレガンスサロン］
5,500円 5階＝インテリア
［タオル・バス売場］スリッパ ・・・・・・・・・・・・・・・
【限定100足】1,100円から
・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定3本】 5,500円 ［タオル・バス売場］バスマット（各種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100円から
《ビタクラフト》フライパン（IH・ガス対応）
［ハンドバッグ売場］
《イザック》リュック・・・・・・・・・・・・・・6,930円から ［キッチン売場］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,278円から
［婦 人 靴 売 場］夏素材シューズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,240円から

《プラスムーンバット》帽子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《プラスムーンバット》晴雨兼用パラソル ・・・・・・
《芦屋ジュエリー瀧井》淡水ロングネックレス

［寝 具 売 場］
《西川》掛ふとんカバーシングル（綿100%）

2階＝紳士服・スポーツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30枚】4,180円から
330円
［紳 士雑貨 売場］紳士靴（各種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,500円 7階＝こども服
【限定 8 本】 33,000円
［ス ポーツ売場］
《ヒールクリーク》ゴルフウエア・・ 5,500円 ［こども用品売場］男女ランドセル・・・・・・・・
［こども用品売場］長傘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定20本】1,100円から
3階＝婦人服
［プレミアムスタイル］
【限定10枚】
《オフオン》カットソー
2,200円から
［プレミアムスタイル］
【限定10枚】3,300円から
《オフオン》スカート・・・
［紳 士洋品 売場］
《ヒロココシノ》ショートソックス

夏の特別ご招待会

クールライフ 特別お買い得品

■５月２０日 ～２６日

4階＝婦人服

1階＝婦人雑貨

［アクセサリー売場］ヘアアクセ（各種）
【限定30個】
1,650～3,300円 ［エレガンスサロン］
《オリビア》麻混ワンピース
［ハンドバッグ売場］カジュアルバッグ ・・・・・・
【限定10本】
5,500円から
［婦 人 靴 売 場］
《モードエジャコモ》サンダル【限定30足】12,100円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定20枚】
［タオル・バス売場］速乾タオル（綿100%）・・・・
【限定100枚】

2階＝紳士服

6,600円

5階＝インテリア

［紳士洋品売場］2枚組白肌着
（エジプト綿、各種）・・・・・・2,310円から ［キッチン売場］冷茶ポット・・・・・・・・・・・・・・・
【限定50個】

528円から
550円から

550円 7階＝こども服
【限定10個】 1,100円
4,180円 《コンビ》こども用バリカン ・・・・・・・・・・・
【限定10個】 1,100円
3階＝婦人服
《コンビ》こどもサンパツ用ハサミ・・・・
［インナーウエア］
《荒川パジャマ》夏用パジャマ【限定10枚】6,490円
［紳士洋品売場］ソックス（各種）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［紳士洋品売場］長袖ワイシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

［インナーウエア］
《荒川パジャマ》ショーツ2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定10セット】

1,100円

インテリアフロア特招会特別企画
健 康 フェア

〈ブラシの平野〉期間限定販売会

■5月25日（水）～30日（月）
■5階＝クラブ・オンデスク横 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

■5月27日（金）～30日（月）
■5階＝下りエスカレーター前 特設会場

足型測定や血管年齢測定など、健やかな生活をサポートいたします。

※最終日は午後5時閉場

店長イチオシ！お買得品

地階＝食品街

■５月２０日 ～２６日

249円 《アイ・ダイニング》
【5月21日
（土）
・22日
（日）限定】
171円 《アイ・ダイニング》ハンバーグよりどりご奉仕（2個）・・・・・・ 925円
《肉の匠いとう》国産黒毛和牛モモステーキ用（100g）
・・ 951円 《アイ・ダイニング》ハンバーグよりどりご奉仕（3個）
・・・・・・1,309円
《ラニーチーズ》冷凍惣菜（コロッケ、メンチカツなど）全品 30％OFF 《カ ジ マ ー ト》揖保の舞 そうめん・ひやむぎ（各300g入）
【限定各50個】171円
【限定各30個】204円
《魚
廣》福井県産水たこ（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・ 431円 《カ ジ マ ー ト》ソル・レオーネ パスタソース（各390g入、各種）
《魚
廣》銀鮭塩こうじ（3切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 735円 《丸
越》
【5月21日（土）限定】羅臼昆布白菜（230g）
【限定100個】501円
《魚
廣》熟成さば塩焼き（3切）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 627円 ［ 酒 売 場］シャンパン入りスパークリングワイン4本セット
《魚
廣》刺身盛合わせ
（1パック）・・・・1,080円
（750ml×4本）
・・・・・・・・・・・・・・
【限定20セット】5,280円
（中トロ入）
《肉の匠いとう》国産豚ロースみそ漬け（100g）・・・・・・・・
《肉の匠いとう》国産豚モモ切り落とし（100g）
・・・・・・・・・

生活応援特別お買得 日替わり市

地階＝食品街

■５月２０日 ～２６日

5月20日（金）限定
5月24日（火）限定
《肉の匠 いとう》国産黒毛和牛ステーキ用切り落し（100g）1,080円 《肉の匠 いとう》国産錦爽どりモモ肉（100g）
・・・・・・
・ 214円
《魚廣》えび天丼（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30折】594円
5月21日（土）限定
《アイ
・
ダイニング》
ねぎごぼうチャーシュー
（100g）324円
【
対面量り売りコーナー限定】
《肉の匠 いとう》
牛肉（全品）30%OFF
※セール品は除外

《魚廣》天然赤えび握り（1折）・・・・・・・・・・・・・
【限定30折】540円
《果菜蔵》熊本産 貴味メロン（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,059円
《果菜蔵》鹿児島産ほか オクラ（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・ 160円
《カジマート》ジャンボ肉だんご（6個入）
・・
【限定30個】324円
《アイ・ダイニング》チキンロール（1本）・・
【限定100本】328円

5月25日（水）限定
《肉の匠 いとう》国産黒毛和牛モモサイコロステーキ用
（160g、
1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,383円

《魚廣》無着色辛子明太子（130g）・・・・・・
【限定30パック】540円
《アイ・ダイニング》ロースハムマリネ（100g）・・・・・・ 297円

5月26日（木）限定
5月22日（日）限定
《肉の匠 いとう》国産牛モモ切り落し（100g）
・・・・・・・ 538円
《肉の匠 いとう》国産黒毛和牛焼肉用切り落し（100g） 754円
《魚廣》生銀鮭（2切）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】627円
《魚廣》刺身盛合せ（1パック）・・・・・・・・・・・
【限定30パック】540円
《アイ・ダイニング》セロリとこゆずのサラダ（100g）351円
《アイ・ダイニング》やわらか煮豚肩ロース（100g）
・・ 432円
5月20日（金）～22日（日）
《カジマート》いとより鯛すり身の蓮根はさみ揚げ（5個入）
《デリアテール》コロッケ、メンチカツ（全品）・・ 10%OFF
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30個】270円

5月23日（月）限定
《肉の匠 いとう》国産牛（交雑種）肩ロースすき焼用
（200g、
1パック）
・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

《魚廣》魚屋さんのカルパッチョ（1パック）
【限定30パック】486円

5月20日（金）～26日（木）
・・
・ 359円
《デリアテール》スモークサーモンマリネ（100g）
《果菜蔵》ニュージーランド産 ゴールドキウイ（1パック、2個入）430円
5月21日（土）
・22日（日）

《果菜蔵》宮崎産 マンゴー（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,679円
《果菜蔵》
大阪産 ふんわり茄子（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・
・ 214円
ポテトサラダ（100g）
・・・・・・・・・・・・・ 270円

《アイ・ダイニング》
北海道じゃがいもとロメインレタス入り

食品街

お楽しみ企画

■５月２０日 ～３１日

期間限定 焼菓子まつり
■5月20日
（金）～31日
（火）■地階＝ラニーチーズ

横浜中華街 大珍楼フェア
■5月24日
（火）まで ■地階＝特設会場
横浜中華街の名店「大珍楼」が期間限定で登場。点心を中心に
お茶や中華菓子まで販売します。

期間限定 スイーツ特別販売
■5月20日
（金）～26日
（木）■地階＝ラニーチーズ
期間限定でラニーチーズのチーズロールケーキを特別販売。

太巻バイキング
■5月28日
（土）
・29日
（日）■地階＝魚廣
●魚屋が巻いた太巻き（各種）よりどり3本・・・・・・1,080円

食品街大じゃんけん大会
■5月28日
（土）午後3時から ■地階＝食品街 生鮮売場
西武福井店の店長とじゃんけん！じゃんけんに勝った方は
お買い得価格にて旬の商品をお買い物いただけます。

フィナンシェ、マドレーヌ、クッキーなど普段取り扱いのない
商品を期間限定で販売。

初夏の手仕事特集
■5月20日
（金）～31日
（火）■地階＝特設会場
梅酒、果実酒、漬物など初夏の美味しい食材で自分好みの手仕事
がしたくなる季節。材料を集めのお手伝いをいたします。

アジアンリカー特集
■5月20日
（金）～31日
（火）■地階＝酒売場
暑くなる季節。いつもの晩酌をアジア各地の珍しいお酒で楽し
んでみませんか。特集でご紹介します。

菓子お楽しみ袋
■5月20日
（金）～31日
（火）■1階＝菓子売場
・・・・・・・・
【数量限定】1,080円～1,264円
●お楽しみ袋（各種）
【出品ブランド】モロゾフ・フーシェ・ROKUMEIKAN・尾張松風屋・

神戸凮月堂・レスポワール・さんしゅうえん・
パティスリー ハシモト・ブールミッシュ

まちなか割で
さらにお得な

特 招 会

5月20日［金］-31日［火］ ■各階＝対象売場
第２弾 ■5月27日［金］-31日［火］ ■各階＝対象売場
■

フ ロ ア長 一 押 し！

数量限定 特別お買い得

1階＝婦人雑貨

■５月２７日 ～３１日

5階＝高級雑貨

［婦 人 靴 売 場］
【限定1点】396,000円
《有名ブランド》サンダル【限定30足】11,000円 ［宝飾売場］ダイヤモンドペンダント（0.7ct、鑑定書付）
［ハンドバッグ売場］カジュアルバッグ・・・・・・・・・3,300～5,500円 ［宝飾売場］ダイヤモンドペンダント
（0.5ct）
【限定1点】110,000円

2階＝紳士服

7階＝こども服

［紳 士洋品 売場］
【限定30枚】5,500円 ［こども用品売場］男女ランドセル・・・・・・・・・
【限定 8 本】33,000円
《有名ブランド》パジャマ・・
［紳 士洋品 売場］
【限定20本】1,100円から
《有名ブランド》リラクシングウエア【限定30枚】3,300円 ［こども用品売場］男女長傘 ・・・・・・・・・・・・・・・・

3階＝婦人服

地階＝食品街

［インナーウエア］
《荒川パジャマ》半袖パジャマ
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定10枚】

4,290円

4階＝婦人服
［エレガンスサロン］
【限定20枚】
《オリビア》ブラウス・・・

生活応援

5,500円

［酒 売 場］
《アサヒ》スーパードライ（1ケース、350ml×24）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30ケース】 3,980円
［酒 売 場］
《アサヒ》贅沢0（1ケース、350ml×24）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30ケース】

夏の生活用品雑貨セール

1階＝婦人雑貨

2,680円

※20歳未満の飲酒は法律により禁じられています。

■５月２７日 ～３１日

5階＝インテリア

《芦屋ジュエリー瀧井》プラチナ台 ダイアモンド リング（1.00ct）［タオル・バス売場］夏スリッパ（底材：竹、井草等）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定3本】110,000円
［ハンドバッグ売場］
《ラ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定80足】1,320円から

・・・・・・・・・・・・・・・・ 660円から
バガジェリー》リュック・・・・・・8,250円から ［キッチン売場］冷水ポット（AS樹脂）

［婦 人 靴 売 場］
《バークレー》サンダル・・・・・・・・・・・・9,900円から
［紳 士雑貨 売場］ベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7階＝こども服
［こども用品売場］女子水着 ・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定10枚】

2階＝紳士服

【限定10個】
2,200円 ［こども用品売場］こどもバリカン・・・・・・・・・

1,100円
1,100円

［メンズカジュアル］カジュアルウエア
（各種）
・・・・・・・・・・6,600円から
［紳 士洋品 売場］パジャマ（各種） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2,200円

夏の特別ご招待会大ビンゴ大会
■5月29日
（日）午後3時から ■1階＝正面入口
■受付時間：午後2時から■先着50名さま
「夏の特別ご招待会」会期中に、1回税込5,000円以上お買いあげでビンゴ大会に挑戦できる
チャンス！西武百貨店商品券やセブン&アイ商品券など豪華景品が当たります。※当日、対
象のお買いあげレシートをご持参のうえ会場にお越しください。※レシートの合算不可

西武福井店LINE公式アカウントの友だち限定

2週連続！夏の特別ご招待会LINE抽選
西武福井店LINE公式にて2週連続にて
LINEの抽選を実施。各週100名さまに
プレゼントが当たります。
友だち登録はこちら→

西武・そごう公式アプリ限定

専門店×百貨店 お買いあげスタンプラリー
■5月20日
（金）～31日
（火）
会期中、＜専門店＞と＜百貨店＞のスタンプを1個ずつ（合計2個）集め
ると、先着200名さまにレンジパック小鉢（ふた付・1個）をプレゼント。
※対象の専門店と百貨店各1カ所ずつのお買いあげが条件。

■対象売場
【専門店】
1階＝洋品雑貨
《プラスムーンバット》
、
フラワーショップ、
2階=JINS、
イタリアントマト・カフェジュニア、
3階=茶楽かぐや、
4階＝サンロード美容室、
6階=無印良品、
ロフト、
7階=紀伊國屋書店
【百貨店】
各階＝対象売場 ※地階=食品街、1階=菓子売場、5階=商品券は除く

■1週目：5月20日
（金）～26日
（火）
これは便利！シリコンロングスプーン（1個）

100名さま
■2週目：5月27日
（金）～31日
（火）
《カナコノ》
プティ デイリーエコバッグ（1個）

100名さま
■プレゼント会場：1階＝総合案内所

店長イチオシ！お買い得品

地階＝食品街

■５月２７日 ～３１日

《魚

廣》北海道産 ホタテ貝柱刺身用（8粒）・・・・・

540円 《魚

廣》白えびコロッケ（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・

《魚
《肉の匠いとう》国産豚ロース切り落とし
（180g、1パック）
（冷しゃぶ用）

廣》旬の野菜とえびのかき揚げ（2枚）・・・・・・

540円 《魚

廣》旬の刺身盛合せ（1パック）
・・・・・・・・・・・・・・

《肉の匠いとう》国産錦爽どりモモ角切り（300g、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】

《肉の匠いとう》黒毛和牛味付け焼肉用
（100g）
（スライス）
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

519円

《果

菜

951円
627円
735円
735円

蔵》ニュージーランド産 ゴールドキウイ（2個入、1パック）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

430円

《ラニーチーズ》冷凍惣菜（コロッケ、
メンチカツなど）
全品30％OFF

地階＝食品街

生活応援 特別お買い得 日替わり市

5月27日（金）限定

■５月２７日 ～３１日

5月29日（日）限定

《肉の匠 いとう》国内産黒毛和牛モモサイコロステーキ用

《肉の匠 いとう》対面コーナー商品（各種）
・・・・・ 20%OFF

（160g、1パック）・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,383円

※セール品は除外

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 432円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】260円

《魚廣》とく得寿司（16貫）・・・・・・・・・・・
【限定30パック】1,080円
《魚廣》チリ産 銀鮭（甘口）
（3切）・・・・・・・
【限定30パック】735円
《果菜蔵》エクアドル産濃味バナナ（1袋）・・・・・・・・・・・・ 193円
《果菜蔵》徳島産 ブロッコリー（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・ 107円
《アイ・ダイニング》ローストビーフ（全品）
・・・・・ 30%OFF
《アイ・ダイニング》彩り野菜のイタリアンサラダ（100g）
《カジマートキッチン》椎茸えび詰めフライ（4個入）
5月28日（土）限定
5月30日（月）限定
《肉の匠 いとう》国内産黒毛和牛焼肉用切り落とし（100g） 《肉の匠 いとう》国内産黒毛和牛肩すき焼き用（100g）862円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 754円 《みさきや》
えび入かき揚丼（1折）・・・・・・・・
【限定30折】519円

《魚廣》刺身盛合せ（中トロ入）
（2～3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】2,571円

《アイ・ダイニング》
北海道じゃがいもとロメインレタス入り
・・・・・・・・・・・・・ 270円
ポテトサラダ（100g）

《果菜蔵》福島産ほか アスパラガス（1束）・・・・・・・・・・・ 214円

5月31日（火）限定
《アイ・ダイニング》チキンロール（1本）【限定100本】328円 《肉の匠 いとう》国内産黒毛和牛ヒレステーキ用（100g）
《カジマートキッチン》鶏肉の天ぷら（梅しそ）
（5個入）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,815円

宮城産 生たら切身（3切）・・・・・・・
【限定30パック】735円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【限定30パック】346円 《魚廣》
《アイ・ダイニング》サラダ（全品）
・・・・・・・・・・・・・・ 10%OFF
5月27日（金）～29日（日）

5月29日（日）～31日（火）
《アイ
・ダイニング》
トンデンファームラッキーパック（1パック）
《デリアテール》コロッケ、メンチカツ（全品）・・ 10%OFF
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

専 門 店

期間限定お買得情報

■５月２０日 ～３１日

１階＝洋品雑貨《プラスムーンバット》

カミンスキーフェア

■５月２０日（金）～２６日（木）
ヘレンカミンスキーの天然ハット＆バッグを展開。鮮やかなカラー
リングが特徴です。

ハンカチタオル・雑貨 お買得品
■５月２０日（金）～３１日（火）

２階＝ＪＩＮＳ

薄型非球面レンズ付きメガネ（各種）

一式４,４００円から

２階＝イタリアントマト・カフェジュニア

【店内飲食限定】フードメニューご注文のお客さま

コーヒーｏｒ紅茶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,300 円から
●ブランド長傘（各種）
●ストッキング（3足組、各種）・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,100 円から
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 330 円から
●靴下（各種）

（ホットｏｒアイス）

４階＝サンロード美容室

眉カット

特別価格

８８０円

●ご優待は一品単価１,０００円（税抜）以上の商品が対象となります。また、一部除外品もございます。ご不明な点は売場係員までおたず
ねください。●％ＯＦＦ表示は２０２２年３月下旬以降の当店通常価格からの割引率となります。※新型コロナウイルス感染拡大防止対応の
ため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種催しやサービスの中止や延期、商品の入荷遅延や販売中止、価
格変更が発生する場合がございます。くわしくは西武福井店ホームページをご覧ください。
※数量に限りのある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。※表示価格は本体価格に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。酒類を除いた飲食料品は、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。ただし、レストラン、店内のテーブル、
イス、カウンターでご飲食される場合は１０％の消費税率となります。※掲載商品には、卵・小麦・乳・そば・落花生・えび・かになどアレルギーの原因といわれる原材
料を含んでいる商品がございます。※交通事情、天候などにより商品の変更、または販売中止と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7時30分／8階＝レストラン［ダイニングスクエア］：午前11時～午後10時

西武福井店 郵便番号910-8582 福井市中央1-8-1 電話0776(27)0111大代表

１杯サービス

