
◎築地場外市場エリア

カテゴリー No 店名 商品名 内容量 価格 商品PR一言 数量

マグロ 1 國虎商店 大間鮪たたき(冷凍) １P 250g(2人前) 2,000円→1,500円 大間鮪100％の特別品 限定20セット

塩干・魚卵 2 魚がし北田 天然　塩紅鮭ハラス500g 1袋 1,000円(本体価格926円)
天然紅鮭で最も脂のあるハラスの部分だけ
を500gタップリ詰めました。

限定100パック

塩干・魚卵 3 マルタ食品
①梅チリメン又はしそちりめん
②新巻鮭6枚入り

①180g ➁6枚入
①500円
➁1,000円

特になし

塩干・魚卵 4 つきじ近富　 数量限定　天然紅鮭ハラス 300g 1袋800円2袋1,500円
多くの問い合わせを頂いた大人気商品緊急
入荷！！

限定50セット

塩干・魚卵 5 鮭の店昭和食品 天然北海道産秋鮭 4切 1,000円(本体価格926円) 新物ならではの旨味を！ 特になし

塩干・魚卵 6 興伸食品 骨なしたら切り身 5枚 300円
骨なしのタラなので、ムニエル、唐揚げ、お鍋
にもおすすめです。

限定30セット

肉類 7 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。すき焼きや炒め物にどうぞ！

特になし

肉類 8 鳥藤
①お正月にお試し鳥藤の鴨セット
➁よりどり3点1,000円セット

①鴨肉・鴨つくね・醬油つゆ
②焼き鳥・ハンバーグ・とり焼き肉等

①1,000円
➁3点で1,000円

①鍋・蕎麦・雑煮に使えるお正月前のお試し
②あると便利な鳥藤の自家製シリーズ

特になし

肉類 9 近江屋牛肉店 一頭買 厳選近江牛モモ肉すき焼き用 100g 1,280円
400年の歴史がある近江牛をぜひこの機会に
どうぞ！

限定30kg

佃煮・煮物 10 築地江戸一本店 秋まつり場外ホームランセット
佃煮大袋、佃煮食べきりサイズ混ぜご
飯等のセット

・1,728円→1,500円(税込)
・2,094円→1,500円((税込)等

スタッフ一押し人気の佃煮詰合せ 限定50セット

玉子焼 11 玉子焼　丸武 『保冷バック』プレゼント 1枚 2,000円以上御買上げで
秋の行楽シーズンの必需品丸武オリジナル
保冷バックを提供

特になし

玉子焼 12 築地山長 山長玉子焼き 1本 通常700円→600円 1番人気の玉子焼き 限定30本

玉子焼 13 つきぢ松露本店 特別お値引き 玉子焼3,000円以上お買い上げ 10％off
玉子焼どれでも3,000円以上御買上げでお会
計額から10％off

特になし

漬物 14 ナカガワ漬物 秋の美味　キムチセット 500g(白菜キムチ カクテキ) 2ヶ1,000円 店長厳選セットをどうぞ！！ 限定50セット

漬物 15 吉岡屋総本店
①寿司ガリ
➁甘～い国産カリカリ梅・梅ジェンヌ

①300g入1袋
②70g入324円を2袋

①300g入1袋
②70g入324円を2袋

①寿司屋ご用達のガリをご家庭で!!
②梅の力で免疫力アップ!!

特になし

珍味 16 サカエ商会 ザーサイ1kg ザーサイ1kg 通常500円→300円 人気商品を特別価格で！ 特になし

珍味 17 つきじ味幸堂 切落し西京小袋セット
白身魚(バンガデッィシュ)、メダイ、鮭、さ
わら約200g入

1袋　￥500 お試しセットで小詰めしました。 限定200セット

菓子 18 tsukiji SHOURO 玉子焼き屋のぷりん 1個 通常380円→350円 自慢のぷりんを特別価格で販売！ 限定30個(各日)

青果・妻物 19 藤本商店
食欲の秋に相応しい商品を期間中の
お楽しみ！

食料品・加工品 20 丸二食品
①シマダヤ黒麻婆麺２合入セット
➁ジャンボようかんセット

①2合入2パック＋絹とうふ2丁 ②ジャンボようかん400g3本①2セットで1,000円 ➁3本で1,000円
①ピリッと辛い本格麻婆麺に絹豆腐をプラス
②抹茶・大納言・栗ようかん3本セット

特になし

食料品・加工品 21 丸二食品プチグルメ ①ドリンクサービス ①250円のドリンク各種1杯 ①500円以上お買い上げでドリンクサービス！
①海鮮焼きそば・海鮮チヂミ・黒麻婆麺等お
食事にドリンクを添えて

特になし

おでん練物品 22 味の浜藤 銀だら西京漬け切り落とし 1袋 1,700円
浜藤一押しの銀鱈西京漬けの切り落としの
特別提供です。

限定50セット
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包装用品 23 石井折箱店
①本金箔招き猫
②本金箔大黒様
③本金箔恵比寿様

①１
②1
③１

①20,000円
➁20,000円
③20,000円

陶器に本金箔を施した縁起の良い品です。 限定1セット

包装用品 24 パッケージタカタ ①一心太助 ②ピチットシート
①1本(100枚)
②32枚

①当店一押！鮮度保持シート
②“うま味”凝縮。包むだけ

特になし

乾物 25 伊勢正
①瀬戸内海産特上煮干
②鹿児島県産本枯節薄削り

①500g
➁100g

①通常1,300円→1,000円
➁通常600円→500円

①新鮮煮干しの大特価！
➁本枯節をお手軽に

乾物 26 川名商店 真いかさきいか 200g入 通常970円→850円 大人気の昔ながらのさきいかです 特になし

乾物 27 つきじ酒井商店 北海道産貝柱　５Aサイズ1等級 100g 1パック￥1,500－、通常￥1,800→￥1,500－ 限定30セット

乾物 28 寿屋商店 寿屋人気商店4点セット
極上煮干、真昆布切、細切り昆布、乾燥
しらたき(4点セット)

4点セットで￥2,000－ 寿屋の売上トップ4をセットにしました！！ 特になし

乾物 29 築地信濃屋 干し貝柱 200g 通常3,500円→2,500円 そのまま食べても料理にも美味！！ 特になし

鰹節 30 秋山商店 御土産セット 鰹血合抜削り100g　１P 鰹細削り(糸削り)100g入１P通常1,200円→1,000円
何にかけてもおいしい糸削りとさっぱりした血
合抜き削りの詰合せです。

特になし

雑穀・豆 31 三栄商会 無農薬大根の絶品切干大根 100g×3P 通常３P1,200円→1,000円 築地三栄でしか買えない逸品！！ 特になし

海苔 32 みの屋海苔店 みの屋特撰金印　5帖セット 50枚 通常3,000円→2,500円 有明一番摘みを割引価格で!! 限定30セット

海苔 33 伊藤海苔店 焼きばらぼし 8g 4点で1,000円
そのまま食べられる海苔、
お茶漬けや味噌汁和え物等にパッと一振り

特になし

海苔 34 幸修園 九州産どんこ 75g×2ヶ 2ヶで1,500円 九州産どんこが2ヶで特別価格！！ 限定50セット

海苔 35 金子海苔店 お寿司屋さんの断ち落とし 50g 通常540円(税込) 3ヶ1,000円(税込)
お寿司屋さんが使用している軍艦海苔の切
り落としです。

限定50セット

お茶 36 寿月堂　築地本店
①まつり芽茶80ティバック
②煎茶雁音
③抹茶フィナンシェ

①5ｇ×15袋
②300ｇ
③1個

①400円
➁1,080円
③250円

①温茶にも冷茶にもおすすめ！
➁価値あるお得商品
③築地土産に大人気

調理道具・厨房 37 熊出屋　山野井商店 国産佐渡製買い出し籠 外付32㎝×18㎝×深さ20㎝ 通常￥9,900→￥8,800 激レアな国産買い出しカゴです。 限定(未定)

刃物 38 東源正久

①青銅本打出刃4寸5分(13.5㎝)
②鰐付ステンレスペティ4寸(12㎝)
③サメ皮おろし大・中・小各種
④中央区ハッピー買物券限定サービ
ス

①通常17,000円を10％off→15,300円
➁通常7,500円を10パーセントoff→6,750円
③大2,200円→2,000円、
   中1,700円→1,500円、
   小1,200円→1,000円
④中央区ハッピー買物券ご利用の方さらに
10％サービス

①、②、③とも値上げ前の特別サービス価格
④中央区在住の皆様に感謝を込めて！

①限定10丁
②限定20丁
③限定各10枚
④特になし

◎築地魚河岸施設

カテゴリー No 店名 商品名 内容量 価格 商品PR一言 数量

大物 39 築地米彦 マグロの切り落とし 500gと250g 500g￥1,296、250g￥648 刺身でもづけ丼でも美味 特になし

大物 40 大志水産 生本鮪 １サク 1サク2,000円相当の生本鮪→500円引き 特になし

大物 41 築地ホクエイ
①天然インドマグロ切り落し300g
➁大間産本マグロカマ

①300g
②1個(400g程度)

①2,000円の品→1,600円(税込)
②1,000円→500円

①天然インドマグロを特別価格でご提供
②BBQに最適大間産本マグロカマ焼きで召し
上がれ

①30パック
②30個

特種物 42 大仲 ヒラメ，お頭付き鯛の刺身セット 約800g ￥3,500(税抜) 朝どれ超！！新鮮！！ 特になし

特種物 43 山五 ミシュラン掲載店から愛される穴子商品 当日のお会計10％off
多数のミシュラン掲載店から愛され続ける山
五商店の穴子を特別価格でご提供

特になし

2 / 3 ページ



北洋物 44 栗辰 時鮭カマ　パック 500g 通常1,000円→750円 脂の乗った時鮭のカマの部分、たっぷり500g 限定20セット

肉卵 45 たまごや　新海商事 こだわり卵　日替わり特売 4個or6個or10個入りパック卵 30％～50％off
全国から厳選した貴重な卵を日替わりで用
意しております。

限定20～40セット

青果 46 海幸橋青果おおいし 秋の味覚　松茸 1本入り 時価 旬の松茸を特別価格で！！ 特になし

青果 47 定松 定松オリジナルみかんジュース 3,000円以上お買い上げで1本プレゼント 先着100名

◎飲食店

カテゴリー No 店名 商品名 内容量 価格 商品PR一言 数量

寿司 48 築地寿司清本店 おまかせ 寿司1人前 3,850円 旬の握り11貫 特になし

寿司 49 築地　拳母鮨 特上握り 1人前 通常4,620円→4,200円 限定15セット

寿司 50 築地寿司清新館 おまかせ 寿司1人前 3,850円 旬の握り11貫 特になし

海鮮丼 51 つきじかんの 満福ランチ 1杯 通常1,200円→1,000円 ご飯大盛サービス、お味噌汁付！ 限定100セット

お食事 52 鳥藤分店
秋の親子丼
しゃも・ふかひれ・きのこ

1杯 1,400円
風味豊かな出汁とふかひれの食感がアクセ
ント

特になし

お食事 53 つきじ芳野　吉弥 こぼれて升(2合升入り海鮮丼) 1人前 通常￥3,000→￥2,800
仲卸自慢の新鮮な刺身と絶品煮穴子を特別
価格で

限定10セット

お食事 54 北海番屋 海鮮浜焼きセット カキ＋イカ \1,100円　通常\1,320円 店長オススメセット 限定10セット

お食事 55
築地ボンマルシェ　デリ
＆バル

佐賀牛カレーパン 1個 380円
食欲の秋に旨みたっぷりの佐賀牛カレーパ
ンをどうぞ

特になし

軽食・喫茶 56 米本珈琲新店
今秋のおすすめコーヒー
シティブレンド200g

コーヒー粉
シティブレンド200g

通常\1,180(税込)→￥1,000(税込) 秋の旬のコーヒーを特別価格で！！ 限定30セット

軽食・喫茶 57 米本珈琲本店
今秋のおすすめコーヒー
シティブレンド200g

コーヒー粉
シティブレンド200g

通常200g\1,180(税込)→￥1,000(税込) 秋の旬のコーヒーを特別価格で！！ 限定30セット

軽食・喫茶 58 ルビンズコーヒー
コーヒー豆2種(マイルドブレンド・ダー
クロースト)

200g
通常(マイルドブレンド￥860、ダークロースト
￥1,000)より10％引
コーヒー豆お買い上げの方ドリンク50円引

店内喫煙OK！！ 特になし

軽食・喫茶 59 築地コロッケ 芋と密 1個 400円 秋ですね～ 特になし

軽食・喫茶 60 築地スタンド 芋と密 1個 400円 秋ですね～ 特になし

魚河岸食堂 61 つきじ小田保
①特大アナゴの1本フライ
②特大アナゴのハーフフライ

①特大アナゴ1本
②特大アナゴの半分

①1,500円
➁800円

昨年大好評だった幻のフライ再登場！！ 限定5セット

魚河岸食堂 62 鳥藤とりそばスタンド 鶏白湯中華そば 1杯 980円 豊洲市場限定の濃厚鶏白湯が登場 特になし

魚河岸食堂 63 東都グリル魚河岸店 牡蠣の南蛮漬け 3ヶ 500円 ご飯のお供におつまみにどうぞ 特になし

魚河岸食堂 64 てっか屋 生本鮪すき身ネギトロ丼 1杯 1,800円 生本鮪100％で作りました。 特になし

魚河岸食堂 65 築地藪そば 秋の天ぷら盛合わせ
かぼちゃ、さつまいも、なす、まいたけ、
しいたけ＋1種全6種

680円 旬の秋野菜を揚げ立て天ぷらで！ 20セット

魚河岸食堂 66 センリ軒 バナナスプリット ワンプレート 通常1,650円→1,200円
ミルコーソフト、プリン、バニラアイスがバナナ
に挟まれている

限定10セット
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