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2021 年 11 月 17 日 

 

西友、11/20～28 の 9 日間「ブラックフライデー」開催 

約 230 品目を平均 13%値下げ、限定商品も 200 品目以上ラインナップ 

～冬のお買い物シーズンに先駆けて、毎日お得でおいしい”安イイ”を全力提供～ 

 

合同会社西友（東京都北区：社長兼最高経営責任者：大久保 恒夫、以下「西友」）は、11 月

20 日（土）～28 日（日）の 9 日間、全国の西友、サニー店舗（300 店舗以上）にて、冬の      

お買い物シーズンに先駆けて「ブラックフライデー」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間中、“安イイに全力～お客さまがまっ黒字セール”と銘打ち、食品から日用品まで毎日の

生活に必要な約 230 品目の平均 13%値下げを実施。また限定のこだわり商品も 200 品目以上

取り揃えました。原料費の高騰により身近な食品の値上げが続く中、西友は“毎日お得で、お

いしく、便利”で家計を応援します。 

【西友の「ブラックフライデー」のポイント】 

■毎日の生活に必要なアイテムを平均 13%、最大 65%値下げ（約 230 品目） 

 生鮮食品、チーズ、納豆、カレー、カップ麺等の日替わり特価品に加え、インスタント       

コーヒー、野菜ジュース、ソーセージ、缶詰、焼肉のタレ、フライパン、カセットボンベ等

を数日間～期間中値下げします。 

■限定商品をラインナップ（200 品目以上） 

 八天堂のクリームパン、惣菜などのこだわり商品や、食器用洗剤、マスク、ペーパーふき 

ん等の限定特価品を取り揃えました。また、一部の大型店舗では、炊飯ジャーや加湿器な 

どの限定特価品や、中綿ジャケット、あったか肌着などの衣料品も限定商品を提供します。 

 

西友では今後も、地域の皆様に「西友が身近にあってよかった」と感じていただける店作り

を目指し、生鮮食品、惣菜、プライベートブランド、ネットスーパーなどをそれぞれ戦略的に

強化するとともに、快適なお買い物環境を提供し、地域に密着した店舗づくりを行ってまいり

ます。 

 



【西友の「ブラックフライデー」注目商品】 

 

値下げ商品 

日本ハムシャウエッセンジッパー（508g） ネスカフェゴールドブレンド 

（コク深め、香り華やぐ）（120g） 

期間：期間中 

価格(税込) ：値下げ前 699 円→値下げ後 645 円 

期間：期間中 

価格(税込) ：値下げ前 786 円→値下げ後 624 円 

みなさまのお墨付き 超特選醤油と青森県産 

にんにくの焼肉のたれ 甘口（365g）、中辛（360g） 
まるで鍋マルチパン（サイズ各種） 

期間：期間中 

価格(税込) ：値下げ前 321 円→値下げ後 162 円 

期間：期間中 

価格(税込) ：値下げ前 1,397 円→値下げ後 869 円 

 

限定商品 

黒毛和牛 すき焼御膳（1 パック） 国産牛豚ひき肉（解凍）（100g） 

期間：期間中 

価格(税込) ：798 円 

期間：期間中 

価格(税込) ：170 円 

うなぎ長焼き（国産）（一尾） ボアフリーストレーナー（婦人/紳士/子供） 

（S、M、L、LL、3L、120-160cm） 

期間：日替わり(11/20) 

価格(税込) ：1,717 円 

期間：期間中 

価格(税込) ：990 円 



【西友の「ブラックフライデー」商品一例】 

割引種別 期間 商品名 規格 
価格（税込） 

値下げ前→値下げ後 

値下げ 日替わり 

(11/21) 
めばちまぐろ刺身用（解凍） 100g 473 円→429 円 

日替わり 

(11/27) 
雪印メグミルク 6P チーズ 108g 214 円→159 円 

日替わり 

(11/28) 
おかめ納豆 極小粒カップ 3 30g×3 95 円→59 円 

日替わり 

(11/20) 
S&B ゴールデンカレー 各種/1 個 181 円→159 円 

日替わり 

(11/27) 

日清どん兵衛 

鬼滅の刃パッケージ 

（きつねうどん、天ぷらそば） 

1 個 138 円→105 円 

数日間 

(11/20~21) 
きゅうり 1 本 41 円 

数日間 

(11/25~28) 
トマト 1 個 105 円 

数日間 

(11/22~24) 
みかん 1 パック 321 円 

数日間 

(11/25~28) 
キーウィ 1 個 54 円 

期間中 

 カゴメ野菜生活 100 オリジナル 200ml×12 本 950 円→861 円 

マルハニチロ釧路のいわし 

（水煮、味噌煮、味付） 
150g/1 缶 178 円→105 円 

イワタニ カセットボンベ 3 本組 623 円→546 円 

限定商品 日替わり 

(11/27) 
国産黒毛和牛 

ロースステーキ用（解凍） 
100g 950 円 

期間中 
旨味凝縮！干しハタハタの唐揚 1 パック 321 円 

黄金カレイの唐揚 1 パック 278 円 

八天堂 極くりーむぱん 1 個 216 円 

「ブレンディ®」ご当地お土産 

スティックオレ各種 
各 8 本 753 円 



ドクターガード リラックスマスク

（普通サイズ） 
50 枚入り 437 円 

スコッティ サッとサット 3 個パック 525 円 

アイリスオーヤマ 

5.5 合炊き炊飯ジャー 

ERC- 

MC50-W 
5,467 円 

ELECOM 加湿器 
HCE-

HU1906AWH 
4,367 円 

婦人中綿ジャケット 

（収納ポーチ付） 
M、L、LL、3L 2,200 円 

紳士 遠赤保湿インナー 

（長袖丸首、タイツ） 
M、L 550 円 

※店舗により取扱いが異なる場合がございます。 

※値下げ前価格は店舗により異なる場合がございます。 

※青果（野菜・果物）については値下げ前価格は時価相場によって変動する可能性があるた 

め、記載しておりません。 

※家電製品、衣料品は一部大型店舗のみの販売となります。 

 

 

◼ 西友について 

1963 年に設立された西友は、「西友」「サニー」「LIVIN」の 300 以上の店舗と「楽天西友ネ

ットスーパー」を通じて、北海道から九州まで全国のお客さまに食料品、日用品、住居用

品、衣料品を提供しています。「西友が身近にある幸せ」の実現を使命とし、お客さまの多様

なご要望やニーズにお応えできる価値ある商品を揃え、徹底した業務の効率化とテクノロジ

ーによって、お得な価格で提供します。株主である KKR、楽天、ウォルマートの強みを最大

限活用することで、店舗とネットを融合する OMO サービスにおいて業界をリードする存在

になることをめざし、革新と挑戦をし続けています。詳しい情報は https://www.seiyu.co.jp/ 

をご覧ください。 

 

公式 HP：http://www.seiyu.co.jp/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/Seiyu_Japan 

西友 Facebook：https://www.facebook.com/seiyucorporate 
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