
アミュプラザみやざき
公式LINE

＠amu_miyazaki

先着

500名
さま
限定

厚切りポテトチップス
九州味自慢
有明海産のり味

厚切りポテトチップス
九州味自慢

五島灘の塩味かつお節仕立て

アミュプラザみやざきお年玉企画
アミュプラザみやざき公式ＬＩＮＥご登録で

［引換期間］1/3（火）～9（月・祝）
　　　　　10：00～20：00
［場　　所］うみ館6階 特設カウンター

「Calbee厚切り
  ポテトチップス
  九州味自慢」
 1個プレゼント

ご登録は
こちら

2023

宮崎山形屋最大の人気名物催事「北海道の物産と観光展」にて売上ナンバー
１の商品であるタラバガニ脚をたっぷり詰め込んだ‘海の幸’とアミュプラザ
みやざきの話題の新店「牛鍋屋 和牛十兵衛」のお食事券の他、昨年度好評
の「齋藤牧場」の齋藤牛や「スーパーまつの」おすすめ商品‘さんきょうみらい
豚’セットなど ‘山の幸’のお正月にぴったりな福袋です。

AMU×宮崎山形屋
「2館合同 ハッピーグルメ福袋」を
初売り日に抽選販売！

やま館
3F

［ スーツセレクト ］

11,000円（21,450円相当）
選べる福袋

（ワイシャツ3枚、ネクタイ2本）

●販売期間：1/2～1/3

うみ館
1F

［ コトモノマルシェ ］

（アクセサリー）

1,500円（3,500円相当）

●販売期間：1/2～1/5 ※無くなり次第終了

300個

3,000円（8,000円相当）300個

うみ館
1F

［ ウタウ ］

新年を迎えるにふさわしいアイテムが
詰まったお得な福袋！

3種類を各3個合計9個をご用意

Make↗Kitchen
2023ラッキーバッグ

9,680円（25,740円相当）

●販売期間：1/2～ ※無くなり次第終了

9個

うみ館
1F

［ ルーニィ ］

●販売期間：1/2、1/3 ※無くなり次第終了

10,000円（50,000円相当）15個

20,000円（100,000円相当）20個

30,000円（150,000円相当）3個

うみ館
2F

［ マジックミシン ］

マジックミシン3,000円分利用券
（ご利用期間：1/2～2/28）

オリジナル懸賞デジタル応募券
（賞品：5,000円分全国共通お食事券）

2,500円（3,000円相当）

●販売期間：12/24～1/11 ※無くなり次第終了

数量限定

うみ館
2F

［ ザ・キッス プラス ］

ネックレス、
リングの組み合わせ

3,000円（20,000円相当）

●予約受付：12/26～
●販売期間：12/30～ ※無くなり次第終了

予約販売／店頭受付

数量限定

うみ館
2F

［ 靴下屋 ］

●販売期間：1/2～ ※無くなり次第終了

（レディース靴下5足＋タイツ1足）
2,200円（4,000円相当）20個

（レディース靴下5足）
1,100円（1,800円相当）60個

（メンズ靴下5足）
1,100円（1,800円相当）30個

うみ館
3F 東急ハンズ

●販売期間：12/26～ ※無くなり次第終了

限定福袋販売
数量限定

うみ館
2F

［ ジュエリースタジオプラスター ］

中身が選べる福袋

（ダイヤモンドジュエリー、ジュエリーBOX）

●販売期間：12/26～1/15 ※無くなり次第終了

100,000円（200,000円相当）3個

（ダイヤモンドジュエリー、ジュエリートレー）
30,000円（60,000円相当）3個

（ダイヤモンドジュエリー、ジュエリーBOX）
50,000円（100,000円相当）3個

（H&Cジルコニア２点、ジュエリートレー）
10,000円（20,000円相当）10個

［ 中央コンタクト ］

（コンタクトレンズケア用品）

●販売期間：12/10～1/9

TEL・店頭受付

ひむか
きらめき
市場

5,000円（7,000円相当）

うみ館
2F

［ レトロガール ］

11,000円
（35,000円相当）

数量限定

（ニット、ジャケット、
  雑貨など14点）
●販売期間：1/2～ ※無くなり次第終了
※販売内容は変更することがございます。

うみ館
5F

［ ワンダーアティックシネマ ］

●販売期間：１/１～ ※無くなり次第終了

シネマ鑑賞券セット限定販売

10,000円（シネマ鑑賞券10枚分）

ひむか
きらめき
市場

［ ジュピター ］

1,000円（食品、お菓子）２０個

2,000円（食品、お菓子）２０個

1,500円（ワイン2本）１０個

やま館
1F

［ ドンク･ミニワン ］

（パン、焼き菓子）
1,080円（2,800円相当）

●販売日：1/2 ※無くなり次第終了

60個

やま館
1F

［ まつの ］

（みやざき味めぐり）
4,000円（5,500円相当）

●予約受付：12/26～
●販売日：1/2

予約販売／TEL・店頭受付

20個

［ レモネードバイレモニカ ］

レモネードバイレモニカ
利用券

（ご利用期間：1/2～6/30）

4,500円（7,800円相当）

●販売期間：1/2～1/10

30個

ひむか
きらめき
市場

ひむか
きらめき
市場

［ ビアードパパの作りたて工房 ］

パイシュークリーム（カスタード） 3個
贅沢いちご 3個

特別割引券2,000円分
●販売期間：1/2～1/5 ※無くなり次第終了

［ ミスタードーナツ ］

●予約受付：12/12～12/25 ●販売期間：12/26～ ※無くなり次第終了

2,400円300個

3,600円300個

5,900円120個

ひむか
きらめき
市場

予約販売／WEB受付
ドーナツ引換カード（20個分）、トートバッグ、ハンドタオル、
メモ帳、カレンダー
ドーナツ引換カード（30個分）、クリアファイル、スケジュールン、
トートバッグ、ハンドタオル、メモ帳、カレンダー
ドーナツ引換カード（50個分）、バスタオル、クリアファイル、
スケジュールン、トートバッグ、ハンドタオル、メモ帳、カレンダー

［ ケンタッキーフライドチキン ］

ケンタ福袋
2,600円

ひむか
きらめき
市場

予約販売／TEL・店頭受付

●予約受付：12/26～
●販売期間：1/1～ ※無くなり次第終了

※お1人さまお1つとなります。※商品は選べません。ご了承ください。※無くなり次第終了となります。

2023福袋A M U  H A P P Y  B A GA M U  H A P P Y  B A G

25個
各館

限定

5セット限定

6,000円（シネマ鑑賞券5枚分）
15セット限定

うみ館
2F

［ サマンサ モスモス ］

●予約受付：12/1～
●販売期間：12/29～1/9 ※無くなり次第終了

予約販売／店頭受付

11,000円10個
5点セット
（アウター、ワンピース、
ベスト、カットソー、バッグ）

ファッション・雑貨・アクセサリー福袋 うみ館
3F
［ シナボン・シアトルズベストコーヒー ］

予約販売／店頭受付

3,300円
（4,460円相当）

5,500円
（8,660円相当）

●予約期間：12/1～25 ●引渡期間：12/26～1/4

ミニボン6個、シナボンクラシック4個、
シナボンマグ、シナボンプレート、オリジナルグッズ

ミニボン6個、シナボンマグ、
ドリップコーヒー

素材本来の良さを生かしながら、長年受け
継がれた伝統的なレシピや製法を常識に
捉われない組み合わせによって新たな価値を
生み出し、これから先の未来につづくクラフト
バタースイーツの伝統を創っていきます。

［出店期間］12/15（木）～1/10（火）
［場　　所］うみ館3F

全国各地の「菓匠（かしょう）」と呼ばれる
こだわりの菓子職人達が創り、各地域で
愛され絶大な支持を受ける選りすぐりの
商品を集めました。

［出店期間］12/27（火）～1/9（月・祝）
［場　　所］うみ館1F

バターケーキ 和紅茶×5、
パンケーキミックス、
福袋限定 チーズフィナンシェ×3、
長野園和紅茶

2,160円（3,250円相当）20個

●販売期間：1/2～ ※無くなり次第終了 ●販売期間：1/2～ ※無くなり次第終了

2,000円数量限定

4,000円数量限定
・お菓子詰め合わせ（5,000円相当）
・アミュプラザみやざき
 ショッピングチケット1,000円分

・お菓子詰め合わせ（2,500円相当）
・アミュプラザみやざき
 ショッピングチケット500円分

Butters 菓匠百選
期 間 限 定 S H O P 福 袋

グルメ福袋

《アミュプラザみやざき》

《宮崎山形屋》
◆応募・販売場所／新館5階 大催場
◆応募期間／2023年1月2日 10：00～11：00
◆抽選・販売日時／2023年1月2日 13：00

内容（計6点）

・齋藤牛 すき焼き用600g（宮崎県産）
・ボイルタラバガニ脚カット600g
  （原産国：ロシア）
・さんきょうみらい豚セット
・「牛鍋屋 和牛十兵衛 」お食事券
  2,000円分
※内容は一部変更になることがございます。

各館先着

500名
さま
限定

Calbee
厚切りポテトチップス
九州味自慢プレゼント！

Calbee
厚切りポテトチップス
九州味自慢プレゼント！
※お1人さまお1つとなります。※商品は選べません。
ご了承ください。※無くなり次第終了となります。

2館合同
お年玉企画

抽選に参加された方限定！抽選に参加された方限定！

等合計6点

◆応募・販売場所／アミュひろば
◆応募期間／2023年1月2日 9：00～11：20
◆抽選・販売日時／2023年1月2日 11：30

初売り日に、現地抽選にて
販売（現金のみ）

【総額30,000円相当】
価格

数量

販売要領

11,000円（税込）
各館25個（合計50個）

2,500円100個


