
セール期間：2023年1月1日（日）～1月15日（日）までセール期間：2023年1月1日（日）～1月15日（日）まで

！

後日使える後日使える

※購入の上限価格は20万円。
※10倍対象は店頭在庫商品のみ。

倍10正月三が日（１日～3日）の期間は正月三が日（１日～3日）の期間は

バイパス店

を発券!!を発券!!抽選券抽選券
は
の

ガラガラガラガラ

1月1日～3日の期間中に税込3,000円以上お買い上げで
レシートにスタンプを押印いたします。
後日1月7日～8日（９時~１９時）の期間にバイパス店にて
ガラガラ抽選券としてご使用できます。

1月1日～3日の期間中に税込3,000円以上お買い上げで
レシートにスタンプを押印いたします。
後日1月7日～8日（９時~１９時）の期間にバイパス店にて
ガラガラ抽選券としてご使用できます。

栄えある栄えある

マルニシ商品券!マルニシ商品券!
万円分
1等

3バ
イ
パ
ス
店
限
定ポイント

※表示価格はすべて税込み価格です。   　※商品はすべて店頭在庫限りとなります。セール価格でのお取り寄せはできません。品切れの場合はご容赦くださいますようお願い致します。　※広告の商品以外にもお買い得な商品を多数ご用意しております。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

一流メーカーハリス・道糸大放出！一流メーカーハリス・道糸大放出！一流メーカーハリス・道糸大放出！一流メーカーハリス・道糸大放出！
サンライン Vハード（旧モデル）サンライン Vハード（旧モデル）

1.25号～3号1.25号～3号

980980円円
ズバリ!!ズバリ!!

（当店指定品）（当店指定品）

ユニチカ  エギングPE全品ユニチカ  エギングPE全品

メーカー希望小売価格より

％
OFF0055

シマノ ピットブル12 （０.６号）シマノ ピットブル12 （０.６号）
150m / 200m150m / 200m

メーカー希望小売価格より

％
OFF0044

シマノ  リミテッドプロ PEG5+シマノ  リミテッドプロ PEG5+
各号各号

300m300m

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0022

サンラインブラックストリーム マークXサンラインブラックストリーム マークX
通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0022

ダイワ　Dフロン ふかせ真鯛ダイワ　Dフロン ふかせ真鯛
通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0022

各号各号 1～3号1～3号
サンライン  シグロンPEX8サンライン  シグロンPEX8

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0022 699699円円

ズバリ!!ズバリ!!

サンライン  スーパートルネードサンライン  スーパートルネード

770770円円

ラインシステム  磯波止ナイロン全品ラインシステム  磯波止ナイロン全品

有名メーカー  ナイロン道糸有名メーカー  ナイロン道糸
メーカー希望小売価格より

％
OFF0055

磯釣り奉仕品一例磯釣り奉仕品一例磯釣り奉仕品一例磯釣り奉仕品一例

4,9804,980

釣武者 CFRTPハンドル釣武者 CFRTPハンドル
カラー：ゴールドカラー：ゴールド

円円

YOUSHI  フカセウキ各種 YOUSHI  フカセウキ各種 第一精工  バッカン受三郎第一精工  バッカン受三郎

ダイワ 各種 集魚剤ダイワ 各種 集魚剤

5～5B5～5B

お人様10個まで

LサイズLサイズ

メーカー希望小売価格より

2,9802,980

釣武者 シーライン石鯛40スプール釣武者 シーライン石鯛40スプール
石鯛40/石鯛40遠投用石鯛40/石鯛40遠投用

円円
メーカー希望小売価格12,500円がメーカー希望小売価格12,500円が

マルキュー 集魚剤 グレパワーV９徳用マルキュー 集魚剤 グレパワーV９徳用
お一人様1箱（8袋入り）まで
箱買いOK!

660660円円
メーカー希望小売価格1,100円がメーカー希望小売価格1,100円が
ボーナスポイント対象外商品ボーナスポイント対象外商品

メーカー希望小売価格より

％
OFF4040

お一人様 1箱まで
箱買いOK!

ボーナスポイント対象外商品ボーナスポイント対象外商品

メーカー希望小売価格19,800円がメーカー希望小売価格19,800円が

1,4081,408
メーカー希望小売価格7,040円がメーカー希望小売価格7,040円が

がまかつ トートバッグ GM3586がまかつ トートバッグ GM3586

エクセル ネオプレーン フィッシンググローブエクセル ネオプレーン フィッシンググローブ
３本切 / 5 本切３本切 / 5 本切

3,1683,168円円

釣武者 愛竿石鯛竿袋Ⅲ釣武者 愛竿石鯛竿袋Ⅲ

メーカー希望小売価格5,280円がメーカー希望小売価格5,280円が

16001600
ダイワ コマゼV 400Lダイワ コマゼV 400L

880880円円
通常販売価格1,480円が通常販売価格1,480円が

PROX 低反発ヒップガードPROX 低反発ヒップガード
PX388KRPX388KR

2,9802,980円円
通常販売価格3,980円が通常販売価格3,980円が

釣武者  ダブルフェイス３D 釣武者  ダブルフェイス３D 
ロゴメッシュキャップ ロゴメッシュキャップ 

通常販売価格より
レジにてさらに
％
OFF2020

通常販売価格より
レジにてさらに
％
OFF2020

通常販売価格より
レジにてさらに
％
OFF2020

980980

ドラゴン ステンヒシャク三角ドラゴン ステンヒシャク三角
S～LS～L

円円
通常販売価格2,480円が通常販売価格2,480円が

円円 298298円円
釣武者  フェイスコーデュラ フローティングベスト釣武者  フェイスコーデュラ フローティングベスト

M～LLM～LL

通常販売価格より
１～３日の間は

レジにてさらに
％
OFF2020

ヤマワ  ゴム張ガン玉ヤマワ  ゴム張ガン玉

通常販売価格440円が通常販売価格440円が

ダイワ  フィッシュナイフ Ⅱ型ダイワ  フィッシュナイフ Ⅱ型 クロスファクター  スパイラルロープクロスファクター  スパイラルロープ

248248円円
通常販売価格398円が通常販売価格398円が

ダイワ  ウキトリパラソルダイワ  ウキトリパラソル デュエル  フカセウキ各種デュエル  フカセウキ各種

通常販売価格より
レジにてさらに
％
OFF2020

メーカー希望小売価格より

％
OFF5050

在庫限り在庫限り

4,3564,356円円

アーム式小継三段アーム式小継三段
サンライン  防水ソックスサンライン  防水ソックス

メーカー希望小売価格6,380円がメーカー希望小売価格6,380円が

4,4664,466円円

2,3022,302円円
通常販売価格3,166円が通常販売価格3,166円が

灯具・金属製品の奉仕品一例灯具・金属製品の奉仕品一例灯具・金属製品の奉仕品一例灯具・金属製品の奉仕品一例

ズバリ!!ズバリ!!

798798円円
ズバリ!!ズバリ!!

980980円円
ズバリ!!ズバリ!!

プロマリン  ３W LEDランタンプロマリン  ３W LEDランタン

398398円円
ズバリ!!ズバリ!!

ドラゴン  LEDフックライトドラゴン  LEDフックライト プロックス  LEDスクエアマルチランタンプロックス  LEDスクエアマルチランタン

1,6801,680円円

LEK100LEK100

ズバリ!!ズバリ!!

プロマリン  １４LEDヘッドランププロマリン  １４LEDヘッドランプ

398398円円
LEK003LEK003

698698円円
ズバリ!!ズバリ!!

プロマリン  １４LEDヘッドランププロマリン  １４LEDヘッドランプ
LEK108LEK108

598598円円
ズバリ!!ズバリ!!

プロマリン 3W COBヘッドランププロマリン 3W COBヘッドランプ ゼクサスシリーズ各種ゼクサスシリーズ各種

※一部商品対象外※一部商品対象外
ハピソン  エアーポンプ各種ハピソン  エアーポンプ各種

ANE006ANE006

498498円円
ズバリ!!ズバリ!!

プロマリン エアーポンププロマリン エアーポンプ
3,5973,597円円

ハピソン  薄型針結び器ハピソン  薄型針結び器
YH-720YH-720

通常販売価格5,445円が通常販売価格5,445円が

APF300APF300
プロマリン  ショートハンマープロマリン  ショートハンマー

M / LM / L

598598円円 698698// 円円

マルシン  ピトンハーケンマルシン  ピトンハーケン

衣類・ブーツ・バッグ等 奉仕品の一例衣類・ブーツ・バッグ等 奉仕品の一例衣類・ブーツ・バッグ等 奉仕品の一例衣類・ブーツ・バッグ等 奉仕品の一例

各メーカーフローティングベスト各メーカーフローティングベスト

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF～～ 000011 22

各種メーカー防寒防水着各種メーカー防寒防水着 各種メーカーブーツ＆シューズ各種メーカーブーツ＆シューズ

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0011

各種メーカーグローブ各種メーカーグローブ

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF0011

各種メーカーキャップ各種メーカーキャップ

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF～～ 000011 22

ファインジャパン  EVA軽量防寒ブーツファインジャパン  EVA軽量防寒ブーツ
SP-1152SP-1152

2,9802,980円円
ズバリ!!ズバリ!!

通常販売価格より
レジにてさらに

％
OFF～～ 000011 22

ズバリ!!ズバリ!!
498498円円

ウォーターブロック 420
防水スプレー
ウォーターブロック 420
防水スプレー

ズバリ!!ズバリ!!
298298円円

モアバイツ ハンドタオル モアバイツ ハンドタオル 
UHT-001UHT-001

ロッドケース＆バッカン類 奉仕品の一例ロッドケース＆バッカン類 奉仕品の一例ロッドケース＆バッカン類 奉仕品の一例ロッドケース＆バッカン類 奉仕品の一例
各メーカーロッドケース各メーカーロッドケース 各メーカーバッカン各種各メーカーバッカン各種

EVA角 手提げフタ付き（36cm）EVA角 手提げフタ付き（36cm）
AEG-200AEG-200

エクセル  ハードロッドケースエクセル  ハードロッドケース
JP-052JP-052

各メーカーキーパーバッカン各種各メーカーキーパーバッカン各種 アジ活かしバケツ各種アジ活かしバケツ各種

各メーカー水汲みバケツ各メーカー水汲みバケツ

1,7801,780円円
ズバリ!!ズバリ!!

2,4802,480円円
ズバリ!!ズバリ!!

エクセル  ソフトロッドケースエクセル  ソフトロッドケース
JP-099JP-099

1,6501,650円円
ズバリ!!ズバリ!!

人気のブラックバスルアー・関連商品人気のブラックバスルアー・関連商品人気のブラックバスルアー・関連商品人気のブラックバスルアー・関連商品
115・185115・185

レイドジャパン グラディエーター ランディングネットレイドジャパン グラディエーター ランディングネット ノリーズ  フカベイトノリーズ  フカベイト

ジャッカル ブラストボーンジャッカル ブラストボーン 一誠  マイクロザリバイブ40一誠  マイクロザリバイブ40

サンライン  ベーシックFCサンライン  ベーシックFC

ズバリ!!ズバリ!!
660660円円999999

ジャッカル レッドスプールジャッカル レッドスプール
旧モデル旧モデル

円円
ズバリ!!ズバリ!!

レイドジャパン キラーDレイドジャパン キラーD

人気商品
イチオシイチオシ

在庫限り

在庫限り

レイドジャパン DODGE（ダッジ）レイドジャパン DODGE（ダッジ）

人気商品
イチオシイチオシ

在庫限り

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

ノリーズ ヒラトップノリーズ ヒラトップ
在庫限り 在庫限り 在庫限り

在庫限り

ジャッカル ラスターブレードジャッカル ラスターブレード

ジャッカル ブラストボーンJr.ジャッカル ブラストボーンJr.

人気商品
イチオシイチオシ

在庫限り

人気商品
イチオシイチオシ

ジャッカル ダウズスイマー180ジャッカル ダウズスイマー180 フィッシュアロー×DRT  ライザージャックフィッシュアロー×DRT  ライザージャック フィッシュアロー×DRT  ライザージャックJr.フィッシュアロー×DRT  ライザージャックJr.
在庫限り 在庫限り

在庫限り

在庫限り 在庫限り 在庫限り

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

人気商品
イチオシイチオシ

D-スタイル フレックスローラー168FD-スタイル フレックスローラー168F

人気商品
イチオシイチオシ

デプス ギラギラコウゲキデプス ギラギラコウゲキ
在庫限り

人気商品
イチオシイチオシ

デプス イヴォーグZERO 150デプス イヴォーグZERO 150
在庫限り

人気商品
イチオシイチオシ

デプス カバースキャット3.5デプス カバースキャット3.5

人気商品
イチオシイチオシ

在庫限り
シマノ アーマジョイント190Fシマノ アーマジョイント190F

人気商品
イチオシイチオシ

ガンクラフト ジョインテッドクロー ガンクラフト ジョインテッドクロー 
シフト183シフト183

人気商品
イチオシイチオシ

在庫限り
有名メーカーワーム有名メーカーワーム有名メーカールアー有名メーカールアー

売り尽くし大処分！奉仕品一例売り尽くし大処分！奉仕品一例売り尽くし大処分！奉仕品一例売り尽くし大処分！奉仕品一例

398398

298298
ズバリ!!ズバリ!!

398398

限定200足限定200足
カジュアルソックス 底パイルカジュアルソックス 底パイル

３足組25~27cm３足組25~27cm

ワーク＆カジュアルソックス ワーク＆カジュアルソックス 
のびのびサポーター　4足組25~27cmのびのびサポーター　4足組25~27cm
限定200足

円円

円円

148148円円

限定１００個

円円

限定１００個

298298円円

ヤマツネ  ニット帽ヤマツネ  ニット帽 ヤマツネ  ニット帽ヤマツネ  ニット帽

在庫限り在庫限り

釣武者WRパーカー釣武者WRパーカー

パナソニック リチウム電池パナソニック リチウム電池
電気ウキ・穂先ライト用 BR435/2B電気ウキ・穂先ライト用 BR435/2B

お一人様10個までお一人様10個まで
通常販売価格268円が通常販売価格268円が

523523

がまかつ マルチロールホルダーがまかつ マルチロールホルダー
GM-2020GM-2020

円円

第一精工  カケ太郎1号第一精工  カケ太郎1号

メーカー希望小売価格より

％
OFF4040 398398

マルシン漁具 タチウオ魚型夜光マルシン漁具 タチウオ魚型夜光
一本針 40号一本針 40号

円円
通常販売価格780円が通常販売価格780円が

ダイワ リールガードスプレーセットダイワ リールガードスプレーセット

1,4741,474円円
通常販売価格2,662円が通常販売価格2,662円が

オイル100ml グリス100mlオイル100ml グリス100ml 限定200本
限定300個

限定10本

プロマリン わくわくサビキ釣りDXセットプロマリン わくわくサビキ釣りDXセット
270270

1,9801,980円円
メーカー希望小売価格6,710円がメーカー希望小売価格6,710円が

1,7801,780

プロマリン  トランサーエギプロマリン  トランサーエギ

円円

限定100台

通常販売価格3,980円が通常販売価格3,980円が

1,7801,780円円
通常販売価格3,480円が通常販売価格3,480円が

プロマリン 泳がせアオリプロマリン 泳がせアオリ
OA-3000RDOA-3000RD
限定50台

ブルーストーム  膨張式ライフジャケットブルーストーム  膨張式ライフジャケット
BSJ-5920RS2BSJ-5920RS2

9,8009,800円円
メーカー希望小売価格17,600円がメーカー希望小売価格17,600円が

お一人様
1個まで
お一人様
1個まで

お一人様
1個まで
お一人様
1個まで

限定20着

シーキング メンテナンスフリーシーキング メンテナンスフリー
カルシウムバッテリー 12V-12Aカルシウムバッテリー 12V-12A

6,9806,980円円
通常販売価格10,780円が通常販売価格10,780円が

4,9804,980円円
通常販売価格8,800円が通常販売価格8,800円が

PROX  磯玉の柄  剛剣500PROX  磯玉の柄  剛剣500

820820

シマノ  フラッシュブースト  ディープシマノ  フラッシュブースト  ディープ
３.５号３.５号

メーカー希望小売価格1,243円がメーカー希望小売価格1,243円が
当店指定カラー当店指定カラー

円円600600円円
ズバリ!!

デュエル  EZQフィンプラス ランガンデュエル  EZQフィンプラス ランガン
３.5号３.5号

AEC-020AEC-020

がまかつ  まきーなIV GM834がまかつ  まきーなIV GM834
L~3LL~3L 650~750650~750

6,2706,270円円
プロマリン EVA反転バケツプロマリン EVA反転バケツ

398398円円
通常販売価格598円が通常販売価格598円が

2,8052,805 3,0253,025
M~3LM~3L

エクセル  スパイクシューズエクセル  スパイクシューズ

4,5804,580円円
通常販売価格7,800円が通常販売価格7,800円が

円～円～ 円円

60

545545円円
通常販売価格1,364円が通常販売価格1,364円が

ダイワ  エメラルダス ステイRVダイワ  エメラルダス ステイRV
３.5号３.5号

お一人様5個までお一人様5個まで

ズバリ!!ズバリ!!

一流メーカーリール奉仕品一例一流メーカーリール奉仕品一例一流メーカーリール奉仕品一例一流メーカーリール奉仕品一例
2000EJ2000EJ

シマノ  12 ’カルカッタ101シマノ  12 ’カルカッタ101シマノ  17’BB-Xハイパーフォースシマノ  17’BB-Xハイパーフォース

38,28038,280円円

シリーズシリーズ
シマノ 19’ビーストマスターシマノ 19’ビーストマスター

メーカー希望小売価格63,800円がメーカー希望小売価格63,800円が

76,50576,505円円
メーカー希望小売価格153,010円がメーカー希望小売価格153,010円が
5台限り

お1人様
1台まで 20,84520,845円円

メーカー希望小売価格41,690円がメーカー希望小売価格41,690円が

シマノ  カルカッタ301Fシマノ  カルカッタ301F

20,84520,845円円
メーカー希望小売価格41,690円がメーカー希望小売価格41,690円が

円円

5台限り

シマノ  14 ’ブレニアス シマノ  14 ’ブレニアス 

15,40015,400円円
メーカー希望小売価格30,800円がメーカー希望小売価格30,800円が

5台限り

15,67515,675円円
メーカー希望小売価格31,350円がメーカー希望小売価格31,350円が

5台限り

ダイワ  16’ブラスト 3500ダイワ  16’ブラスト 3500 ダイワ  スティーズAIR TW 500Hダイワ  スティーズAIR TW 500H

38,50038,500
メーカー希望小売価格77,000円がメーカー希望小売価格77,000円が

3台限り

ダイワ コロネットⅡダイワ コロネットⅡ

2,3102,310円円
メーカー希望小売価格3,850円がメーカー希望小売価格3,850円が

在庫限り

当店指定機種 /在庫限り

シマノ  クロナークMGL 151シマノ  クロナークMGL 151

19,25019,250円円
メーカー希望小売価格38,500円がメーカー希望小売価格38,500円が

3台限り

シマノ  バンタムMGLシマノ  バンタムMGL

21,45021,450円円
メーカー希望小売価格42,900円がメーカー希望小売価格42,900円が

4台限り

5台限り

在庫限り
シマノ 18 ’ソアレBB シリーズシマノ 18 ’ソアレBB シリーズ

9,6259,625円円
メーカー希望小売価格19,250円がメーカー希望小売価格19,250円が

一流メーカーロッド奉仕品の一例一流メーカーロッド奉仕品の一例一流メーカーロッド奉仕品の一例一流メーカーロッド奉仕品の一例

441100
メーカー希望小売価格42,350円がメーカー希望小売価格42,350円が

メーカー希望小売価格から

％
OFF0066

メーカー希望小売価格から

％
OFF0077

ダイワ  インプレッサ  シリーズダイワ  インプレッサ  シリーズ

ダイワ  メガディス  AGS  シリーズダイワ  メガディス  AGS  シリーズ

シマノ  旧ボーダレス  シリーズシマノ  旧ボーダレス  シリーズ

ダイワ  カワハギX  シリーズダイワ  カワハギX  シリーズ

シマノ  セフィアTT  シリーズシマノ  セフィアTT  シリーズ

ダイワ  メタリア タチウオテンヤSP  73-195ダイワ  メタリア タチウオテンヤSP  73-195

ダイワ  エキスパート  清流ダイワ  エキスパート  清流

ダイワ  ジグキャスター  90Mダイワ  ジグキャスター  90M

ダイワ  バイパースティック S-270 / M-300ダイワ  バイパースティック S-270 / M-300

プロマリン  ブルーベイ磯 遠投 3-450 / 4-450プロマリン  ブルーベイ磯 遠投 3-450 / 4-450

プロマリン  どこでもルアーロッド 80 / 90プロマリン  どこでもルアーロッド 80 / 90

有名メーカーバスロッド有名メーカーバスロッド

メジャークラフト  スピードスタイルメジャークラフト  スピードスタイル

シマノ  ライアーム  シリーズシマノ  ライアーム  シリーズ

5522
メーカー希望小売価格22,000円がメーカー希望小売価格22,000円が

メーカー希望小売価格22,000円がメーカー希望小売価格22,000円が

00009999
00008888

通常販売価格5,880円が通常販売価格5,880円が

00449922
通常販売価格5,280円が通常販売価格5,280円が

※ボーナスポイント対象外商品です。※ボーナスポイント対象外商品です。

※ボーナスポイント対象外商品です。
※保証書無し。
※ボーナスポイント対象外商品です。
※保証書無し。

00446622

数量限定5本限り

数量限定10本限り

数量限定  各10本限り

数量限定  各10本限り


