
2019 7.18 ●木 

暮 ら し を 彩 る

トルコ展
■きょう18日（木）～23日（火）
■1F センターパーク
※最終日は午後4時閉場
※一部国内生産の商品がございます。

ナザールボンジュウ［亀・象］
（ガラスほか）・・・・・・・・・・・・各1,080円

ナザールボンジュウブレスレット
（ガラスほか）・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

各10点限り

　　　　キリム
（毛70％・アンゴラヤギ30％／

123×98㎝）・・・259,200円

1点限り

1点限り

トルコ石ネックレス
（トルコ石）
・・・・・・・・181,440円
トルコ石ピアス
（トルコ石）
・・・・・・・・・・97,200円

各1点限り

ディーププレート6枚セット
（ガラス／19.5㎝）・・・・・・・・2,592円
タンブラー6個セット
（ガラス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

各10セット限り

手描き陶器 蓋つきボックス
（15.5×18㎝）・・・・・・・・・・10,044円

30点限り

後援:トルコ共和国大使館
協賛:ユヌス・エムレ インスティトゥート東京



※写真は一例です。

※写真は一例です。
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このチラシの掲載内容は7月11日時点での内容となります。 ご活用いただいたチラシは、資源ゴミ回収にお出しください。 ※表示価格は「消費税8％込み」の価格です。 2019.7.18 年内は休まず営業いたします。

■きょう18日（木）▶21日（日）
■1F フードガーデン
※数に限りがございますので売り切れの場合はご容赦ください。
※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、
　商品の産地変更や販売を中止する場合がございます。

厳選された「お得」な味覚

那須高原和牛
ヒレステーキ用
（100g）・・・・1,980円→1,780円
■1F 山久

〈戸田久〉盛岡冷麺各種
（2人前）・・・・・・・・・・・・・・322円→199円
■1F 北野エース

アルゼンチン産 赤海老
（400g／1パック）・・・・・・・・・・・・・680円
■1F 鮮魚

夏のお楽しみ袋
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
■1F キーコーヒー

カラスカレイ西京漬
（4枚／1セット）・・・・・・・・・・・・1,000円
■1F 塩干三富

山梨県産ほか 桃
（3個／1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
■1F 九州屋

山梨県産ほか 種無しデラウェア
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・498円
■1F 九州屋

国産 うなぎ蒲焼
（中串／1串）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円

国産 うな重
（1折）

1,998円

■【開催中】23日（火）まで
■1F フードガーデンほか

7月27日（土）は土用の丑の日。
〈日本一〉うなぎ弁当ご予約承り
［承り期間］きょう18日（木）～26日（金）
［販売期間］7月25日（木）・26日（金）・27日（土）
［ご予約受付］1F 日本一
※店頭またはお電話にてご予約承ります。 TEL:0287-20-2236（直通）

きょう

日
限り

夏休みキッズフェア夏休みキッズフェア

浴衣特集
■3F サンリオ

夏休みやお祭りに
着ていただける浴衣を特集。

期間中、3F 子供服・サンリオ・玩具・ランドセルにて5,000円（税込）以上お買上げいただくと、東武宇都宮店 5F イベント
プラザにて開催の「ざんねんないきもの事典」ご招待ペアチケットを300組600名様にプレゼント!!

7月22日（月）まで
※最終日は午後4時閉場

3F
お中元
ギフトセンター

お中元東
武
の

食品大市
木

50パック限り

50パック限り

30セット限り 50個限り

群馬県産ほか 枝豆
（1袋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・298円
■1F 九州屋

国産 牛中落ちカルビ味付
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・378円→298円
■1F 山久

ペアドリンク
Sセット
（1セット）
1,231円→

1,000円
■1F サブウェイ

きんき昆布干
（4枚／1セット） 1,280円→1,080円
■1F 塩干三富

枝豆がんも
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75円
■1F 花ごよみ

茨城県産ほか ハウス幸水梨
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
■1F 九州屋

50パック限り

茨城県産ほか とうもろこし
（3本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・398円
■1F 九州屋

あじフライ
（2枚／1セット）・・・・・・・・450円→398円
■1F 魚惣三富

50セット限り50セット限り

〈ホソヤ〉
贅沢餃子（8個入）・贅沢焼売（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各356円→各250円
■1F 北野エース

各50パック限り

真さば塩こうじ漬
（3枚／1セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
■1F 塩干三富

30セット限り

小あじ南蛮漬
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230円
■1F 花ごよみ

2㎏限り

生ハム＆マスカルポーネドリンクSセット
（1セット）・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円→500円
■1F サブウェイ

アメリカ産 紅鮭筋子
（200g／1パック）・・・・・・・・・・・1,000円
■1F 鮮魚

50パック限り

ひな串［たれ・塩］・なんこつ串
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各112円→各100円
立田揚げ（100g）・・・・・・・・・・・・157円→119円
■1F 日本一

50パック限り 100袋限り 100袋限り30セット限り

カゴメブランドのトマト・ソースなどを使って各種ブランドが開発したメニューを期間限定で販売 !

プレゼント
期間中、カゴメコラボ商品を含む500円
（1会計・税込）以上お買上げの先着150名様に
「オールベジ190g缶」を1本プレゼント。
※なくなり次第終了 ※詳しくは売場係員におたずねください。

参加者募集
カゴメ那須工場見学＆
トマト収穫体験ツアー
期間中、カゴメコラボ商品を含む500円（1会計・税込）
以上お買上げの方に応募用紙を1枚進呈。
必要事項をご記入のうえ、応募BOXにご投函ください。
※詳しくは応募用紙をご覧ください。

8月7日（水） 午前9時東武大田原店集合
～午後2時30分大田原店解散（予定）
小学生と保護者様20組40名様（3店合計）

開催日

7月23日（火）まで応募期間

1F エレベーター横応募BOX設置場所

各日20個限り

【カゴメ 基本のトマトソース】
ツナのトマトソーススパゲティ
（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720円
■1F フードパレット

夏休み恐竜特集
■3F 玩具

ワクワク・ドキドキの
恐竜たちがいっぱい!!
お気に入りをさがしてみよう!

土・
7／20 日21
益子焼絵付け体験会
■3F 和食器

■各日午前11時～午後5時

益子焼のカップ、皿など
自由に描いてください!
※お渡しは8月下旬となります（予定）。
※ご予約承ります。

土
7／20
シルバニアファミリー

ショコラうさぎ握手会
■3F 玩具 ■午後1時

※キャラクターショーではございません。

夏休み水鉄砲特集
■3F 玩具

1回／
1,100円～
1,900円

■きょう18日（木）から開催
■各フロア

子供服フロア限定

お買上げチケットプレゼント
■きょう18日（木）～8月7日（水）

【カゴメ
サルサポモドーロ】
イタリアンソース
ハンバーグ
（1個）・・・・・・・・・270円
■1F ぺてぃとまと

【カゴメ 高リコピントマト】
高リコピントマト
カレーパン
（1個）・・・・・・・248円
■1F ポンパドウル

ゆかた（サンドレス：綿100％、
帯：ポリエステル100％）6,372円

①〈メガハウス〉
ハイパーポンプトルネード
ブラスター・・・・・・・・・・・・・・・・3,759円
②〈マルカ〉
スーパースプラッシュ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

①

②

ショコラ
うさぎが
東武大田原店に
遊びに来ます!
みんな会いに
来てね～!

宇都宮店・栃木市役所店でも開催しております。 ※メニューは各店で異なります。

☎0287-20-8310

ⓒ’12’19 SANRIO（E）

※なくなり次第終了




