
①

②

③

④

⑤

⑥

12/14

15

16

17

18

19

20

水

木

金

土

日

月

火

串の日

せき根の日/匠の日/
鶏三和の日/コロッケの日

コロッケの日/フライデー/キムチの日

なだ万厨房の日/手巻きの日

春巻の日/玄米増量デー

肉の日/春巻の日/串の日

み乃龜の日/豚の市

2016  12 / 14 水

洗練された暮らしの今へ  星ヶ丘三越

●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7時30分
●1階～8階は午前10時－午後7時営業時間／ 星ヶ丘三越｜

www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

※12月30日（金）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（土）は全館午前9時－午後6時 ※1月1日（日・祝）は休業日。　新春は1月2日（月・振休）朝10時から営業。

旨みが濃厚でジューシィな肉質が
特徴の米沢牛イチボステーキ。
q〈米沢 琥珀堂〉
米沢牛希少部位
イチボステーキ
ミックス弁当
・・・・・・1折 2,484円

お菓子がたくさん詰まった
「ミッキー・ミニー」の
クリスマスブーツです。
12/16㊎から販売 
q〈スイートプラザ〉
ブーツＭ・・・・・1個 1,080円
■地下1階 上りエスカレーター前特設会場

〈チェスコ〉
A.そのまま溶かすだけで、本格的な
チーズフォンデュが簡単に楽しめます。
マイルドで食べやすく仕上げました。
チーズフォンデュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 710円
B.アメリカ産の天然ヘラチョウザメの
キャビアです。シーソルトを3.5％使用し、
ほど良い塩加減と上品なコクが特徴です。
パドルフィッシュキャビア・・・・・・・・20g 3,780円
■1階 ワールドグローサリー

〈柿安ダイニング〉
C.旨みあふれるサーモントラウトを
たっぷりのせた人気の明太ポテトサラダです。
サーモントラウトとイクラのせ
明太ポテトサラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 454円
D.人気のカルパッチョ風サラダ。
贅沢に鯛でアレンジしました。
鯛のカルパッチョ風サラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 432円
■地下1階 柿安ダイニング

クリスマスシーンを彩るワインは必需品!
e①〈マチュ・バレー〉プチ・ウルス ブラウン・・・・・・・・・・・・・・・（フランス・赤）750ml 2,862円
②〈ボデガス・ピッタカム〉ピッタカム・バリカ・・・・・・・・・・・・・・・（スペイン・赤）750ml 2,268円
③〈ジョリー〉シャンパーニュ・ブリュット・・・・・・・・・・（フランス・スパークリング）750ml 4,320円
④〈カヴァッレーリ〉フランチャコルタ ブラン・ド・ブラン ブリュット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（イタリア・スパークリング）750ml 3,780円
⑤〈フレッド・ロイマー〉ロゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（オーストリア・ロゼ）750ml 2,052円
⑥〈マス・ド・ジャニーニ〉
ル・タン・デ・フリュイ パンプルムース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（フランス・ロゼ）750ml 1,512円
■1階 ルネ・デュ・ヴァン　　　※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

e〈ディーアンドシー〉
マルゲリータ4枚食べ比べセット
（冷凍）【80セット限り】
・・・・・・・・・・・・・・・4種類×各1枚 3,204円

ホームパーティ特集

大感謝祭企画その❶　12/14㊌1日限り オープニング企画 大感謝祭企画その❸　12/18㊐・19㊊ 2日間限り

大感謝祭企画その❷　12/17㊏1日限り

q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/90枚限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150g1枚 1,450円
●柿安145周年 
松阪牛 ステーキ・すき焼き用感謝袋
【お一人さま1袋限り/10袋限り】1袋 14,500円
●国産黒毛和牛 小間切れ
・・・・・・・【200パック限り】1パック400g 1,450円

●黒毛和牛 ステーキ・すき焼き用
小間切れセット・・・・・【15袋限り】1袋 10,800円
●黒毛和牛 しゃぶしゃぶ用小間切れセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15袋限り】1袋 7,560円

三重県産 柿安指定牧場牛 
特別販売会
［三重県産 指定牧場牛］
●リブロース
・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,229円
●肩ロース
・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,129円

会期中、「第59回松阪肉牛共進会」入賞牛 特別販売会を実施！

柿安145周年 感謝袋

柿安精肉「肉の日」開催

大感謝祭企画 日替わり提供品

●国産黒毛和牛 肩ロースすき焼き用・・・100g 1,080円
●国産黒毛和牛 モモ（Ａ5ランク）・・・・・・・・・・・・100g 1,080円
●火曜恒例 豚の市開催

15日（木）

16日（金）

20日（火）

柿安精肉
感謝袋

星ヶ丘三越 柿安精肉 大感謝祭柿安本店 創業145周年企画

創業145周年を記念した感謝企画満載。
期間中毎日、お買得品を提供いたします。

※写真はイメージです。
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●12月14日（水）～20日（火） 
●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

星ヶ丘三越初出店

●12月14日（水）～20日（火）  
●地下1階柿安精肉

■地下1階 フードコレクション

三越 冬のクリアランスセールは1月11日（水）からスタートいたします。

クリスマスワイン特集

クリスマスフード特集 冬至特集 ～12月21日（水）は冬至です～
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【12月は4日･9日･14日･19日・29日】
●各ショップからお値打ち品を販売!

毎月「3」のつく日は 「毎月恒例! 宮田の日」●岩手県産「やまと豚」などを
　特別価格でご提供!

毎月「4」と「9」のつく日は 「串の日」

毎月「9」のつく日は 「柿安精肉／肉の日」

毎月10日は 「柿安精肉／豚の日」

毎週火曜日は 「柿安精肉／豚の市」

毎週金曜日は 「フライデー」［揚物の日］

毎月第2金曜日は「魚忠の日」

毎月15日・30日は 「鶏三和の日」

●牛肉・豚肉・鶏肉を
　特別価格でご提供!

●柿安指定ブランド豚を
　特別価格でご提供!

●各ショップのおすすめ品を値打ちに!

●鹿児島XX豚などを特別価格でご提供!

●鮮魚・焼魚・お刺身・お寿司を特別価格でご提供!

●鶏肉がお買得な2日間!

“まつおか”定番の
「かぼちゃのうま煮」は
甘みのあるしっとりとした
食感です。
w〈まつおか〉
冬至かぼちゃのうま煮
・・・・・・・・・100gあたり 368円
■地下1階 まつおか

一口がんもと炊きあげた
季節限定品です。
q〈豆一本舗〉
冬至かぼちゃと
がんもの炊き合わせ
・・・・・・・・・・・・・1パック 432円
■地下1階 豆一本舗

今年の4月に東山動植物園近くに
オープンしたパン屋さん。
食事パンやおやつパンを
季節に合わせて作っています。
e〈レキップドコガネイ〉
①サンタのクリームパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 270円
②枝豆チーズ・・・・・・・・・・・1個 324円
③ピスターシュ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハーフサイズ 540円
④プレシアンス・・・・・・・・・・1個 540円
■地下1階 イベントスペース

ドイツの代表的なクリスマス菓子「シュトーレン」。
e①〈ジョアン〉シュトーレン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 1,728円　■1階 ジョアン
②〈ポンシェ〉シュトーレン
【30個限り】ハーフサイズ 1,080円　■地下1階 プラスガトー
③12/17㊏～20㊋の限定販売
〈ベッカライミヤガワ〉シュトーレン（小）
・・・・・・・・・・・・・1本 1,080円　■地下1階 ベッカライミヤガワ

クリスマスの食卓を華やかに彩る
ケーファー自慢のハム・ソーセージを
詰めたオードブルセットです。
r〈ケーファー〉ハムオードブルセット
・・・・・・・・・1セット 1,620円　■1階 ケーファー

A

B

C

D

素材の旨味をいかした
グラタンです。
e〈柿安ダイニング〉
①まるごと牡蠣のグラタン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 631円
②帆立のパイ包みグラタン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 681円
■地下1階 柿安ダイニング

①

②

※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。


