福岡ソフトバンク
ホークス

祝 4年連続 日本一
●

おめでとうセール!!
福岡ソフトバンクホークスの「日本一」を記念して
岩田屋本店・久留米店・サロン各店、福岡三越にて
「祝！日本一おめでとうセール」を開催！！
掲載以外にもお買得品を多数ご用意しております！！

ら
か
日
6
2
月
1
1
3日間開催！

岩田屋本店

岩田屋久留米店

スペシャルパック

特別提供品

スペシャルパック

本館地下1階

本館地下1階

地下1階

★〈カネ又田中商店〉
［20点限り］…………1,080円
★〈志岐蒲鉾本店〉
［100点限り］…………1,080円
★〈五口福〉
［ 30点限り］…………………1,080円
★〈やまや〉
［20点限り］……………………1,080円
★〈ウエダ〉
［30点限り］……………………2,160円
★〈阿蘇の逸品〉
［ 30点限り］……………3,240円
★〈のり工房〉
［100点限り］………………1,080円
★〈鶏三和〉
［ 30点限り］…………………1,080円
★〈南国フルーツ〉
［50点限り］……………2,160円
★〈ファディアネックス〉
［80点限り］………1,080円
★〈テンリョウ〉
［200点限り］………………1,080円
★〈花膳〉
［ 50点限り］……………………1,080円
★〈志賀島 藤吉〉
［30点限り］……………1,080円
★〈アイミート〉
［50点限り］………………10,001円
★〈魚の屋〉
［ 30点限り］…………………1,080円

★〈カネ又田中商店〉国産ちりめん200g［30点限り］…1,080円

★〈鹿鳴館〉
［ 40点限り］…………………1,080円

★〈五口福〉明太子［20点限り］……………999円

★〈宇治・式部郷〉
［50点限り］……………1,080円

★〈ウエダ〉お楽しみセット
［20点限り］……1,080円

★〈如水庵〉
［ 30点限り］…………………1,080円

★〈阿蘇の逸品〉生ハム
［20点限り］………1,296円

★〈風雅〉
［ 40点限り］……………………1,080円

本館地下2階

★〈アンデルセン〉おたのしみ袋［各日100点限り］…1,080円

★〈山本海苔店〉
［ 50点限り］……………1,080円
★〈茶匠つじの〉
［20点限り］………………2,160円
★〈フロマージュリーヒサダ〉
［30点限り］…5,400円
★〈白玉屋新三郎〉
［ 30点限り］…………1,080円
★〈山吹〉
［ 20点限り］……………………1,080円
★〈クラビス〉
［30点限り］…………………1,080円
★〈アンテノール〉
［ 100点限り］…………1,080円
★〈ビーンズナッツプラス〉
［60点限り］……1,080円
★〈フーシェ〉
［30点限り］…………………1,080円
★〈光玉園〉
［ 20点限り］…………………1,080円
★〈ゴンチャロフ〉
［30点限り］……………1,080円
★〈シゲツドウ〉
［20点限り］………………1,080円
★〈モロゾフ〉
［30点限り］…………………1,080円
★〈エクラタン〉
［ 100点限り］……………1,080円
★〈不二家〉
［ 15点限り］……………………810円
★〈松屋〉
［ 15点限り］……………………1,080円
★〈金城製菓〉
［ 20点限り］…………………756円
★〈大原老舗〉
［ 20点限り］………………1,080円
★〈如水庵〉
［ 60点限り］…………………1,080円
★〈北島〉
［ 20点限り］……………………1,080円
★〈風雅〉
［ 30点限り］……………………1,080円
★〈えくぼ屋〉
［24点限り］…………………1,080円
★〈千鳥屋〉
［ 20点限り］…………………1,080円
★〈叶匠寿庵〉
［ 20点限り］………………2,160円
★〈日本橋長兵衛〉
［ 20点限り］…………1,080円
★〈鹿鳴館〉
［100点限り］…………………1,080円
★〈ひよこ〉
［30点限り］……………………1,080円
★〈源 吉兆庵〉
［50点限り］………………1,080円

★〈のり工房〉佐賀海苔［50点限り］…………486円
★〈鶏三和〉ガーリックステーキ（モモ）10kg限り
…………………………………281円/100gあたり
★〈鶏三和〉鶏つみれ10kg限り…303円/100gあたり
★〈南国フルーツ〉サンふじ
［30点限り］……756円
★〈南国フルーツ〉
ラフランス
［30点限り］……648円
★〈テンリョウ〉
よりどり
［100セット限り］…1,080円
★〈花膳〉至高だし
［100点限り］…………1,080円

★〈えくぼ屋〉
［24点限り］…………………1,080円
★〈ゴンチャロフ〉
［30点限り］……………1,080円
★〈メリー〉
［24点限り］……………………1,080円
★〈フーシェ〉
［50点限り］…………………1,080円
★〈東京凮月堂〉
［ 60点限り］……………1,080円
★〈だし工房花膳〉
［50点限り］……………1,080円
★〈高橋商店〉
［ 30点限り］………………1,080円
★〈北野エース〉
［30点限り］………………1,080円
★〈秀栄丸〉
［ 30点限り］…………………2,160円
★〈アイミート〉
［10点限り］………………10,001円

本館地下2階

★〈アイミート〉
［ 20点限り］………………5,001円

★〈茶匠つじの〉
よりどり
［30セット限り］…1,080円

2階

★〈本吉屋〉
うなぎ丼［各日10点限り］……2,160円

★婦人ブランド靴下5足［50点限り］……2,200円

★〈鶏三和〉焼鳥セット（10本入り）
［20点限り］…1,260円
★〈インダスカレー〉インダスカレー弁当［各日30点限り］…700円

★紳士靴下5足［30点限り］………………1,100円
★婦人雑貨 ベレー帽・傘・スカーフ 3点入［30セット限り］…3,300円

★〈山吹〉天ぷら詰合せ［50点限り］………481円
★〈山吹〉天ぷら盛合わせ［30点限り］……801円
★〈沈菜館〉チヂミ+キンパセット［各日30点限り］…1,188円
★〈沈菜館〉キムチセット
［各日30点限り］……1,360円
★〈竹千寿〉笹ちまき（饅）………………1,512円

特別提供品
地下1階

★〈たつみ寿司〉南関いなり
［各日20点限り］…1,080円

★〈風雅〉20本ミックス
［80点限り］………1,080円

★〈柿安ダイニング〉黒酢酢豚300g［各日5kg限り］…801円

★〈だし工房花膳〉本枯れ鰹節［60点限り］…864円

★〈春夏秋冬屋〉チキン南蛮［各日20点限り］…501円

★〈秀栄丸〉紅鮭5切［30点限り］…………1,080円

★〈野村佃煮〉おたのしみ袋［48点限り］…1,080円

★〈ロンチャイナ〉中華惣菜よりどり3点［50セット限り］…1,001円

★〈エッセンハウス〉カルビすてーき弁当［各日60点限り］…864円

1階

★〈ＲＦ1〉30品目のサラダセット［各日10点限り］…1,436円
★〈神戸コロッケ〉人気の詰合せ［各日10点限り］…1,296円
★〈メリー〉お買い得サヴールドメリー［24点限り］…1,944円

★〈南国フルーツ〉
りんご2玉［20セット限り］…648円
★〈南国フルーツ〉ラフランス2玉［20セット限り］…648円

★〈エクラタン〉ケーキセット
［100点限り］…1,080円

2階

★〈鈴懸〉栗大福9個入り（初日のみ販売）
［80点限り］…1,080円

★〈エタンスラン〉婦人ウエア各種［20点限り］…3,300円から

★シャンパーニュ3本セット
［12点限り］…11,000円
★ボルドー金賞ワイン6本セット
［60点限り］…5,500円

3階
★紳士靴下［80点限り］……………………550円
★紳士トランクス・ボクサーパンツ［60点限り］…各1,100円

岩田屋サロン各店
特別提供品

★〈辻利〉抹茶ミルク お濃い茶仕立て
（160g）……216円
ミルクココア カロリー1/4（10P）…270円
★〈バンホーテン〉
★〈ソカドチョコレート〉パッションジャンドゥーヤ（500g）…1,080円

★〈UCHINO〉
トイレマット各種［30点限り］…2,508円

★婦人カットソー・チュニック各種……………2,200円から

★〈UCHINO〉バスタオル各種［50点限り］…811円

★婦人ジャケット・コート
（那珂川サロン除く）…各5,500円

サロン全店

4階

★フェイスタオル各種［各店50点限り］………660円から

★〈西川〉敷きふとんシーツ付［6点限り］…22,000円
★〈西川〉羽毛ふとんカバー付［6点限り］…22,000円

福岡三越
スペシャルパック
地下2階
★〈秀栄丸〉
［ 30点限り］…………………3,240円
★〈鳴海屋〉
［ 30点限り］…………………1,080円
★〈かば田〉
［ 20点限り］…………………2,160円
★〈博多あごおとし〉
［ 100点限り］………1,080円
★〈まつ本〉
［40点限り］……………………1,080円
★〈北野エース〉
［30点限り］………………1,080円
★〈鴻臚庵〉
［ 30点限り］…………………2,160円

特別提供品

★〈ケーニヒスクローネ〉
［ 50点限り］……2,700円
★〈足立音衛門〉
［ 30点限り］……………5,001円
★〈ブルーフォンセ〉
［100点限り］…………1,296円
★〈博多蒸氣屋〉
［ 30点限り］……………1,080円
★〈フレイバー〉
［20点限り］………………1,944円
★〈山吹〉
［ 30点限り］……………………1,080円
★〈石村萬盛堂〉
［ 50点限り］……………1,080円
★〈ブールミッシュ〉
［120点限り］…………1,080円

地下2階
★〈古市庵〉
うず潮巻き
［各日50点限り］…1,188円
［各日50点限り］…216円
★〈晴れ晴゛れ〉おにぎり（紅鮭切身）
★〈山吹〉天ぷら詰合せ［40点限り］………481円
★〈パオパオ〉シューマイ・ギョーザセット…1,650円
［各日100点限り］…999円
★〈アイ・ダイニング〉ローストビーフパック（180g）
★〈ワインショップニコラ〉バラエティワイン6本セット［36セット限り］…6,600円

★〈彩果の宝石〉
［100点限り］……………1,620円

1階

1階

★〈アンテノール〉
［ 100点限り］…………1,080円

★レッグアイテム
［30点限り］………………1,100円

★カシミヤストール［90点限り］…………11,000円

★〈清閑院〉
［ 40点限り］…………………1,080円
★〈ラベイユ〉
［50点限り］…………………1,500円

★レッグアイテム
［30点限り］………………2,200円

★雨傘［100点限り］………………………5,500円

※表示価格は消費税込み価格です。※掲載商品は数に限りがございます。無くなり次第、終了となります。
ご了承ください。※諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございます。
電話または、
WEBサイトにてご確認願います。

［営業時間］■ 岩田屋本店 午前10時〜午後8時 ■ 福岡三越 午前10時〜午後8時 ■ 岩田屋久留米店 午前10時〜午後7時
■ 岩田屋サロン各店舗 午前10時〜午後5時30分（ショッピングモール内店舗はモールの営業時間に準じます。
）

