
洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2014  12 / 17 水

営業時間／ 星ヶ丘三越｜車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。 www.mitsukoshi .co. jp/store/

●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後8時
●1階～3階は午前10時－午後7時30分  ●4階～8階は午前10時－午後7時

※12月30日（火）は地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンのみ午前9時開店（閉店時刻は通常通り）　
※12月31日（水）は全館午前9時－午後6時

クリスマスケーキ お取り寄せスウィーツ

クリスマスチキン

クリスマスフードコレクション

〈ランドマーク〉特別メニュー

〈柿安精肉〉こだわりハンバーグ

〈宮田精肉店〉ローストポーク

もうすぐ、クリスマス! 美味しいご準備をお忘れなく。

12月17日（水）～25日（木）　地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン
※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。

国産黒毛和牛のモモ肉で作る
ローストビーフは柔らかく、お肉本来
の旨みを楽しめます。お客さまの
ご要望により糸巻きいたします。
e〈宮田精肉店〉
国産黒毛和牛モモブロック
（ローストビーフ用）・・・・100gあたり 864円
■地下1階 宮田精肉店

クリスマスの
メインをかざるローストチキン。
“鶏三和”では、まるごと一羽の
丸鶏をご提供いたします。お好みの
岩塩とハーブで味付けしてください。
e〈鶏三和〉
愛知県産香草美水鶏 丸鶏（中抜き）
【12/22（月）～24（水）の期間中30羽限り】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 195円
■地下1階 鶏三和

e〈ケーファー〉
豚肉と鶏レバーに香辛料を加え、
ブランデーでマリネ。
フォアグラとピスタチオを合わせ、
クラシックなパテに仕上げました。
①パテ ド カンパーニュ（フォアグラ入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 648円
白身魚をベースに
ほうれん草・サフランで色付けし、
サーモンと海老を散らした
色鮮やかなテリーヌです。
②サーモンと海老のテリーヌ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 972円
豚舌を粗めにカットし、テリーヌに
しました。豚舌のジューシィさと
食感が楽しめます。
③豚舌のテリーヌ・・・・・・・1個 648円
■1階 ケーファー

ご自宅でのパーティに欠かせない
お料理を真っ白な食器で
「見て!」「食べて!」「美味しく!」。
〈ナルミ〉スタイルズスクエアプレート
ⓐ（29cm）・・・2,700円 ⓑ（24cm）・・・2,160円
スクエアボール
ⓒ（15cm）・・・2,160円 ⓓ（13cm）・・・1,620円
いずれもボーンチャイナ
■7階 食器

フルーツトマトとモッツァレラチーズの
組み合わせがお酒にぴったり！
ハーブの濃厚な味わいで
トマトの甘みが引き立ちます。
香り高いバジルソースをかけて
お召しあがりください。
e〈ＲＦ1〉
フルーツトマトとモッツァレラの
ジェノバ風サラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 573円
■地下1階 RF1

楕円のフォルムは鶏・魚が丸ごと、
野菜そのままなど食材に合わせた
調理が可能です。
e〈ストウブ〉ココットオーバル
（27ｃｍ・3.2L、IH対応）・・・・・・37,800円
表面加工ホーロー
■7階 キッチン用品

エレガントな味わいで渋味の
バランスが程よく食事を引き立てます。
e①〈カルピネータ・フォンタルピーノ〉
キャンティ・コッリ・セネージ
（イタリア・赤）・・・・・・・・・・・750ml 1,998円
輝きのある色合いで熟した
ブドウの香りが広がる上質な
スパークリングワイン。
②〈カヴァッレーリ〉
フランチャコルタ ブラン・ド・ブラン
（イタリア・スパークリング）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750ml 4,104円
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■1階 ルネ・デュ・ヴァン

今が旬の2種類のフルーツをたっぷりと
使いました。苺の甘さと柑橘の
爽やかさをお楽しみください。
e〈フルーツなかむら〉
旬のいちごと柑橘のタルト
・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20台限り】1台 3,240円
■地下1階 フルーツなかむら

チョコレートムースにババロアを
閉じ込め、アクセントにチョコレートの
パフを散らしました。
e〈ジョトォ〉
ブッシュドノエル・・・・・・・・1台 3,780円
■地下1階 ジョトォ

クリスマスツリーのように積み上げた
ミニシュークリームのケーキです。
r〈シェコーベ〉
クロカンブッシュ・ノエル
・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20台限り】1台 3,240円
■地下1階 ウイークリーデザート

口に入れた時のしっとりとした舌触りと
もっちり食感。パクッと食べられるふたくち
サイズはパーティにもぴったりです。
e〈エールエル〉ワッフルケーキ
・・・・・・・・・・・・・【各日30セット限り】10個入 1,080円
■地下1階 プラスガトー

クルミの入ったクリームでスポンジを
サンド。スイスチョコレート入りの
チョコレートクリームで仕上げました。
e〈トップス〉
チョコレートケーキ（レギュラーサイズ）
・・・・・・・・・・・・・・・【各日30台限り】1台 1,836円
■地下1階 プラスガトー

人気のシフォンケーキを召しあがりやすく、
プチサイズで詰合せました。フルーツや
チョコレートなどクリスマス限定で
かわいくデコレーションしました。
r〈きりむきり〉プチシフォンケーキセット
・・・・・・・・・・【各日30セット限り】6個入 1,998円
■地下1階 プラスガトー

聖なる夜に欠かせないクリスマスケーキ。
クリスマスの食卓を華やかに演出します。

オーソドックスなおいしさから、「見て」「食べて」
「楽しい」スウィーツを期間限定でご用意 !

12/17（水）・19（金）・21（日）の限定販売

12/17（水）・20（土）・23（火・祝）・25（木）の
限定販売

12/20（土）～25（木）の限定販売

12/23（火・祝）～25（木）の正午から限定販売

12/23（火・祝）～25（木）の限定販売

12/20（土）～25（木）の限定販売

12/20（土）～25（木）の限定販売
12/23（火・祝）～25（木）の限定販売

揚げ物をメインにご家族で
お召しあがりいただける
限定オードブルです。
w〈まつおか〉
クリスマスファミリーオードブル
【各日40セット限り】3人前 3,240円
■地下1階 まつおか

パーティなどにおすすめの
人気のサラダとキッシュのオードブル。
e〈ＲＦ1〉クリスマスSOZAIセレクション
・・・・・・・・・・・3～4人前 3,240円　■地下1階 RF1

“D&C”人気の商品を
詰合せたクリスマス
限定のお買得セットです。
w〈D&C〉
クリスマス限定3枚セット
（サラミ＆ベーコン・バジルトマト・
シーフード）
【60セット限り】
・・・・・・・・・・・・1セット 2,500円
■地下1階 フードコレクション

旨みが強い豚の前足を
粗挽きにし、腸詰めした
シェフこだわりのソーセージ。
歯応えと溢れ出る肉汁が
最高の一品。
q〈バンカレッラ ジョイア〉
サルシッチャ
・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 648円
■地下1階 フードコレクション

エビマヨなど
“柿安”人気の総菜や
クリスマス限定アイテムを
オードブルにセットしました。
q〈柿安ダイニング〉
クリスマスオードブル
・・・・・・・・・・・2～3人前 3,001円
■地下1階 柿安ダイニング

柔らかな香草美水鶏を旨みを引き出す醤油タレに
漬け込み、旨みを逃さず、ジューシィに焼きあげました。
e〈鶏三和〉香草美水鶏もも焼き・・・・・・・・・・1本 864円
■地下1階 鶏三和

クリスマスオードブル
人気のショップが自慢の味を
詰合せたパーティに欠かせない
オードブルセットをお届けいたします。 クリスマスパーティのメインディッシュに最適な食材を

ご用意いたしました。
e〈タカラ食品〉
スモークターキーレッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500g 1,500円
〈天狗ハム〉ウインナー各種・・・・・1袋472g 各1,290円
■地下1階 下りエスカレーター特設会場

じっくり煮込んだとても
柔らかなお肉料理を
メインに、前菜から
デザートまでお楽しみ
いただけるコース
メニューです。
qクリスマスコース
・・・・・・・・・・1人前 2,160円
［コース内容］◎前菜 ◎スープ 
◎牛肉のワイン煮込み 
◎パンまたはライス ◎ティラミス 
◎ソフトドリンクまたはグラスワイン
※20歳未満の方の飲酒は
　法律で禁止されています。　      ■8階 カフェ＆レストラン「ランドマーク」

国産やまと豚のロース肉を使い、じっくりとローストしました。
北欧ではクリスマスにローストポークを食す伝統的な、
ならわしがあります。
e国産やまと豚ローストポーク・・・・・・100gあたり 627円
■地下1階 宮田精肉店

国産の牛肉と豚肉を8：2で「柿安本店」の総料理長が
考案したレシピでつくりあげたこだわりのハンバーグです。
eお肉屋さんのこだわりハンバーグ 1個120g 400円
■地下1階 柿安精肉

クリスマスデリ特別販売会
●12/17（水）～19（金）
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12/23（火・祝）・24（水）の限定販売

こだわりデリカテッセン


