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この秋、恵比寿三越 １階に「コスメゾーン」
がオープン。ラグジュアリースキンケア
ブランドのショップに加え、２０数ブランド
から自由に選べるセレクトコスメコーナー
が誕生します。
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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。

８月２３日（水）~９月５日（火）
恵比寿三越 各階
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恵比寿三越
8月の

▲

〈Ｙ’ｓ〉ブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45,360円

◆ 地下１階 Ｙ’ｓ

チュニック丈の切り替えブラウス。
重ね着風のデザインが特徴です。

▲〈プランテーション〉ブラウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,880円

◆ 地下１階 プランテーション

ソフトで優しい着心地のブラウス。
秋冬のコーディネートにもぴったり。

▲〈アシーナ ニューヨーク〉帽子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円
〈ザ モーメント ナンバートゥエンティワン〉ストール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各27,000円

◆ 地下１階 ファッションパーツ

季節感薫る柔らかな
風合いのシルクストールと、
リボンをあしらったフェミニンシックな帽子。

INFORMATION

オクラ、ナス、ピーマン
など旬の野菜をサクサク
衣の串揚げにしました。
A.〈勝烈庵〉夏野菜の串あげ
１本、長さ約１８ｃｍ・・・・・・・・・・・・・・・238円
　　　　　　　　　　　 ◆ 地下２階 勝烈庵

カナダの自社農園から直送された、高品質
ブルーベリー「デューク種」を余すこと
なく味わえる、砂糖不使用のジェラート。
B.〈Ｒ．Ｊ．Ｔ．ブルーベリーパーク〉
ブルーベリージェラートW（ソルベ＆果実ミルク）
１個・２種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・638円

◆ 地下２階 Ｒ．Ｊ．Ｔ．ブルーベリーパーク

シャキシャキのオクラとミョウガ、柔らか
い鶏むね肉を贅沢に盛り付けた一皿。
C.〈パパスカフェ〉
鶏肉とオクラ・ミョウガのビアンコパスタ
１人前、サラダ・コーヒー付・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円
※午後２時からの販売です。 ◆ 地下１階 パパスカフェ

新旬フードフェア
８月２日（水）~１５日（火）　
地下2階 フードガーデン・地下１階 パパスカフェ

夏真っ盛りのこの時季に食べ頃を迎える旬の食材を使った、
恵比寿三越ならではの絶品グルメやスウィーツをご紹介します。

０１topics

えびすのなつやすみ
８月９日（水）～２２日（火） 　
恵比寿三越 各階

０２topics

彩り祭
８月２３日（水）～９月５日（火） 　
恵比寿三越 各階

０３topics

詳しくは中面をご覧ください。

秋の洗練スタイルを叶える、
上品なディテイルの小物やリッチな
素材感のワードローブを取り揃えました。

VR お化け屋敷「呪刻列車 恵比寿編」
８月１０日（木）～１３日（日） 各日午後３時～８時（最終受付：午後７時）
地下１階 センター通路 特設会場　■参加費：800円
話題のＶＲを恵比寿三越で体感！ ＶＲ お化け
屋敷「呪刻列車 恵比寿編」で暑さも吹き飛ぶよ
うな、３６０度の恐怖を味わってみませんか。
※本コンテンツには暴力的または残虐な表現が含まれるた
め、１５歳以上を対象としています。
※最終受付時間前に定員に達した場合は、受付を終了さ
せていただく場合がございます。予めご了承ください。

Ｒ１５＋

恵比寿三越の縁日　■対象：小学生以下　
８月１１日［金・祝］～１３日［日］ 各日正午～午後６時　地下１階 こどもパーク前 特設会場
当日、税込1,080円以上のお買いあげレシート（当日中の合算可）をご提示いただいた方に、「スーパー
ボールすくい」または「水風船つり」のどちらかがお楽しみいただけます。

A

B

C

８月８日はブルーベリーの日

８月７日はオクラの日

８月７日はオクラの日

ミッフィーのチャリティグッズ
8月1日（火）から販売開始
■販売場所：1階 インフォメーション、
地下1階 ファッションパーツ、地下2階 フードステーション

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。

地下2階 フレッシュマート
〈万弥〉長野県または山梨県または岡山県産 シャインマスカット １房
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【１００点限り】1,080円
〈万弥〉北海道産 有機栽培ミニトマト １パック・・・・・・・・・【１００点限り】   780円
〈精肉の二幸〉鹿児島県産 のざき牛切り出し ２２０ｇ【１００点限り】1,080円
〈築地 中島水産〉うなぎ長焼 １枚、うなぎは宮崎県産または鹿児島県産、養殖
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【５０点限り】  1,500円



b

今月の一品
８月１日（火）～３１日（木） 
ひんやりおいしいくず菓子の中に、爽やかな甘み
と酸味が特徴の大粒ぶどう「ピオーネ」を一粒入
れました。

〈石川／山中石川屋〉くず菓子 ピオーネ
４個入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594円

月末特別販売
８月２６日（土）・２７日（日） 
北海道道南地方の大納言を使い、手間と時間を
惜しまずにかけて丁寧に仕上げた粒あんを、一枚
一枚手で焼きあげた皮に挟んだ伝統のどら焼き。

〈北海道・函館／千秋庵総本家〉どらやき
１個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日１５０点限り】206円

全国の銘菓 菓遊庵

WORKSHOP 地下２階 フードガーデン 特設会場

北海道フェア協賛
ギフトお買得セール 地下２階 食品催事場
飲料や調味料、食用油、素麺など、ストックしておきたい
さまざまな食品を、スペシャルプライスでご提供します。

※こちらの商品はご自宅用途のみです。ご贈答用の包装はご容赦ください。

■所要時間：約１時間　■定員：各回６組１２名さま
■参加費：１組540円（材料費込）
※エプロン・三角巾をお持ちください。
シュー、エクレアをかわいくデコレーション
して、オリジナルスウィーツを作りませんか。

他、楽しいワークショップが盛りだくさん。詳しくは売場係員にお問合せください。

えびすのなつやすみ
８月９日（水）~２２日（火）　恵比寿三越 各階
夏休みはご家族で、“楽しい！おいしい！”体験がいっぱいの恵比寿三越へ。

【ご予約・お問合せ】TEL.０３-５４２１-３５１０

〈ラ レーヌ〉
親子で作るデコレーション
スウィーツのワークショップ
８月１９日（土） 午前１１時３０分～・
午後２時～・３時３０分～

■所要時間：約１時間　■定員：各回６組１２名さま
■参加費：１組2,700円（材料費込）
※事前入金をお願いします。
※エプロン・三角巾をお持ちください。

素敵な夏休みの思い出に、親子で「お菓
子の家」を作りませんか。
【ご予約・お問合せ】TEL.０３-３４４３-０８１０

〈ブールミッシュ〉
お菓子の家作り教室
８月２０日（日） 午前１１時３０分～・
午後２時～・３時３０分～

要予約

要予約

国産ブランド豚などの厳選素材をこだわりの
皮で丁寧に包んだ、〈目黒ぎょうざ宝舞〉の餃
子をはじめ、人気メニューを取り揃えました。

食品催事場の出店
〈目黒ぎょうざ宝舞〉餃子　〈鮨割烹すし将〉寿司
〈やま藤〉手羽香味揚げ　〈コロッケ倶楽部〉コロッケ
〈生姜屋〉生姜　〈アルデュール〉マカロン
写真の商品 〈目黒ぎょうざ宝舞〉餃子

身が柔らかく脂がのった穴子をたっぷり
盛り付けた「地あなごめし」など、恵比寿
三越おすすめの“がっつり飯”を特集。

食品催事場の出店
〈広島薬研堀製造所 米屋〉地あなごめし
〈小塙〉もつ煮込・豚肉弁当
〈神戸南京町 大同行〉中華総菜

写真の商品
〈広島薬研堀製造所 米屋〉地あなごめし

人気の味特集 　８月９日（水）～１５日（火） 　地下２階 食品催事場

がっつり飯特集　８月１６日（水）～２２日（火） 　地下２階 食品催事場北海道フェア
８月２３日（水）～２９日（火） 　
地下２階 食品催事場・フレッシュマート

札幌・すすきのに店を構え、一つひと
つのネタにこだわる人気店〈鮨処竜
敏〉のお寿司や、柔らかい粒に旨みを
たっぷりと蓄えたトウモロコシなど、豊
かな自然が広がる北海道の大地と海
の恵みをご賞味ください。

食品催事場の出店
〈鮨処竜敏〉寿司
〈道の駅 なかがわ〉牛肉弁当
〈華隆〉しゅうまい　〈ＲＩＰＥ〉ゼリー
〈厚岸漁業協同組合〉海産物
〈農研百姓塾〉ベーコン

写真の商品
上：〈鮨処竜敏〉寿司
下：〈万弥〉北海道産 ロイシーコーン

８月２３日（水）~９月５日（火）
恵比寿三越 各階

▲

〈ラ レーヌ〉モンブラン
１個・・・・・・・・・・・・・・・・486円

◆ 地下２階 ラ レーヌ

口の中でとろける芳醇な和栗
クリームの甘みをご堪能ください。

▲〈たもかみ〉舞茸おこわ
２００ｇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・519円

◆ 地下２階 たもかみ

フレッシュな舞茸の食感と香りが
引き立つ、こだわりのおこわ。

▲〈ジョアン〉
A．渋皮栗とバターのフランス
１個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
B．クロワッサン・オ・シャテーニュ
１個・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・303円

◆ 地下２階 ジョアン

栗あんとバターの組合せが絶妙な
ミニフランスと、マロングラッセを
生地に練り込んだデニッシュ。

実りの季節がもたらす旬の味覚を使った、
秋の食卓を豊かに彩る選りすぐりの美味を
ご用意しました。

A

B

京都フェア
８月２日（水）～８日（火） 　
地下２階 食品催事場・全国の銘菓 菓遊庵

はも特有のふわっと柔らかい食感とあっ
さりとした上品な風味が楽しめる〈佐近〉
のはもちらし寿司や、まろやかな抹茶ク
リームを香ばしい生地で包んだ、宇治茶
の老舗〈丸久小山園〉の抹茶菓子など、京
都自慢の味わいをご紹介。

食品催事場の出店
〈佐近〉はもちらし寿司
〈大徳寺さいき家〉だし巻き弁当
〈くらま辻井〉京つくだ煮
〈ぎょうざ処 亮昌〉餃子　
〈藤菜美〉わらびもち　〈京ゆば 湯葉弥〉湯葉

全国の銘菓 菓遊庵で販売（写真下）
〈京都／丸久小山園〉
抹茶クリームロール（左）・抹茶サクレット（右）
各１０本入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各540円

〈佐近〉はもちらし寿司


