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10/26（水）～29（土）の限定販売

お好みの組み合わせを
お楽しみください!!

ホシミツ大食品祭 特別企画品

ホシミツ大食品祭

満福袋

●10月26日（水）～11月1日（火） ●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

●10月26日（水）～11月1日（火） ●各階

※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容赦ください。

※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。

熊本・大分特集がんばれ！

ホシミツ 7DAYS
スペシャルセールおトクな

7日間!

各階から今ほしいスタイルとアイテムを特別プライスで!

大食品祭
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5F 7F 7F

e帽子各種
・・・・・・・・・【50点限り】4,320円均一
素材各種
■2階 ニューズスクエア 
　レディスファッションパーツ

e婦人コート各種
・・・・・・・・・【3０点限り】7,560円均一 素材・サイズ各種
■3階 エスカレーター横特設会場

e婦人コーディガン各種
・・・・・・・・・【3０点限り】5,400円均一
素材・サイズ各種
■3階 エスカレーター横特設会場

e婦人ニット各種
・・・・・・・・・【2０点限り】5,400円均一 素材・サイズ各種
■4階 エスカレーター横特設会場

eバスマット
・・・・・・・・・・・・・【3０点限り】 各1,620円
パイル部分アクリル100％、約45×65ｃｍ
■7階 イベントスペース

e4WAYダウンケープ各種
・・・・・・・・・【2０点限り】5,400円均一
ポリエステル100％、
中わたダウン80％・フェザー20％
■5階 ベビー・マタニティ

e婦人ホームウエア・
エプロン各種
・・・・・・・・・【5０点限り】1,296円均一
素材・サイズ各種
■7階 イベントスペース

r〈東京西川〉
①綿マイヤーパッドシーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・【3０点限り】3,240円均一
表地/パイル綿100％・地糸ポリエステル100％、
裏地/詰物ポリエステル100％、100×205ｃｍ

e婦人
チュニックワンピース・カーディガン各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,400円均一 素材・サイズ各種
■4階 エスカレーター横特設会場

e①〈サロンドグレー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円均一
②〈サロンドグレープレミアム〉・・・・・・・・・・・・・・・12,960円均一 
ともに牛革・羊革など　　　　　　　■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

〈サロンドグレー〉婦人靴100足特別提供

冬の食卓に欠かせない鍋料理! 
鍋各種をお値打ち価格でご提供!! 
［商品の一例］
e①なべ専科（内径22ｃｍ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
②土鍋風ステンレス鍋（17ｃｍ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
③ちゃんこ鍋（20ｃｍ）2,700円
■7階 キッチン

②掛ふとんカバー各種
・・・・・・【3０点限り】3,240円均一
綿100％、150×210ｃｍ
■7階 イベントスペース
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　　　　　　 人気ショップ 
選べるコラボ弁当
●地下1階下りエスカレーター前

人気ショップの「ご飯」と
「おかず」が選べるコラボ弁当
　
1セット（ご飯・おかず×各1折） 

・・・・・・・・1,188円

各日100セット限り

人気シ
ョップ

の

毎年大好評
の

コラボ企画
 第3弾!

「ご飯
」と「お

かず」を

選べる

「ご飯」5品、
「おかず」5品から

1品ずつ
お選びください!

［セット内容］◎「うなぎの宮田」ひつまぶし券（2,974円分）
◎「ランドマーク」お食事券（2,000円分）
◎「宮田精肉店」お買物券（3,000円分）
◎「ＲＦ1」冷凍スープ券　◎「柿安ダイニング」お弁当券
他「Ｍ’ｓマイスター」「矢場とん」お総菜券
「ユーハイム」リープヘンなど計18点　※専用トートバッグ付

■満福袋販売方法
10月26日（水）1階ライオン玄関口にお並びください。
午前9時50分頃に地下1階販売会場へご案内いたします。

お一人さま3袋限り/150袋限り

◎〈古市庵〉助六セット（のり巻・いなり寿司）
◎〈まつおか〉秋いっぱいかやくご飯
　　　　　　　  （鶏肉の炊き込みご飯）

◎〈たごさく〉三色おこわ（牛ごぼう・栗・五目）
◎〈上海デリ〉海老チャーハン
◎〈たごさく〉三色おこわ（赤飯・栗・松茸）

◎〈ハゲ天〉季節の天ぷら（カキ・鮭・キスなど）
◎〈鶏三和〉鶏三昧セット（照焼きチキン・鶏団子・塩唐揚げなど）
◎〈エムズマイスター〉フライセット
　　　　　　　　　　　 （エビフライ・ヒレ串カツ・から揚げ・コロッケなど）

◎〈上海デリ〉人気の総菜6点盛
　　　　　　　 （イカの塩炒め・エビチリソース・牛肉ピーマンなど）

◎〈まつおか〉秋菜セット（鶏もも肉の信州ネギ味噌焼き・秋の2色なますなど）

〈宮田精肉店〉大感謝祭 ●地下1階宮田精肉店 宮田精肉店がご提供する半期に一度の大感謝祭。
期間中毎日感謝企画をご用意！〈カネトクフルーツ〉

旬のりんご＆梨特集
●地下1階カネトクフルーツ
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果汁たっぷり、
硬めの果肉は
精密でシャキシャキ。
長野県産
シナノスイート
・・・・・・1個 299円 など

高糖度で果汁も
豊富。酸味は少なく
シャリシャリした
食感がたまりません。
長野県産
南水
・・・・・1個 398円 など

e国産黒毛和牛サーロインステーキ用
【お一人さま3枚限り/120枚限り】
・・・・・・・・・・・・・1枚180ｇ 1,620円（100gあたり900円）

e〈魚忠〉
大食品祭限定 秋の旬魚お刺身6点盛
【各日50パック限り】1パック 1,296円　■地下1階 魚忠

e〈魚河岸寿司〉大食品祭限定 
にぎり寿司盛合せ【各日50折限り】1折 1,080円
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

e〈大彦〉愛知県産かちりちりめんマス売り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10kg限り】1回 501円
■地下1階 大彦「ホシミツ大食品祭」期間中は試食販売会を開催!

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

岩手県産やまと豚均一セール
eやまと豚 各部位・・・・・・・100ｇあたり 216円均一
※ヒレのみ各日10本限り（お一人さま1本限り）。

熊本県産阿蘇あか牛感謝セール
e阿蘇あか牛 モモすき焼き用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇあたり 880円 など

10/26㊌オープニングサービス 10/26㊌～29㊏の期間限定販売 10/30㊐～11/1㊋の期間限定販売

マス売販売会開催

三越+北野エース 3周年祭
●地下1階三越+北野エース
おかげさまでオープン3周年。記念袋をはじめ、期間限定商品など
盛りだくさんなスペシャル企画品をご用意いたしました!

全国の「北野エース」バイヤーが
選んだ「こだわり」のドレッシングを
期間限定でご紹介！

3周年企画その④

厳選 お取り寄せ美味特集 ●地下1階全国名店の味

3周年企画その③

厳選 こだわりのドレッシング特集

3周年企画その① 3周年記念袋

3周年企画その②

3周年記念イベント開催

北野エース グローサリー
スペシャルセール開催

rドライフルーツ詰め放題・・・・・・・1カップ 756円

ドライフルーツ詰め放題

e〈アマノフーズ〉
フリーズドライみそ汁詰め放題 1回 1,080円
※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

w〈叙々苑〉
野菜サラダのたれ黒酢ドレッシング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300ml 648円
〈にんべん〉野菜を美味しく食べるたれ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ml 540円 など

e〈RF1〉鳥取県境港水揚げ紅ずわいがにの
シーフードサラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 432円　■地下1階 RF1

e〈柿安ダイニング〉大海老マヨ
～ラズベリービネガー仕立て～・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 781円
■地下1階 柿安ダイニング

e〈まつおか〉
三河赤鶏とさっぱり生姜のてりっと巻き・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 756円
■地下1階 まつおか

e〈東京 つきぢ松露〉
合鴨とねぎ（ハーフ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 756円
●松露（ハーフ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 411円

フリーズドライみそ汁詰め放題

e〈名古屋 日本料理 せき根〉
稲荷寿司・・・【各日30折限り】12個入 1,167円

w〈北野エース〉
厳選お菓子記念袋
【100袋限り】
・・・・・・・・・1袋 1,080円

q〈ピエトロ〉
ドレッシング記念袋
【100袋限り】
・・・・・・・・・・1袋 2,000円

w〈丹波屋〉
佃煮記念袋
【50袋限り】

・・・1袋 2,000円

q〈小川珈琲〉
記念袋【50袋限り】
・・・・・・・・・・1袋 2,160円

星ヶ丘三越初登場

星ヶ丘三越初登場

星ヶ丘三越初登場 10/26㊌～29㊏各日正午から限定販売

10/28㊎・29㊏の限定販売

毎回大好評!

e〈京都 冨美家〉
冨美家なべ・・・・1個 519円
うどんちり・・・・・・・1個 897円

q〈神戸 トミーズ〉
あん食パン・・・・・・・【各日40本限り】1斤半 756円

●10月26日（水）～31日（月） ●8階催物会場特設カウンター
〈最終日午後5時終了〉お楽しみ抽選会

信州観光アドバイス会開催
●8階催物会場特設カウンター

10月27日（木）・28日（金）小海町
10月29日（土）・30日（日）野沢温泉村

期間中全館（1階・地下1階食品除外）にて「MICARD」のご利用にて税込10,800円以上（レシート合算可）
お買いあげで「信州の宿泊券や名産品」が当たる抽選会に１回ご参加
いただけます。

2016 いで湯と紅葉とスキー 信州キャンペーン

●地下1階下りエスカレーター横特設会場

e〈福井 小浜海産物〉
①秋刀魚昆布〆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 1,080円
② 星ヶ丘三越初登場 鯖ささ漬・・・・1個 1,080円

長
野
県 

大分県発祥の郷土料理。
フワッと、カラッと衣をつけて
揚げました。
e〈大分 なつま屋〉
とり天・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 864円

蓮根にからし味噌が入った
熊本伝統の郷土料理です。
r〈熊本 ふくとく〉
からし蓮根・・・・・・・・・・・・・・・100g 454円

星ヶ丘三越
オリジナル

10/26㊌～28㊎ 3日間限り

10/29㊏ 1日限り

10/30㊐～11/1㊋ 3日限り

●地下1階 フードコレクション

感謝企画
その1

感謝企画
その2

感謝企画
その3

〈カフェコムサ〉ケーキ＆ドリンク 90分食べ放題 
10月31日（月）1日限り!3F

事前にお席のご予約承ります。
店頭またはお電話にてお問合せください。 TEL/052-782-9728

e①〆張鶴「純」純米吟醸
・・・・・・・【18本限り】1.8L 3,240円
②〆張鶴 純米吟醸 山田錦
・・・・【48本限り】720ml 1,912円
■地下1階 リカー
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

新潟県「〆張鶴」
限定販売①

②

ホシミツ大食品祭 18点入満福袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋10,800円

18点を
詰め合わせた
満福袋を
限定販売!

「カフェコムサ」が、ケーキとドリンクの90分食べ放題を開催いたします。
●お一人さま（制限時間90分）  大人 2,160円　小人 1,080円 

※詳しくは係員にお尋ねください。

※写真は
　イメージです。

※お一人さま１回限り。※お買いあげレシートを上記会場までお持ちください。
※三越が同時期に実施するキャンペーンとの重複当選はございません。

野沢温泉スキー場 小海町松原湖氷上ワカサギ釣り


