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カテゴリー No 屋号 商品名 内容量 価格 商品PR 数量

1 國虎商店 大間マグロ入りネギトロ 1パック(袋)500g 通常4,000円→半額2,000円 大間の鮪“80％”入りネギトロです 1日10セット

2 まぐろ深川 天然まぐろ　いろいろ １P 1,500円と2,000円 良質の天然まぐろをお手頃価格で 限定　当日のお楽しみ

鮮魚貝類 3 浅田水産 天然エビ 10本 1,500円 えび♪えび♪ 売切れ次第

4 築地丸福水産 博多まるきた　あごおとし明太子 化粧箱500g入 通常2,000円→1,300円
素材の良さに孫頃を込めた辛子明太子！
「博多のあごおとし」

限定100セット

5 光泉 コチュジャン 200g 100円 (使い方)白身の刺身、唐揚げ 限定50セット

6 興伸食品 さけ西京漬 4枚入り 1,000円 当店の人気商品です 限定30セット

7 田所食品 希少国産切りたら子 340g 1,400円 限定30個各日

8 つきじ近富
➀鮭の瓶詰め春のプラスワンボーナスセット
➁椛漬,松前漬お値打ち価格2個で更に!!

➀各80g
➁各300g

➀1個500円2個1,000円プラスもう1個
➁1個1,500円2個2,500円(通常3,200円)

➀在庫限りの特別価格
➁通常選べませんが、同一商品での販売可能です!!

特になし

9 マルタ食品

➀しらす380g＋梅ちりめん(おまけ)
➁天然新巻塩鮭6枚入
➂しめさば3枚入
➃紅スジ子200g入

➀380g入＋梅チリメン50g
➁6枚入
➂3枚入
➃200g

全1,000円 ご飯のおかずの役者が勢揃い!! 特になし

10 魚がし北田
➀北海道産鮭セット
➁国内産あなご蒲焼(タレ・山椒付)
➂北海道釧路産塩サバ半身

➀新巻鮭3切れ、時鮭切落
➁１P(120g)
➂1P(2枚入)

➀1袋1,000円
➁２P、1,000円(１P、650円)
➂3P、800円(1P、350円)

全て安心の国内産！数量限定の為お早めに！
➀50セット
➁100セット
➂100セット

11 吉澤商店 新巻鮭 1枚 通常250円→150円 国内産(北海道産) 限定40kgまで

12
築地鮭の店
 昭和食品

天然鮭のおにぎり弁当 1セット 未定

2022築地春まつりの為に特別ご用意する天然鮭のおにぎ
り弁当デス!　当店で販売している超辛口紅鮭をはじめ代
表的なラインナップをおにぎりにギュッと纏めます。初の試
みなので是非お楽しみください。

未定

13 冨士ハム商会 牛肉 100g 390円、470円 国産牛肉(ウデ)4等級 特になし

14 近江屋牛肉店
スペイン産
イベリコ肩ロース5㎜
スライス

1パック＝300g 通常1,200円→1,000円
スペイン産イベリコ肩ロースをおウチ焼肉
BBQでどうぞ！

1日50セット

15 鳥上商店
➀バーベキューセット
➁鴨モモブツ切り

➀鴨ウィンナー、手羽先、つくね
➁500g

➀通常1,500円→1,200円
➁通常1,200円→1,000円

鴨モモで鴨汁をどうぞ！
➀20セット
➁100セット

16 日山築地店 国産牛肩ロース切り落とし 100g 通常972円→777円
きめ細かい肉質と柔らかく風味のあるのが特徴です
すき焼き用・炒め物にどうぞ！

特になし

17 吉澤商店
国産黒毛和牛
サーロインステーキ200g

1枚200g 通常2,484円→1,800円 特になし

佃煮 18 諏訪商店 あさり佃煮 200g 通常700円→500円
塩分控えめ、優しい甘さ。噛めば噛むほどに潮の香りが。
柔らか煮ですので、とても食べやすいです。当店の不動の
4番バッターです。

限定100セット

19 つきぢ松露　本店 玉子焼き　松露 1本 通常680円→550円 当店看板商品を特別価格！ 限定100セット

20 築地山長 山長玉子焼き 1本 通常700円→600円 当店1番人気の玉子焼きを特別価格で！ 限定100セット

21 築地ヤマハチ
➀味数の子わさび本漬
➁魚へんの風呂敷プレゼント

➀130g
➁お1人1枚

➀通常350円→250円
➁サービス

➀数の子がおいしい数の子わさび
➁読めるかな？楽しい風呂敷

特になし

22 つきぢ味幸堂 人気の目鯛西京漬!! 120g×3枚入 通常1500円→1,200円 脂有　厚切り　味噌味最高!! 限定100セット

23 能登半島スギヨ 香り箱 15本入り 通常432円→324円
今年は当社が世界で初めてカニカマを開発して50周年!
その最高傑作が「香り箱」！

限定50個

珍味

◎築地場外市場エリア
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肉類

玉子焼き

塩干・魚卵
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◎築地場外市場エリア

24 つきじ　共寿 大福プレゼント 1個
春まつり期間中1,000円以上お買い上げのお客様に大福1
個プレゼント

➁限定1日30セット

25 tsukijiSHOURO エッグタルト(4個入) 1箱 通常1,080円→1,000円 こだわりのエッグタルトをお試し下さい 各日10セット

青果 26
築地市場

フルーツ直売所
市場のバナナジュース 1杯 通常390円→300円 市場仲卸が選んだ特別なバナナです！ 限定30セット

27 築地わだつみ
➀ぜいたく痛風丼(和牛・うに・いくら)
➁わだチキンとビールセット

➀1杯
➁1枚＋1杯

➀700円
➁700円

➀和牛、うに、いくらのゼイタク丼
➁揚げたてチキンとビールの好相性SET

特になし

28 山内商店 麦みそ 1kg
1個486円
3個で1,296円

本場長崎のおいしい麦みそ 限定30セット

29 近江屋牛肉工房 特製ローストビーフ弁当 1杯 580円 人気の赤身ローストビーフをお弁当で販売します。 限定30セット

30 菅商店 海鮮シュウマイセット 6個入り 1,000円
人気の海鮮・帆立・イカ・シュウマイが
各2個つづ入ったセットです。

特になし

31 丸二食品 特大有頭シータイガー5尾入 ➀5尾入　20㎝アップ
➀2,000円
➁2点で3,000円
➂通常2,000円→2点で3,000円

ゴールデンウィーク、子供の日のお祝いに尾頭付きえびを
どうぞ

限定30セット

おでん・練
物

32 味の浜藤
➀銀だら西京漬け切り落とし、
②揚げかまぼこセット

➀銀鱈1袋
②揚げかまぼこ1パック(6個入り)

➀1,600円
②1,500円→更にお買い得1,080円

➀形は不揃いだが、お得な量です
②お得なかまぼこセットです

➀銀だら4/29～40袋
②揚げかまぼこ50パック

漬物 33 吉岡屋総本店 紀州南高梅　しそ漬梅干　あかね 300g 1,000円(約38％割引) (通常1,620円→1,000円)
果肉たっぷりギフト用南高梅干し 通常のボリュームアップ
1.5倍増量

限定各日10セット

包装用品 34 石井折箱店 エコピタラップ　30×100 30㎝×100ｍ 200円(税込) 限定

35 酒井商店 北海道産干貝柱1等級 80g/1パック 通常1,800円→1,500円 当店オススメの特撰品です。 特になし

36 フナミ (新物)三陸若布 150g 通常500円→300円!! 旬の三陸産若布を特別価格で!! 限定100セット(3日合計)

37 川名商店 先着30名にプレゼント！※詳細は商品PR参照
3,000円以上お買い上げのお客様にとろろ汁(8ヶ入)もしく
は青さ海苔を先着1日30名にプレゼント

限定30セット

38 ヤマカ 干貝柱北海道産 100g 通常1,080円→540円 超安価格で 限定50セット

39 大東 宮崎産ちりめんじゃこ 150g 通常972円→500円 新物ちりめんを特別価格で！ 限定200セット

40 丸二商店 千葉県九十九里産煮干し 300g 通常600円→400円 当店自慢の煮干しを特別価格で! 限定60セット

41 築地信濃屋 特売 春まつり用値引き20％～50％(特売)OFF　各種いろいろ!! 特になし

42 伊勢正
➀瀬戸内海産無添加上煮干
➁選べるオツマミ4種セット

➀500g
➁4種類

➀通常1,300円→1,000円
➁350円商品4つで通常1,400円→1,200円

➀上質な煮干をご用意します！
➁お好きな組み合わせでどうぞ！

特になし

43 昆布商　吹田商店 美味しい昆布にお取替え
他店でお買いの出汁昆布が、万一お口に合わない場合、
昆布とレシートを持参で当店の同一金額の昆布とお取替
え致します。開封後でも可。2,160円まで

44 かつおぶし　松村 鰹節特上削　パック 250g 800円 人気No1のかつお節 限定30セット

45 味のよねくら 特売セール7％引き 全品
お買い上げ
現金2,000円以上で7％引き

一品でも合計でも 特になし

46 秋山商店 おうちごはんで比べるトリオ
・上削り120g
・鰹厚削り100g
・混合だしパック10ｇ×２Ｐ

3種あわせて1,000円 使いやすい「だし」をお試しサイズで揃えました 限定60セット

47 久住食品 未定 未定

48 山本豆店本店 黒煎豆 400g 通常670円→500円 黒豆パワーで免疫力を高めましょう 限定50セット

49 山本本店支店 黒煎豆 400g 通常670円→500円 黒豆パワーで免疫力を高めましょう 限定50セット

食料品

乾物

鰹節

雑穀・豆

菓子
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50 金子海苔店 お寿司屋さんの断ち落とし 50g 通常540円→3袋1,000円
お寿司屋さんで使用している海苔の断ち落とし、そのまま
食べて良し、ご飯のお供に良し

限定100セット

51 幸修園 新茶 100g 1,080円 限定新茶5ケお買い上げで1ヶサービス 特になし

52 みの屋海苔店 高級有明一番摘み5帖入 50枚 通常3,000円→2,500円 1月にとれた!旬の一番摘み自信あり 限定30セット

53 伊藤海苔店 焼きばらぼし 8ｇ 1点350円を4点お買い上げで1,000円に
海苔の旨味や海苔本来の香りとサクサク触感をお楽しみ
いただけます

特になし

54
丸山海苔店
場外第二店

丸山海苔おためしキット 1袋 1,170円
丸山海苔店の厳選品のお試しサイズ詰め合わせセットで
す!!

特になし

55 寿月堂本店 寿月堂リニューアル記念福袋
お茶，海苔，
お菓子の詰合せ

3,000円 限定100セット

56 杉本刃物 アウトレットセール 包丁 30％～50％引 家庭用から業務用包丁を特別価格で 特になし

57 有次 切れる！鋼の牛刀18㎝、21㎝ 各１丁
18㎝通常7,700円→6,000円
21㎝通常8,800円→7,000円

春まつり限定、特別価格にて販売します 特になし

58 東源正久商店
➀サメ皮卸大・中・小
➁小三徳(ステンレス鋼140mm)
➂黒出刃6寸をお買い上げの方に骨抜大をプレゼント

➀各200円引き
➁通常10,000円→9,000円
➂黒出刃6寸(12,000円)をお買い上げの方

➀わさびの風味が際立ちます！
➁ご家庭でお使いやすい小さな万能包丁です！
➂お魚をさばいてみませんか？！

限定6セット

59 鮨処つきじや 寿司1,000円引き 当店人気の寿司セット(No.1,No.2)
No.1 3,850円→2,750円
No.2 3,410円→2,310円

築地で一番のコスパセットです！ 特になし

60
つきぢのかくれ家

彦兵衛
鮪のづけ丼 1杯 通常1,980円→1,500円 ゴマの風味の鮪づけ丼です 限定20セット

61 つきじかんの 満福ランチ 1杯 通常1,200円→1,000円 大盛・みそ汁サービスA.M10:00‐P.M2:00まで 時間内のみ

62 築地どんぶり市場
春まつり特別サービス丼
味噌汁付き

5点盛　当日のおたのしみ
いつもの3点盛サービス丼が1,000円→5点盛で
1,000円※据置価格

いつものサービス丼が春まつり限定でパワーアップ!!
いつもの三点盛が5点盛に!!

限定30セット

63 東都グリル チキンのトマト煮 2切 500円 自家製ソースで煮込んだ美味しいトマト煮 特になし

64 鳥藤分店 東京しゃも親子丼 1,600円 限定15セット

65 築地ボン・マルシェ マグロステーキランチ 1人前 3,080円 特になし

66 Juiceya　SUN 桜ミックスジュース 1杯 通常650円→550円 春限定の桜香るミックスジュース 特になし

67 米本珈琲新店
ロイヤルブレンド
(コーヒー豆)

200g 通常1,200円→1,000円 人気のコーヒー豆を特別価格で! 限定25セット

68 米本珈琲本店
ロイヤルブレンド
(コーヒー豆)

200g 通常1,200円→1,000円 人気のコーヒー豆を特別価格で! 限定25セット

69 星乃珈琲店 築地店 フレンチトースト　(ホイップのせ) 一皿(一人前) 730円 店長のオススメ一品 特になし

70 築地コロッケ さつまいもチップサービス
ミニサイズの容器に、さつまいも
チップ入れてサービス

商品をご購入の際、インスタをフォローしてくれ
たらサービス

春まつり限定フェアなので人気商品を特別サービス!! 特になし

71 築地ペッパーズカフェ
➀おすすめミックススパイス三店セット
➁塩漬け生こしょうとドライペッパーのセット

➀3個(36g)
➁2個(62g)

➀1,000円
➁2,000円

➀スパイスの専門家がブレンドしたミックススパイス最高
級のこしょうをおうちで!!

特になし

72 ルビンズコーヒー
コーヒー豆の2種
(ホット用マイルドブレンド、アイス用ダークロースト)

200g
通常より10％割引
コーヒー豆お買い上げの方、ドリンク50円引き

店内、喫煙OK！(3日祝はお休みします) 特になし

73 築地スタンド フェアインスタフォロー画面を見せて頂いたら100円引き 会計から100円引き 3日間限定フェア!! 特になし

刃物

軽食喫茶

寿司

海鮮丼

食事

海苔・茶


