
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

〈万弥〉北海道産 あまっこトマト
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円

◆ 万弥

おいしさがギュッと詰まった、
甘くコクのあるトマト。

〈万弥〉高知県産 奏（かなで）トマト
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
〈万弥〉鳥取県産 華天女（はなてんにょ）
１袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円
〈万弥〉茨城県産 ドロップファームの美容トマト®
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円
〈万弥〉和歌山県産 優糖星
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

◆ 万弥

〈オイシックス〉千葉県産 みつトマト
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410円

◆ オイシックス

5月31日（水）~8月1日（火）　地下2階 お中元ギフトセンター

催物ご案内
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※写真はイメージである場合がございます。※本誌に掲載されている商品は、数に限りがございます。なくなり
次第、終了とさせていただきます。※価格はすべて税込です。
※都合により催物のタイトル・会期・内容等が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。※盛り付け例
の写真の器等は商品に含まれておりません。※生鮮品につきましては、天候等により商品の入荷がない場合や産地
が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

滋賀県産「美山錦」で醸造された
純米大吟醸酒。ラベルは父の日
オリジナル。

シンプルな味付けで鶏肉の旨みを
引き出しました。ふくよかな香りの
お酒にぴったり。
〈両国茶屋〉
日南鶏もも肉黒コショウ焼き
１枚・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日１０点限り】681円

◆地下２階 両国茶屋

〈ジョアン〉
ａ．トマトピザもち １００ｇあたり・・・・・・・・・・・・281円
b．ミニトマトキッシュ １個・・・・・・・・・・・・・・・・227円

◆ジョアン

〈古市庵〉
ミディトマトのサラダ巻
１本、長さ約18ｃｍ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・595円

◆古市庵

〈スワガット〉
～南インドの伝統レシピ～ トマトライスのカレー
１人前・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日１０点限り】1,296円
※カレーは4種類からお選びいただけます。　◆スワガット

〈アンディカフェデリカ〉
カラフルトマトとモッツァレラのカプレーゼ風
サラダ ～バジル醤油ドレッシング～
１００ｇあたり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

◆アンディカフェデリカ

〈築地 奈可嶋〉
イサキとトマトのアクアパッツァ
１パック・・・・・・・・・・・・・・・・【各日１０点限り】1,579円

◆築地 奈可嶋

〈勝烈庵〉
高座豚トマトチーズメンチカツ
１個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日２０点限り】270円

◆勝烈庵

季節の食卓を彩る、瑞々しいトマトを豊富に取り揃えました。
6月21日（水）~7月4日（火）　地下2階 フードガーデン

トマト
フェア

爽やかな旬味トマト
あまっこ
トマト
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恵比寿三越
6月の

６種のブドウをブレンド。瑞々しく
豊かなアロマが広がります。
〈ジェラール・ベルトラン〉
シガリュス ルージュ
７５０ml、フランス製・・・・・・・・・・・・・・・・8,618円
◆地下２階 ワールド ワイン バー バイ ピーロート

しっとりとやわらかい肉の旨みが赤
ワインと相性抜群。
〈アンディカフェデリカ〉
厚切りローストビーフ（ソース２種添え）
１パック（２～３枚）、牛肉はオーストラリア産
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・999円

◆地下２階 アンディカフェデリカ

毎月15日はSコレ！ 恵比寿三越がSelectした
Special商品をSpecial価格でご紹介します。
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イートイン
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カタログ掲載商品のうち　　　   マークの商品

約1,000品目が日本全国送料無料。※島部にはお届けできない　商品が一部ございます。

約1,000品目がエムアイポイント 　　　　  
対象。次のお買い物より

1ポイント1円として使えます。

カタログ掲載商品のうち　　マークの商品

 ※詳しくはギフトセンター係員までお問い合わせください。

7月4日（火）まで
プレゼントはすべて
三越オリジナル

以上のお買いあげで

ポリエステル・アルミ蒸着／
約幅18×高さ15×マチ12㎝／
中国製

保冷
ボックス

本体
価格2万円

以上のお買いあげで

ポリエステル／
約幅32×高さ30×
マチ8㎝／
中国製

トートバッグ

本体
価格1万円

さらに

早期お申し込みプレゼント！
お中元ギフトセンターご来場者限定

マークの商品はエムアイポイント〈1％〉対象。

5月31日（水）～6月18日（日）
恵比寿三越 各階

父の日フェア

〈玉乃光〉
純米大吟醸 有機肥料使用 美山錦１００％
７２０ml・・・・・・・・・・・・・・・・【36点限り】3,240円

◆地下２階 リカー

地下2階 フードガーデン
〈万弥〉高知県産 フルーツトマト １箱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】1,500円
〈万弥〉山形県産 佐藤錦 １パック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【５０点限り】  880円
〈精肉の二幸〉三重県産 松阪牛切り出し １パック（２００ｇ）  【100点限り】1,080円
〈築地 中島水産〉うなぎ蒲焼 １尾、うなぎは宮崎県産、養殖・・・【５０点限り】1,500円



〈創作和食 北海岸〉海鮮弁当

京風の優しい味わいに仕上げた〈京都 御薗〉
のだし巻をはじめ、素材や製法にこだわった
絶品料理をご紹介。

味の競演
5月31日（水）～6月6日（火） 
◆食品催事場

あんずを半割にして種を取り、食べやすい形にしま
した。あんず本来の色と風味をお楽しみください。

〈東京／銀座かずや〉黒煉り丹波
１本（２２０ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【５４点限り】1,251円

〈長野／杏宝園〉半生あんず
５０ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・702円

今月のお菓子
６月1日（木）～30日（金） 

出店
〈京都 御薗〉だし巻　〈鶏一熱海本店〉からあげ
〈大名寿司〉寿司　　〈角英〉冷凍豆腐お好み焼
〈北星〉生珍味　　　〈笑壺〉お好み焼

出店
〈創作和食 北海岸〉海鮮弁当　〈平野屋〉大村寿司
〈くらま辻井〉京つくだ煮
〈魚武〉西京漬け　　〈厚岸漁業協同組合〉海産物
〈海苑〉海鮮春巻き

大阪フェア
6月7日（水）～13日（火） 
◆食品催事場・万弥・精肉の二幸

食品催事場の出店
〈あかしや〉たこ焼　     〈江戸三・大和屋〉浪花いなり
〈西原商店〉チヂミ　   〈千房〉冷凍お好み焼
〈梅のひろや〉梅干し　〈未来〉浪速唐揚げ 〈あかしや〉たこ焼

〈京都 御薗〉だし巻さばいなり弁当

〈精肉の二幸〉大阪ウメビーフ〈万弥〉泉州水なす

丹波種黒豆と黒ごまをじっくりと煉りこんだ、味わい
豊かな漆黒の羊羹。お茶にとてもよく合います。

特別販売
６月24日（土）

5月

シーフードコレクション
～海の幸を味わい尽くす～
6月14日（水）～20日（火） 
◆食品催事場
昆布などを丹念に炊きこんで作る〈くらま辻
井〉の京つくだ煮など、日本の海の恵みを
ご堪能ください。

味の競演 大阪フェア シーフードコレクション
～海の幸を味わい尽くす～ 東京・神奈川グルメ特集 肉コレ

東京・神奈川グルメ特集
6月21日（水）～27日（火） 
◆食品催事場・築地 中島水産・精肉の二幸
東京が誇る美食メニューに加え、神奈川県
三浦半島の自然が育んだ葉山牛と長井漁港
に水揚げされた鮮魚を取り揃えました。

食品催事場の出店
〈浅草むぎとろ〉とろろ     〈築地 寿司清〉にぎり寿司
〈NOOKS FOODS〉グラノーラ 〈銀座ハゲ天〉天ぷら
〈横浜センターグリル〉洋食    〈塩香源〉漬物
〈KITAYA 六人衆〉和菓子

〈精肉の二幸〉葉山牛

〈浅草むぎとろ〉とろろ

〈築地 中島水産〉長井漁港 直送鮮魚

※6月24日（土）・27日（火）は入荷ありません。各日正午から販売
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7月4日（火）まで

6月

B２F 今月のフードガーデン

皮が薄くて柔らかい泉州水なすなどの食材
から、フワフワの生地とタコの食感が絶妙な、
〈あかしや〉のたこ焼まで、大阪グルメが勢揃い。

〈レイバン〉
ａ．RB４２５５（偏光レンズ）・・・・・・・・・・・・・・27,000円
ｂ．RB３５４９・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円

〈日本橋木屋〉
グルーミングキット ＫＩＹＡ 缶・・・・・・・・・・・11,880円

快適な視界を確保する、優れたデザイン性
のサングラスが豊富に揃います。

B1F ファッションパーツ

父の日 似顔絵展　6月7日（水）～18日（日）

木屋オリジナルのグルーミングセットです。
使用頻度の高いアイテム５点をセット。
旅行のお供にも好適です。

B2F 〈日本橋木屋〉

父の日フェア

ａ
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5月31日（水）～6月18日（日） 恵比寿三越 各階

６月3日（土） REFRESH OPEN ※１階での営業は５月３１日（水）まで。

※写真はイメージです。

REFRESH OPEN

〈平戸マルシェ〉
平戸夏香 ３個入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・789円

長崎県平戸市の特産品を扱う期間限定
ショップ〈平戸マルシェ〉が、品揃えをますま
す充実させてリフレッシュオープンします。

B2F 〈平戸マルシェ〉
６月1日（木） REFRESH OPEN

※天候により入荷が遅れる場合がございます。

お子さまがお父さんへの想いを込めて描いた
「おとうさんの似顔絵」を募集し、展示します。

【応募要項】似顔絵用の台紙を、１階インフォメーション、地下
２階フードステーションで先着200名さまにお渡しします。
応募期間内に、館内に設置の応募BOXにご投函ください。
■ 対象年齢：小学生まで
■ 応募期間：5月15日（月）～31日（水）
■ 応募BOX設置場所 ： 
　地下1階こどもパーク前、地下2階フードステーション横

■ 展示場所：地下2階 ジョアン前特設会場


