
甘口たら子(100g) ･･････････････････1,080円

今商店【釧路】

北海道ハヤキタファクトリー行者ニンニク
入りソーセージ(205g) ････1,296円
春雪さぶーる【札幌】

チーズフォンデュコロッ(１個) ･････････250円
焼きもろこしコロッケ(１個) ･････････････250円

コロッケ倶楽部【札幌】

チョコモンブラン3点セット
通常価格1,082円の品
･･････････････････････････901円

ろまん亭【札幌】

ネギ・トロロ飯
(80g、1袋)････････････1,296円

たこ昆布(80g、1袋)通常価格648円の品432円

木の屋【小樽】
鶏手羽揚げ
(100g)･･･486円

とりいち【札幌】

坊ちゃんカボチャグラタン(1個) ･･･ 864円
キッチンアクティブ【札幌】

小樽しらゆき餃子
(16個) ･･1,296円小樽飯櫃【小樽】

実演

厚揚げ蒲鉾(イカ･エビ･ホタテ､1枚)
･････････････････････････････････････ 各450円
大和水産【小樽】

十勝ハーブ牛一頭食いステーキ弁当
(1折) ･･････････････････････2,430円

限定販売

限定販売

ハスカップジュエリー
(6個入) 1,080円
morimoto【千歳】

ふらの雪どけチーズケーキ
(1ホール) ･･････････1,401円

富良野SHINYA【富良野】

※第20回全国菓子博 
　内閣総理大臣賞受賞

紅鮭切身(1盛)･････････1,296円
山丁長谷川商店【函館】

限定販売

三方六の小割 
北海道メロン ･･750円

柳月【帯広】

えびそば味噌
(1杯) ････880円

尾岱沼産北海しまえびそば
(味噌)

えびそば塩
(1杯) ････880円

味噌ラーメン あら陣
【中標津町】

限定販売

王様のチョコクラウン
（1個）･････756円

本造り松前漬
(100g) 432円

1,680円

1,480円

●表示価格は税込価格（総額表示）です。  ※◯自は自店旧価格です。

www.nakago.com

15 208
水 月

あす

18

10時営業時間 あさ 7時30分よる

7階 大催事場
8月15日㊌▶20日㊊あ

す

※最終日午後5時閉場
※中合ポイント・ももりんポイントは対象外です。

北海道産牛・
希少部位
専門店

金獅子精肉店【札幌】

実演

今商店【釧路】
①霧の港弁当
（1折） 2,160円
②三色弁当
（1折） 1,404円
③かにちらし
（1折） 1,080円

実演 実演ラーメン茶 屋ラーメン茶 屋

限定販売

限定販売

限定販売

限定販売

限定販売

ストロベリーチョコ
(ホワイト•ミルク)
･･････････････ 各630円

スフレミックス
･････1,080円

酪農
チーズ
プリン
 324円

KINOTOYA【札幌】

札幌農学校
(12枚入) ･･540円
(24枚入) 1,080円

マルセイバターサンド
(5個入)････････････650円
(10個入) ･･･････1,300円

ふわふわ
ゆきいちご
(1カップ)
･･･601円

生ミルク
ソフト
クリーム
(1個)
･･･350円

限定販売

霜だたみ
(10個入)
･･1,310円

六花亭【帯広】

cafe akira【函館】

①

②

③

「チーズスフレ」には北海道産の濃厚なクリームチーズを、
「チョコレートスフレ」には本場ベルギーのクーベルチュール
チョコレートのビターとミルクを特別な比率でブレンドしています。

北海道中標津産小麦「ゆめちから」を使った
コシの強いちぢれ麺と、コク深いエビ出汁スープとの
絶妙な組み合わせの一杯を是非ともご賞味ください。      

チョコ好きには
たまらない逸品です。

真夏の

北のグルメが盛りだくさん！

北海道
スイーツ

中合福島店
LINE@

ご登録後「真夏の北海道フェア」で使える

割引クーポンプレゼント!
詳細は配信画像にてご確認ください。

各日30セット限り

各日10杯限り

16日㊍～20日㊊限定

新
登場

実演 実演

実演

実演

夕張メロン
ピュアゼリー
(80g×3個入)
･････540円
夕張メロン
ピュアゼリープチゴールド
(16g×12個入) ･････540円 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

毎回
大好評
!!

山丁長谷川商店
特別提供品コーナー

道産子コンビニオープン

本造り松前漬（400ｇ）
通常価格1,728円の品 1,080円

15日㊌限定
オープニング価格

15日㊌限定
オープニング価格

15日㊌限定
オープニング価格

スタッフドポテト（4個入）
通常価格1,208円の品 1,000円

15日㊌限定オープニング価格

15日㊌限定オープニング価格

15日㊌限定オープニング価格

15日㊌限定オープニング価格

行者にんにくまんじゅう
（12個入）通常価格1,555円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

北海道産牛赤身ステーキ&
金獅子ハンバーグ弁当
（1折）通常価格1,404円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

15日㊌限定オープニング価格

15日㊌限定オープニング価格

三色弁当（1折）
通常価格1,404円の品

・・・・・・・・・・・・1,080円
100折限り

あらびきウインナー（1パック105g）
通常価格648円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

鶏手羽ザンギセット
通常価格1,458円の品 1,080円

30袋限り

50折限り

10セット限り

100パック限り

40パック限り

15日㊌・18日㊏限定

紅鮭切身（1盛）・・・・・・・・・・1,080円
各日50パック限り

30パック限り



［オンワード］
パーソナルオーダースーツ
〈お仕立上り〉（持ち越し品生地の為）

・・・・・・・・・・特別価格31,320円
10着限り

［オンワード］
パーソナルオーダースーツ
〈お仕立上り〉（素材各種）・・・・・・・特別価格39,960円
［オンワード］パーソナルオーダー
イタリー生地使用
〈お仕立上り〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特別価格54,000円
［オンワード］
パーソナルオーダー
オールシーズンフォーマル
〈お仕立上り〉（シングル）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67,284円

スカーフ
（プチ） 1,080円
（ロング） 2,160円

〈有名ブランド〉ブルゾン
◯自35,640円の品・・・・・・・・17,820円
〈有名ブランド〉シャツアウター
◯自22,340円の品・・・・・・・・11,340円
〈有名ブランド〉シャツ、ポロシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円から

長袖カジュアルシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円均一

ダウンコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円

革手袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円均一

〈有名ブランド〉
スーツ
・・43,200円から
〈有名ブランド〉
ジャケット
・・36,720円から

カットソー
（テンセル48％・ポリエステル
48％・ナイロン4％）

・・・・・・・・・・・・・・7,560円
カーディガン
（毛100％）

・・・・・・7,560円

婦人ショートブーツ 12,960円

リュック
（大）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,584円
（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,828円
ショルダーバッグ
（大）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,128円
（小）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円

婦人カットソー
・・・・・・・・・・・・・・・5,400円50～40%OFF傘◯自8,640円の品・・・・・・・・・・6,048円

トートバッグ◯自4,320円の品 3,024円

粉引織部流サンマ皿
・・・・・・・・・・・・・・・540円

秋の皿・器均一セール

秋のステッキコレクション

黒潮パスタ皿
・・・・・・・・・・・・・・・540円

緑釉丸サラダ鉢
・・・・・・・・・・・・540円

二色水玉
スープカップ
・・・・・・・・・・・・540円

かっぽう着

・・・・・・・・・・・・・2,160円から
30枚限り

煮物鍋
満菜両手鍋
（26㎝）◯自8,640円の品
・・・・・・・・・・3,456円
（28㎝）◯自9,180円の品
・・・・・・・・・・3,672円
（30㎝）◯自10,260円の品
・・・・・・・・・・4,104円

蒸しもの鍋
満菜二段蒸器
（28㎝）◯自16,200円の品
・・・・・・・・・・6,372円

［東京西川］綿毛布
（パイル糸：（毛羽部分）綿100％）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,299円

［東京西川］シルク毛布
（シルク100％）◯自54,000円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,984円

（30㎝）◯自19,440円の品

・・・・・・・・・・7,668円

ステッキ各種（紳士・婦人）・・・・・5,400円から

折りたたみ式ステッキ・・・・・・・・・10,800円
スタッフおすすめ

オンワードパーソナルオーダー5F
ミ・デゥー3F ユービー4F

リリアンビューティ4F ジッツォ4F

セシオセラ4F 里麻・SAYURI4F

オーヴ4F

コスギ4F

ニット
（毛100％）

・・・・・・6,804円

服飾雑貨1F

生活用品6F

紳士服5F

紳士服5F

銀座ヨシノヤ2F服飾雑貨1F

トラベルバッグ2F

■8月18日㊏、19日㊐限定

■8月15日㊌～20日㊊

手頃な価格で自分らしく仕立てられます。

ゆったりしたフォーマルも素敵ですが、
少し細身も素敵です。
この機会に替えてみませんか？

暑い日が続いてもファッションの世界はすでに秋冬です。お買得な秋冬先取り
バーゲンで、すぐ使えるおしゃれなファッションコーディネートしてみませんか。

美しさ、使いやすさを兼ね備えたステッキを多数ご用意
しています。

たたみやすく、見た目スッキリ！

［レダ］［トレーニョ］スーパー100s使用。

ｐresent
ステッキをお買上げのお客様に、ストラップを
プレゼント。
※数に限りがあります。※写真はイメージです。

シーズナブルコーナー1F

織り・藍染フェア
（ホットマン＆壺草苑）
■8月16日㊍～21日㊋
※最終日午後4時閉場
～東京 青梅から織りと染めの
伝統的なものづくりを発信します～

※壺草苑の藍染商品は期間限定の取扱い品となります。
※期間中、ホットマンメンバーズカードポイント2倍キャンペーン
　同時開催いたします。

特殊な織機を使いたくさんの色を使って織り上げた「ファ
ルベ」のアイテムと、自然からとれる原料のみを使用して
染め上げた「壺草苑」の藍染商品のご紹介です。

50%OFF

40～30%OFF

60～50%OFF

60～50%OFF

50～30%OFF

60～50%OFF 60～50%OFF

40～30%OFF
〈有名ブランド〉雑貨セール

〈一例として〉

〈一例として〉

100点限り
少々難あり

紳士マフラー
（アクリル100%）
・・・・2,160円

紳士マフラー
（ウール100%、毛混）
・・・・3,240円

紳士マフラー
（カシミヤ100%）
・・・・5,400円

10,000足靴 セール

●表示価格は税込価格（総額表示）です。  ※◯自は自店旧価格です。 ※売場写真はイメージです。

電話（024）521-5151
福島市栄町5番1号

www.nakago.com

あす 15 月水8 2010時営業時間 あさ 7時30分よる

7F美術サロン 7F工芸サロン

夏の工芸
陶芸掘り出し会

■8月16日㊍▶21日㊋
※最終日午後4時閉場

棟
方
志
功
「
鷹
持
妃
の
柵
」
板
画

①隠崎隆一「備前湯呑」
②人間国宝 島岡達三「象嵌赤絵湯呑」

■8月16日㊍▶21日㊋
※最終日午後4時閉場

絵画バーゲン

※一部除外品がございます。
※7階催事場は除外です。

が使えます！

ももりん
ポイントカード
中合で
8月15日㊌

秋冬先取り

バーゲン

※最終日
　午後5時閉場7F大催事場8月15日㊌▶20日㊊

※写真はイメージです。

※ももりんポイントデー、イオン感謝デーは
　除外です。

在庫限り
超特価

食品ギフト

70～30%OFF
処分セール

※最終日午後4時閉場

予告

予告

7F大催事場

7F大催事場

8月23日㊍▶9月3日㊊

8月23日㊍▶28日㊋
※最終日午後5時閉場

バーバーリーフェア

日替わり目玉品70%OFF
UCC&りんご100％ジュース
バラエティ飲料ギフト
6,480円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
讃岐・島原麺づくしギフト
4,320円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
米屋水ようかん＆涼菓バラエティセット
4,320円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
調味料バラエティセット
6,480円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
磯じまん＆ヤマキバラエティギフト
5,400円の品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

各日限定30セット限り お一人様1点限り

15日㊌

16日㊍

17日㊎

18日㊏

19日㊐

全館棚卸の為
午後6時に
閉店させて
いただきます。
※22日からは通常営業です。

お知らせ

8月21日は㊋

英国直輸入
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