
●〈なだ万厨房〉こはる日和弁当（1折）　　　カップ味噌汁（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20セット限り】1セット 1,750円
■地下1階 なだ万厨房

冬の大感謝祭 冬の大食品祭 ●11月19日（水）～25日（火） 
●地下1階食品フロア・
　1階星ヶ丘フードガーデン

こだわりの“素材”

［ビーフシチューの作り方］ 監修 宮田精肉店

おいしさの秘訣“調味料”

旬! 「牡蠣」メニューに「栗」スウィーツ
＆ベーカリー

お取り寄せ特集

※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご了承ください。

新作メニューに一品プラス!! 
今がおトク! 一週間限りの
限定企画です。「栗」を使ったスウィーツ、

「ワイン」によく合うパンを
ご用意いたしました。 カキの炊き込みご飯と“まつおか”

自慢の総菜を組合せた二段弁当です。
w〈まつおか〉
カキご飯二段弁当・・・・・・・1折 1,296円

●〈鶏三和〉鶏南蛮重 1折 864円
●つくね串（1本）
■地下1階 鶏三和

濃厚なチーズには渋皮マロンソースと
砕いたマロンの粒を、ビスキュイ生地には
芳醇でまろやかなマロンペーストを加え、
焼きあげました。
q〈資生堂パーラー〉
手焼きチーズケーキ「マロン」
・・・・・・・・・・・・・・・【お一人さま2個限り/30個限り】1個 2,592円
■地下1階 プラスガトー

アーモンドクリームを敷き、リンゴと
シナモンシュガーをトッピング。
リンゴのやさしい甘さと
シナモンの香りが楽しめるタルトです。
e〈ジョアン〉タルトポンム［午前11時焼きあがり］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日3ホール限り】1ホール 2,592円　
※1/8カット 324円でも販売いたします。
■1階 ジョアン

ワインにもよく合うベーコンとチーズを使った「ラルドン・
フロマージュ」と“ケーファー”のペッパーシンケンを使った
“ケーファー×ジョアン”コラボの「カスクルート」です。
e〈ジョアン〉
①ラルドン・フロマージュ
［午前11時焼きあがり］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日40個限り】1個 303円
②ペッパーシンケンのカスクルート
［午後0時30分から販売］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20個限り】1個 540円
■1階 ジョアン

渋皮栗の裏ごしから作る自家製
マロンクリーム、カスタードクリーム、
ホイップクリームの3層でできた、
ほどよい甘さのモンブランデニッシュ。
e〈ベーカーマン〉クリーミーモンブラン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日24個限り】1個 281円
■地下1階 日替りパンコーナー

南信州名産の市田柿を丸ごと使い、
信州伊那栗の栗きんとんを入れました。
e〈信州里の菓工房〉
軒のひなた柿【お一人さま2箱限り/
各日30箱限り】・・・・・・・・・・・ 5個入 1,620円
■地下1階 和菓子イベントコーナー

“花桔梗”を代表する蒸羊羹の
一つ「栗蒸羊羹」。栗の豊かな
風味を大切に、松風をそえて。
e〈花桔梗〉栗蒸羊羹
【お一人さま2棹限り/各日30棹限り】
・・・・・・・・・1棹 1,296円　■地下1階 菓遊庵

お買いあげで
【各日15セット限り】＋1 

＋1 

●〈RF1〉サーモントラウトライス
ロール Salada bento・・・1折 789円

●男爵コロッケ（1個）
■地下1階 RF1

お買いあげで
【各日30セット限り】＋1 

各日40セット限り

11/19（水）～21（金）の限定販売

＋1 お買いあげで

旬のカキ、人気の定番海老の
天ぷらを天丼にしました。
w〈銀座ハゲ天〉
カキ・海老天丼・・・・・・・・・・・・・・・1折 810円

各日20セット限り

＋1 お買いあげで

“M’sマイスター”自慢の自家製ベシャメル
ソースにカキをのせて作ったグラタンです。
w〈M’sマイスター〉
かきのグラタン・・・・・・・・・・・・1パック 864円

各日20セット限り

＋1 お買いあげで

①

①

②

②

期間限定商品をはじめ、人気の味を取り揃えました。

精肉・鮮魚コーナーにて特別セールを開催いたします。

大粒の栗にカスタードクリームや生クリーム、
洋酒を加えて作る栗のクリーム。
サクサクの食感に仕上げた自家製パイ生地。
すべてが合わさった秋限定の逸品です。
ダックワーズも合わせてご用意いたしました。
w〈フランス菓子16区〉
①マロンパイ 【各日33箱限り】1箱3個入 1,296円
②ダックワーズ【各日50袋限り】・・1袋2個入 378円
■地下1階 プラスガトー

ふわふわで真っ白なお餅に、
いちご・ばなな・栗・つぶあん・
ホイップクリームが入った和菓子のような
洋菓子のような人気No.1の
「ふるーつ大福」。
w〈養老軒〉ふるーつ大福
【お一人さま3箱限り/各日120箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱4個入 1,037円
■地下1階 菓遊庵

甘さ控えめのこしあん入り
ドーナツ。酒種で生地を
発酵させているので、
焼きあがりもふわっと柔らかく、
香りが良いのが特徴です。
w〈中屋ぱん〉
あんドーナツ【各日30箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・1箱5個入 750円
■地下1階

旬の素材を使い、バジルの
クリームソースを合わせることで
2つの味が楽しめるパスタに仕上げました。
w〈T.Cカフェ〉
鮭とカブのトマトソースパスタ
～バジルクリーム添え～・・・・1人前 1,404円
ベーグル½個・サラダ・ドリンク付
■7階 T.Cカフェ

甘酸っぱいいちごとクリームをふんだんに使用し、
フロマージュのタイルに飾りました。
q〈カフェコムサ〉スノーストロベリー 1ピース 881円
※写真は1ホールです。
■3階 カフェコムサ

e〈柿安精肉〉
三重県産黒毛和牛
モモすき焼き用
・・・・・・・・・・・・【20ｋｇ限り】100ｇあたり 700円
■地下1階 柿安精肉

契約農場から届いた卵を使用した
濃厚なプリンにオリジナルのキャラメル
ソースが付いたキャラメル専門店
ならではの味です。その他にも
ポップコーンをご用意しております。
w〈向山製作所〉
生キャラメルソース付きプリン
【お一人さま2個限り/各日50個限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 399円
■地下1階 プラスガトー

e〈宮田精肉店〉
岐阜県産飛騨牛
モモすき焼き用
・・・・・・・・・・・・【40ｋｇ限り】100ｇあたり 980円
■地下1階 宮田精肉店

e〈大彦〉店長が選んだ
冬のこだわり干物セット
・・・・・・・・【各日20セット限り】1セット 2,160円
［セット内容］◎のどくろ2枚 ◎きんき2枚 
◎紅鮭2切 ◎いくら60ｇ ◎切明太60ｇ
■地下1階 大彦

大食品祭 特別限定メニュー 生鮮 特別セール
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11/19（水）・21（金）・24（月・振休）午後3時から限定販売

11/19（水）・22（土）の限定販売11/19（水）・21（金）の限定販売

11/19（水）～23（日・祝）の限定販売

そば屋ならではの発想で
誕生した「そばがき饅頭」。
w〈紗羅餐〉
そばがき饅頭「羅漢」
【お一人さま2箱限り/
各日20箱限り】 6個入 799円
■地下1階 菓遊庵

11/19（水）・21（金）・23（日・祝）の限定販売

11/19（水）・22（土）正午から限定販売

11/19（水）
1日限り

11/19（水）
1日限り

別の鍋に顆粒スープの素を湯1.5ℓで溶かす。
牛肉に塩、粗挽き黒こしょうをふる。
大きめのフライパン（または鍋）を中火で熱し、
油をひかずに牛肉を入れて全体をさっと焼きつけ、
スープ、ローリエを加える。煮立ったらアクをとり
（モモ肉は40分・すね肉は1～2時間 肉がやわらかくなるまで、
肩ロースは繊維に逆らって2センチ角に切り分け1時間ほど）煮る。
じゃがいもは皮をむいて大きめの乱切りにし、水で洗う。
にんじんは皮をむいて厚さ1.5センチの半月切りにする。
玉ねぎは一口大に切る。じゃがいも、にんじんを加え、
ふたをして弱めの中火でさらに40分野菜が柔らかくなるまで煮る。
［Ａ］を加えて味付けをし、ときどき混ぜながらさらに15～20分ほど煮る。
最後に［Ｂ］（生クリームか牛乳）をお好みで加える。

熊本県食品コンクールで金賞を受賞。
阿蘇で大事に育てたトマトをたっぷり使い、
砂糖・玉ねぎ・塩・醸造酢・香辛料で
調味したとっても美味しいケチャップです。
w〈阿蘇ものがたり〉
とまとケチャップ阿蘇ものがたり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g 810円
■地下1階

ジューシィで柔らかくヘルシー。
煮込み料理に最適です。
e〈宮田精肉店〉
熊本県産阿蘇あか牛
モモカレーシチュー用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 434円
■地下1階 宮田精肉店

霜降りの柔らかい赤身肉が特徴。
ほどよい食感と濃厚な味がGOOD!
e〈宮田精肉店〉
国内産黒毛和牛
肩ロースブロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 980円
■地下1階 宮田精肉店

まろやかなフランスのトリュフチョコレート。
e〈セモア〉トリュフファンタジー
（ビター・アーモンドクランチ・キャラメルクランチ・オレンジ） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 各 698円

わずかな苦みの後にさらっとした
甘さが絶妙です。
e〈セモア〉マシュマロハート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262g 1,080円

2014ボージョレ ヌーヴォー販売会 ●1階ルネ・デュ・ヴァン
フランス・ブルゴーニュ地方のボージョレ地区で造られる
新酒ワインがいよいよ今年も解禁です！
伝統的製法と最新の技術を取り入れたヌーヴォーらしいフレッシュさと、しっかりした果実味が味わえます。
rⒶ〈ヴィニュロン デ ピエール ドレ〉ボージョレ ヌーヴォー（フランス） 750ml 1,782円

ワインとともに楽しむ
●地下1階フードコレクション
ワインとのマリアージュ。ワインとともに
楽しみたい食材をご提案いたします。

◎材料（4～6人分）
●牛肉（シチュー用）
●じゃがいも
●にんじん
●玉ねぎ（大）
●顆粒スープの素（コンソメ）
●塩
●粗挽き黒こしょう
●ローリエ
［A］
●赤ワイン
●バター
●ウスターソース
●ケチャップ
［B］
●生クリーム・牛乳

400g
3～4個
2～3本
1½個
小さじ2
少々
少々
2枚

1カップ
大さじ3
¾カップ
大さじ6

適量

●B ●C

●D ●E

●F

●G
●H

●A

おいしさを極める、
食の楽しさ。

煮込みに時間をかければ
かけるほど、柔らかく旨みが
増します。
e〈宮田精肉店〉
国内産黒毛和牛スネブロック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 480円
■地下1階 宮田精肉店

圧倒的な甘さのある
淡路島産玉ねぎ。
食感と甘みをご堪能ください。
e〈カネトク〉
兵庫県産淡路島の絶品玉葱
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ネット2玉入 368円
■地下1階 カネトク

11月20日（木）解禁!! 

プラスワン !!

その他 各ショップのプラスワン!!

お値打ち
プラスワンセット

qレンコン
はさみ揚げ
（3枚）
■地下1階 
　まつおか

qえび玉
（1枚）
■地下1階 
　銀座ハゲ天

qきのこ
ポテトコロッケ
［ミニ］（1個）
■地下1階 
　M’sマイスター

午前11時からの販売

11/20（木）・22（土）の限定販売

調理器具 ここがPOINT!

四日市萬古焼の土鍋製造の技術をいかし
完成したセラミックス製無水調理鍋。
軽くて扱いやすく、錆の心配もありません。
w〈ブリシオ〉キャセロール（21cm）・・・12,960円
セラミック、ガス・オーブン・電子レンジ・ハロゲンに対応（IH非対応）、
26×21.5×13.5ｃｍ
■7階 食器

※20歳未満の方の飲酒は
　法律で禁止されています。

11/19（水）～22（土）
特別販売

●〈フマガリ〉プロシュート・ミラノサラミ他 
よりどり3点1,080円で特別提供いたします。

豚のモモ肉と食塩のみでつくられた世界三大ハムの一つ、
パルマ産生ハム「プロシュート」。
wⒷ〈フマガリ〉プロシュート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】30g 432円
ミラノ地方伝統の細引き生サラミ。
Ⓒ〈フマガリ〉ミラノサラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】30g 432円
 

ハンガリー産原料のロース肉を桜のチップで燻し、丁寧に仕上げた逸品。
Ⓓ〈ボンカナール〉合鴨スモークロース・・・【30点限り】170g 980円
口溶けのよい小粒の黒胡椒が人気です。
Ⓔ〈ボンカナール〉合鴨スモークパストラミ 【30点限り】170g 980円
じっくりと煮込んだフランス産の鴨肉をほぐし、
濃厚なフォアグラと合わせました。
Ⓕ〈ラベリ〉鴨肉のリエットフォアグラ入り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】170g 1,728円
素材の味そのままの美味しさがお楽しみいただけます。
Ⓖ〈シェリーズ〉新漬けオリーブの実・・・・・【100点限り】180g 756円
フエ発祥の地、カタルーニャで作られる白カビ熟成サラミ。
柔らかな食感と舌触りが特徴。
Ⓗ〈アルガル〉フエカリダエクストラ・・・・【80点限り】140g 1,080円
※食材をのせてお楽しみいただけるクラッカー100ｇ 486円・
　グリッシーニ100ｇ 324円もご用意いたしております。

“トップス”のパティシエが
厳選した素材を熟練の技で
作った至福の一品。
栗入りショコラ生地は大人が
楽しめるスウィーツ。
w〈トップス〉
ショコラノワールミニ
【各日30個限り】1個 1,026円
■地下1階 プラスガトー


