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各店舗で環境に対する取組みの一環として、レジ袋が有料となっております。お買物袋のご持参にご理解とご協力をお願いいたします。

おむすび権米衛 おむすび
ひとつひとつ心をこめて「手むすび」するおむすび専門店。
■6/30［火］～7/3［金］

※おむすび権米衛は午前7時30分にオープンします。

おむすびお買上げの各日先着50名様に
「お米300g」プレゼント※各日なくなり次第終了
《新登場 「発芽玄米サラダロール」ISP店限定販売》

「赤飯」200g 円432……

■6/30［火］～7/6［月］

※各日限定10kg

昇龍園 中華惣菜

「海老チリソース」100g 円384
■6/30［火］～7/2［木］

新宿さぼてん とんかつ
■6/30［火］～7/6［月］

鶏むら 焼き鳥
「夏季限定 枝豆つくね串 塩」1本

円108…………………………

■6/30［火］～7/6［月］
銀座コージーコーナー

人気のカットケーキ12品 %OFF10
苺のショートケーキ他
■6/30［火］～7/5［日］ ■6/30［火］～なくなり次第終了

京都・六角 蕪村菴 煎餅・おかき

「蕪村 花形づくし」米菓6種24枚入り
円1,080…………………………………

グリーン・グルメ 惣菜
健康、安心・安全、鮮度にこだわった
「RF1」プロデュースの惣菜セレクトショップ
■6/30［火］～7/6［月］

「たっぷり海の幸のスペシャルサラダ」100g 円540
「神戸コロッケ人気の詰め合わせ（ひれカツ）」

1パック 円1,080

6.30（火）
南館食品売場全面リニューアル
池袋ショッピングパーク

グランドオープン 
毎日のお買物を便利に楽しく。生鮮から惣菜、菓子、パンなどを

コンパクトにまとめた食品売場が誕生しました。

お買物途中に一息つけるカフェもオープン。

“ちょっとステキな毎日”をお手伝いいたします。

※限定100袋

元町ポンパドウル パン
店内工房で毎日焼きたて
作りたてのパンをご提供
いたします。

※1日限定60個
「マルゲリータピッツア」1個 円270
■ISP店限定商品

■6/30［火］限定

「ドリームパック」1袋 円1,000

柿安 口福堂 和菓子
素材本来の味を大切にした和菓子専門店
季節限定商品

※1日限定100個
「さくらんぼ大福」1個 円270

「特撰やわらかヒレかつ」2枚
※各日限定10パック 円1,000……

※限定100個

「ISPオリジナルエコバッグ（1個）」プレゼント！！リニューアル記念
プレゼント

名様

合 計

5,000
※画像はイメージです

2倍全館毎週 木 金 土

ISPポイントカード
［即日発行］［入会金・年会費 無料］

ポイントnanaco 3倍毎週 木・金・土 は

※宝くじ・金券ショップを除く※ポイントは翌月10日以降に付与されます
※実施期間：2020年8月まで

※宝くじ・金券ショップを除く※実施期間：2021年2月まで

※6/30（火）～7/4（土）の館内でのお買上げレシートが対象となります。※お1人様一日1回限り※レシート合算可。
※宝くじ・金券ショップを除く。※電子マネーやクレジットカード控えおよびプリペイドカード等への入金レシートは引換対象外となります。

■期間：6/30（火）～7/4（土）■引換場所：南館特設会場

　「ISPオリジナルエコバッグ（1個）」をプレゼントいたします。
■期間中、税込1,500円以上お買上げの各日先着1,000名様に

●色：ベージュ、グリーン、オレンジ、ブルー※お色はお選びいただけません。バッグと袋は同色になります。

サイズ:幅約35×マチ幅約22×高さ約50cm（取っ手含む）

便利な
フック付き
袋入り
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洋菓子

ISP初出店

ISP初出店

ISP初出店

ISP初出店

※「マルゲリータピッツア」「ドリームパック」の写真ではございません
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※写真はイメージです



南館 食品売場 《 完成記念セール 》
６店舗のお買物が集中レジでまとめてお支払いいただけるコンパクトシティスーパー

オープンを記念して各店お買得品や限定商品をご用意

プレゼント

各日先着100名様に
商品お買上げの

「YOGIティー ティーバッグ1個」

カフェ カルディーノ
カフェ

※写真はイメージです

オリジナルコーヒーと世田谷奥沢
「クピド!」のパンを楽しむ
ベーカリーカフェ
■6/30［火］～7/2［木］

築地 中島水産 鮮魚・鮨
■6/30［火］～7/6［月］

「本まぐろづくし鮨」1折 円1,000……
※各日限定50折

「刺身6点盛合わせ」本マグロ入、1パック
円1,380……………※各日限定50パック

「太平洋産 かつおタタキ」100gあたり
円150…………………※各日限定30kg

「熊本県産他 あさりバケツ盛り」約800g
円959…………………※各日限定30Kg

「三元豚 豚バラ炙り焼き（照り焼き、にんにく黒胡椒）」
円7351パック

「三元豚ロースとんかつ」3枚
円843…………………※各日限定150枚

「茨城県産 赤肉メロン」1カット
円270……………………………………

「北海道産 アスパラLサイズ」1束
円162…………………※各日限定100束

タカギフーズ 精肉・肉惣菜
■6/30［火］～7/4［土］

「国産豚バラブロック」100g 円106…
※各日限定50kg

「国内産 黒毛和牛かたうす切り」200g
円1,059………………………………

武田ハム ハム・加工品
■6/30［火］～なくなり次第終了
「スペイン産 生ハム・サラミ3点セット」
1セット 円1,080………………………
※限定100セット

丸越 お漬物

■6/30［火］～7/5［日］
「スイートはちみつ梅」280g 円1,296…

■6/30［火］～なくなり次第終了
「お漬物お楽しみ袋」1袋 円1,296…
※限定50袋

F&V池栄 野菜・果物
■6/30［火］～7/6［月］

「山梨県産 もも」1パック 円431………

「長野県産 ブロッコリー」1株
円108…………………※各日限定100株

パントリー グロサリー・リカー

■6/30［火］～なくなり次第終了

「パントリーオリジナルお楽しみ袋」1袋
円1,080……………………※限定100袋

「パントリーオリジナルむぎ茶」10g×20パック
円302……………………………………

「パントリー自社工場 たくみ亭お楽しみ袋」1袋
円1,080……………………※限定60袋

芥川製菓 チョコレート
■6/30［火］～7/7［火］
「アーモンドクランチ」
190g 円500……………………
「プラリネチョコ詰合せ」
27ヶ入り 円400…………………

※写真はイメージです

北海道どさんこプラザ
コーヒー・輸入食品

カルディコーヒーファーム
北海道物産
■6/30［火］～なくなり次第終了
期間限定取扱い商品

※写真はイメージです

■8/31［月］まで

「アイスブレンド」200g 円537
アイスコーヒーキャンペーン開催中

※写真はイメージです

こだわりや こだわり食品
■6/30［火］～7/31［金］

ジロロモーニシリーズ

％OFF全品 15

※写真はイメージです

茶BAR お茶とタピオカの専門店
■7/5［日］まで
商品お買上げのお客様に
次回抹茶、ほうじ茶ドリンクが300円で
ご購入いただけるクーポン

※各日限定300枚プレゼント

フロ・プレステージュ
■7/1［水］～7/5［日］
洋菓子・洋惣菜

直径約15cm
ISP店限定販売「苺のチーズタルト」

円1,078………※各日限定30個

※写真はイメージです

ビアードパパ シュークリーム
■6/30［火］～7/5［日］
「特別セット」

円1,080…………

ラップドクレープ コロット
ミニクレープ

「ミニクレープセット」

「きのとや札幌農学校ミルククッキー」

※写真はイメージです

※セット内容は店頭でご確認ください。
円1,0005個セット 円2,00010個セット

■6/30［火］～7/7［火］
パイシュー（カスタード）3個
季節シュー3個入り

新しいカフェでちょっと一息

※写真はイメージです

円584………………12枚入り

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

従業員のマスク着用
および健康管理の実施

集中レジなどでの
飛沫感染対策の実施

マスク着用でご来店
ください。体調不良時は
ご来店をお控えください

ソーシャルディスタンス
の確保にご協力ください

店内にアルコール系
消毒液の設置

定期的な
清掃の実施

新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組みとお客さまへのお願い
お客さまへのお願い店 舗 の 取り組 み

〒171-8532 東京都豊島区南池袋1-29-1
電話 03-3982-2111（代）
ISPホームページ http://www.web-isp.co.jp

※チラシ有効期間：6/30（火）～7/7（火）※酒類を除いた飲食料

品（軽減税率対象商品）は、本体価格に8%の消費税額を加えた

「お支払い総額（税込価格）」となっております。※%OFFは各店

通常価格からの割引率です。※天候、交通事情などにより入荷

なき場合はご容赦ください。※チラシの内容は予告なく変更に

なる場合がございます。※数に限りがございますので、品切れの

際はご容赦ください。※写真はすべてイメージです。

営業時間は店頭および
ISPホームページをご覧ください

「パントリーオリジナル生乳100％ヨーグルト」
円259………………………………400g

※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです

ISP初出店

※各種・各日限定50パック


