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おいしいお弁当 ランチもディナーも楽しくなる!

人気のグルメから老舗の味まで、バイヤー厳選の
「おいしい!」が全国から大集合! お見逃しなく!!

●9月2日（水）～7日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
感性豊かな日本の「モノづくり」をご紹介。
クラフト職人が手掛ける自慢のオリジナル作品をお届けいたします。

創作婦人服
w〈Cool Rose 
　  平松好江〉
婦人デザインワンピース
・・・・・・・【1点限り】12,960円
ポリエステル100％、Ｍ～Ｌ

創作アクセサリー

創作アクセサリー

e〈あとりえ月姫 
  　塩野圭子〉
ボーンリーフネックレス
完成品・・・・・・・・・・10,800円
キット・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
素材各種、首廻り長さ55ｃｍ

e〈Sunmoon 
　  斉藤ゆかり〉
イエローフラワーリング＆
ブレスネックレスセット
・・・・・・・【1セット限り】8,392円
素材各種

創作陶器
q〈日月窯〉
①湯呑
・・・・・・・・・【1点限り】2,916円
直径8×高さ8ｃｍ
②飯碗
・・・・・・・・・【1点限り】3,456円
直径11.5×高さ8.5ｃｍ
いずれも陶器

創作雑貨

創作雑貨

q〈HAND MADE 
レザーグッズ Cabin〉
①長財布・・・・15,984円
牛革、Ｗ19×Ｈ10ｃｍ
②スマートフォンポーチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円
牛革、Ｗ16×Ｈ9ｃｍ

w〈奈良一閑張 
　  北原工芸社〉
竹かご高崎バッグ
・・・・・・・・・【1点限り】45,360円
本体竹、漆塗装、Ｗ24×Ｈ21×Ｄ9ｃｍ
体験教室開催!　
※詳しくは係員にお尋ねください。
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●9月2日（水）～7日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。
※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。※いずれの商品も売り切れの節はご了承ください。

※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。

やさしい風味の酢飯にジューシィな
鯖がなじみ、後を引くおいしさ。
具だくさんの押し寿司に錦糸卵を
のせた「大村寿司」もご用意しました。
〓平野屋〓
⇦①大村寿司・・・・・・・・・・1折 864円
②鯖寿司各種・・・1本 1,188円から

新鮮な鯖の旨みを
いかす絶妙な酢の塩梅。

絶品の大和煮を包んだ「おいなりさん」です。
10種の異なった味わいをお楽しみください。
〓江戸三・大和屋〓
⇧浪花いなり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10個 1,296円

いろどり豊かに、具だくさん。

厚切りにしたホエー豚を
食欲そそる甘辛のたれで。
〓ホットペッパー〓
⇩北海道産ホエー豚の豚丼・・・1折 1,296円

ホエー豚を厚切り!

たたき好きには、たまらない!

カラッ＆ふわっとした食感。
ポン酢とカラシをつけてさっぱりと。
〓なつま屋〓
⇧とり天・・・・・・・・・・・・200g 864円

旨みと甘みが詰まった
ぷりぷりホルモン。
〓生ホルモンのわしん〓
⇦国産牛丸腸(冷凍)
・・・・・・・・・・・・・・・・1袋180g 1,350円
●もつ鍋セット（冷凍）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6人前 4,590円

長期熟成黒豚肉に
特製ブレンド味噌で
風味豊かに仕上げました。
〓桑水流畜産〓
⇨黒豚みそ漬（冷凍）
・・・・・1パック130g 681円

秘伝のたれと山椒の風味で煮上げました。
〓くらま辻井〓
⇩①うなぎ山椒煮・・・・・・・・・100g 2,052円
②山椒じゃこ・・・・・・・・・・・・・・・・86g 1,080円

干し貝柱による歯ごたえと味わいが
アクセントに。
〓大虎飯店〓
⇧ホタテ毛ガニシューマイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6個入 840円

大阪鶴橋仕込みの
チヂミは会場内で
焼きあげて
出来立てをご提供！
〓西原商店〓
⇨チヂミ
①（いか）
・・・・・・・・1枚 441円
②（いかキムチ）
・・・・・・・・1枚 441円

マグロを贅沢かつ
豪快に、食べやすく
柔らかく唐揚げに
しました。
〓やまと茶屋〓
⇨①まぐろの唐揚げ
・・・・・・200g 1,181円
②マグロカマ揚げ
・・・・・・・・・1カマ 972円

塩分や甘みなどを極力控え、
素材本来の旨みを最大限に
活かしています。
〓かまぼこの村上〓
⇨①じゃこ天・・・1枚 162円
②しまなみ蒲鉾
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 540円

鰹一本釣り漁船漁獲高日本一の「土佐明神丸」。
土佐伝統の「藁焼き」こそ、明神丸漁師のこだわりです。
〓明神水産〓
⇧わら焼き鰹たたき（冷凍）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 611円

もっちりとした生地が自慢!
純国産鳥「もみじ」の卵を使用した生地！ 自家製
バジルソースを使った「マルゲリータ」は人気No.1。
〓バンカレッラ・カッライア〓
⇦マルゲリータ　●ビスマルク・・・・・・1カット 各 540円

軽くて、サクサクッ。
後を引くおいしさ!
大人気パストリーのメロンパンを
そのままラスクにしました。
〓フォーシーズン パストリー〓
⇧メロンパンラスク・・・・・・・・・・1包 391円

アメリカ生まれの
沖縄育ち。
沖縄県民に愛され続けるアイスの定番。
〓ブルーシール〓
⇧アイス・ソフトクリーム各種
(マンゴー･紅いも 他)・・・・・・・・・1個 各 331円

3種の形にカスタード・キャラメルなど
8種類の味のバリエーションもお楽しみください。
〓ギンザ プティ カスタ〓
⇧プティ カスタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32個入 1,101円

京だし巻きと鹿児島県産鰻を盛り込んだ
お弁当です。
〓大徳寺 さいき家〓
⇧鰻だし巻弁当・・・・・・・・・・・・1折 1,944円

国産わらび粉で作った和三盆入りの
とろりとろける、おいしいわらび餅です。
〓元祖キリン堂〓
⇨宗純餅(わらびもち)・・・2人前500g 1,080円

甘さ控えめの原糖(さとうきび)で
味付けをした柔らかい、かりんとうです。
〓友家堂〓
⇧やわらかいもかりんとう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220g 648円

羽根の薄い部分はビスケット、羽根の波の部分は
ワッフル、鯛の部分はホットケーキと生地だけで
3層楽しめる新食感のたい焼き。
冷めても美味しくお土産にも最適です。
〓クローバーリーフ〓
⇧クリスピータイヤキ(小倉あん･ミルククリーム)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚 各 189円

海の幸･山の幸をのせて
大きな朴葉でくるみました。
〓日本料理 匠〓
⇨秋の朴葉寿司
・・・・・・・・・・・・・1個 864円

むねずみもち
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〓神戸 キャセリンハウス〓
⇦緑茶アールグレイ
・・・・・・・・・48ｇ(3ｇ×16パック) 1,296円

〓ユナイテッドリーフ〓
⇨ルイボスティー
60ｇ(2ｇ×30パック) ・・・・1,080円

〓銀座スペインクラブ〓
⇧オリーブオイル
「アレアウルム」・・・687g 3,240円

〓やさい料理 夢〓
⇧ベジドレ各種・・・・195g 各 756円

〓胡麻油の関根〓
⇧関根の胡麻油
・・・1,400g 3,672円  180g 1,188円

〓琉球がんじゅうや〓
⇧海ぶどう・・・・・・・・・・・80g 1,101円

〓秋山食品〓
⇧赤い恋人
・・・・・・・・・・・・・150g×3本入 1,296円

〓かずさ屋〓
⇧塩ゆで落花生・・・・・・200g 713円

〓西邑家〓
⇧①ちーず棒 ②グリッシーニ
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 各 216円

〓未来〓
⇧塩蔵くらげ・・・・・・・180g 1,260円

〓くらま辻井〓
⇧かき・あさり・おじゃこ
三色弁当
・・・・・・・・・【各日50折限り】1折 1,080円

〓京乃雪本舗〓
⇨乾燥割れゆば
【100セット限り】50g×2袋 432円

〓眞壁屋〓
⇧稲庭うどん 切めん
【100点限り】
・・・・・・・・・・300g 540円

〓神戸 キャセリンハウス〓
⇦神戸コロコロばうむ
・・・・・・・・・・・【各日100袋限り】250g 540円

〓利久〓
⇧さきっちょ牛たん切り落とし
2パックセット【各日30セット限り】
・・・・・・・・・・100g×2パック 1,296円

〓海鮮珍味 海宝〓
⇧明太切子
・・・・・・・・【100パック限り】300g 1,080円

〓佐藤豆腐店〓
⇧お買得セット
・・・・・・・【24セット限り】1セット 1,080円
(栃尾あぶらげ1枚・ねぎ味噌入1枚・絹豆腐１丁)

〓桝俉〓
⇧「京･錦のつどい」6点セット
・・・【100セット限り】1セット 1,080円
　　(刻みかぼちゃ70ｇ･茎みょうが70ｇ･
　　  美人なす1本･すだち大根1個･
　　  刻みすぐき55ｇ･生しば漬70ｇ)

〓葵製茶〓
⇧抹茶入り熟成水出煎茶
(ロックティー)【各日50点限り】
・・・・・・・200g 1,555円

〓木村農園〓
⇧①金時生姜と桃のお酢
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ml 1,080円
②金時生姜ジャム・・・・180g 864円

〓京･西陣 孝太郎の酢〓
⇧①朝のレーズン
②夜のラムレーズン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80g 各 1,296円
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〈カフェコムサ〉リフレッシュオープン特別企画
90分 タルト＆ドリンク食べ放題 ●3階カフェコムサ

「カフェコムサ」が、ゆったりとくつろげるスペースに生まれ変わりました。
リフレッシュオープンを記念して、フルーツタルトとドリンクの90分
食べ放題を開催！ 秋の新作をいち早くお楽しみいただけます！
●お一人さま 2,160円（制限時間90分） ※詳しくは係員にお尋ねください。

●9月2日（水）～29日（火） ●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

栗本来の風味をしっかり味わうことができるよう、
あえて栗の粒を残し、職人がひとつひとつ丁寧に
茶巾でしぼりました。一粒で秋を楽しめる逸品です。
e〈恵那寿や〉栗きんとん・・・・・6個入 1,448円
■地下1階 和菓子イベントスペース
　［※9/9（水）から地下1階特設会場］

こしあん入り栗巾屯。
e①〈美濃忠〉栗巾屯・・・・ 3個入 940円 ■地下1階 美濃忠
濃厚で口あたりなめらかな栗の水羊羹。
②〈鼓月〉栗水甘・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 357円 ■地下1階 鼓月
栗の甘露煮と粒餡を栗型の種で挟みました。
③〈不朽園〉栗最中・・・・・・・・・・・1個 216円 ■地下1階 不朽園
新栗がまるごと贅沢に詰まった栗蒸羊羹。
④〈庵月〉栗蒸し羊羹ハーフサイズ 2,160円 ■地下1階 菓遊庵

e①栗ごよみ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日40個限り】1個 368円
②［午前11時焼きあがり］
マロングラッセとチョコのフランスパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30個限り】1個 260円
③［正午焼きあがり］
栗と黒ごま・・・・・・【各日20本限り】1本 648円
■1階 ジョアン

「栗」の競演 秋のグルメフェスタ
星ヶ丘三越 × 星が丘テラス

栗餡を包んで
焼きあげた
栗あんぱん

マロングラッセ
＆チョコ入り
フランスパン！

香ばしい
ゴマの香りと
栗の甘みが
楽しめます

星が丘テラスでも同時開催!
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おいしいお肉 何度食べても食べたくなる!

おいしいお総菜 思わずご飯もすすんじゃう!

おいしいスウィーツ こだわり食材

価格もおいしい

素材を活かした立役者揃い!

ダブルでおいしいココにあり!

9月8日（火）1日限り!
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実演

〓恵那 銀の森〓
⇨竈出汁
・・・10g×30袋 1,944円

NEW

〓谷口海産〓
⇧きびなご一夜干し 5串 1,080円
●ちりめん天日干し100g 1,080円

今日の
おやつタイムが
待ち遠しい!
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