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M I T S U K O S H I  I t a l i a n F a i r
※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。
※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。商品・食材の入荷状況によって変更となる場合もございます※いずれの商品も売り切れの節はご容赦くださいませ。
※イートインコーナーのラストオーダーは午後7時、最終日は午後4時30分までとさせていただきます。※原産国表記のないものはイタリア製です。三越 

イタリアフェア

ニッポン のこころがつくる  
イタリア の 味

ニッポン人の細やかな心遣いでイタリアの味をつくったら、本当に美味しいグルメが出来上がりました。

イートインや特設フードコートで、お気軽にお楽しみください。

17世紀末にメディチ家に伝わったレシピで作った、ティラミスの原型と
なるデザート。北イタリア産の濃厚なマスカルポーネチーズが藤田シェ
フの手にかかり、ふわふわでとろける様な新食感に変身します。

三越イタリアフェア 第2会場

イタリア家具セール ●4月1日（水）～6日（月）
●6階特設会場〈最終日午後6時終了〉

野菜で煮込んだホルモンのサンドイッチにサルサ・
ヴェルデをかけて。フィレンツェ発のイタリア版「B級
グルメ」です。

↓〈プロジェット・スフィーダ〉
ランプレドット 1個 701円

おしゃれで、洗練されているのに、情熱的。

そんなイタリア雑貨をご紹介します。

イタリアの高級食材ポル
チーニ茸をオイルや
パスタソースで。芳醇な
香りが味わえます。

コスチューム感覚の個性的
なカメオアクセサリー。

〈ディルーカ〉カメオ
①ブレスレット 
【1点限り】 47,520円
Sil、キュービックジルコニア〈人工石〉

②リング 【1点限り】 29,160円 
Sil、エナメル

地中海珊瑚を使用した
イヤリング。

〈エッフェ〉 
珊瑚イヤリング【１点限り】

194,400円
K18

大人のエレガントを
追求したネックレス。
〈エバヌバ〉 
琥珀・ペリドットネックレス
【１点限り】 259,200円
琥珀・ペリドット、首廻りの長さ55cm

華やかで繊細なデザインが
印象的なネックレス。

〈パオラ〉ネックレス 
【1点限り】 81,000円
ヴェネチアンガラス、
首廻りの長さ約50cm、
組み立て：フランス

「女性の横顔」に定評が
あり、若手アーティスト達
の中でも最も注目
されているアーティストの
一人です。
ドメニコ アックザート作
シェルカメオブローチ
【１点限り】 388,800円
K18、6.5cm

イタリアンゴールドでトスカーナ
地方のレース模様をデザインした
オリジナルネックレス。

イタリアンゴールドネックレス
【２点限り】 388,800円
K18、首廻りの長さ42cm

イタリアモダン家 具フェア
～イタリアソファ～ ～アルフレックス～

ソロピッツァ ナポレターナ 【名古屋・大須】

SOLO PIZZA Napoletana

ナポリから仕入れる水牛ミルクのチーズ『モッツァレラ ディ ブッファラ』
を使用して焼き上げたピッツァ。牧島氏が2010年『ナポリピッツァ職人
世界選手権』で優勝したピッツァです。

↑<ソロピッツァ ナポレターナ>マルゲリータ エクストラ 1枚 1,026円

ピエモンテ風、にんにくとアンチョビ風味の冷たい
バーニャソースに彩り綺麗な野菜を
ディップして。ジューシーな
サルシッチャと共に
お楽しみください。

→<バンカレッラ・
ジョイア>
①ジョイア サルシッチャ 
100gあたり 648円
②ジョイアのバーニャ
フッレダソース 野菜と一緒に 
1パック 648円
③ジョイアの特製厚切り
スモークサーモン 
100gあたり 756円
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アルテビアンカ 【東京・世田谷】

ARTE BIANCA

バール・デルソーレ 【東京・六本木】

BAR DEL SOLE 
↓〈アルテビアンカ〉ちょっと贅沢な復刻版ティラミス
【各日50人前限り】 1人前 864円

イタリア人の生活に欠かせない芳醇なエスプレッソに、きめ細かく注いだク
リーミーなミルクで絵を描くデザインカプチーノ。日本にバール文化を伝え
たバリスタ横山氏の至極の一杯を、バール気分でお楽しみください。

↑<バール・デルソーレ>カプチーノ 1杯 601円

↓<日本橋ビゴーテ>
①アンティパスト・
ミスト 
【各日50パック限り】 

1パック 864円

②ローストチキン 
ガーリック＆
オレガノ風味 
100gあたり 

476円

イタリア風ミートボールやジャガイモのニョッキなどの、
お得な前菜の盛合わせ。

→<サルメリア・
ガリバルディ>
①三元豚ロースト 
赤玉葱の
マルメラータ 
100g 800円
②マグロたたきの
カルパッチョ 

100g 562円

甘酸っぱいバルサミコソースの
三元豚ローストや、
オリーブ、ケーパーが
アクセントになった
カルパッチョなど、
いろいろな味が
楽しめます。

↓<ヴェストリ>チョッコラータ 1杯 594円

メディチ家のレシピで作った、カカオの味を
ダイレクトに感じるドリンクチョコレート。

ワインでイタリアを一周。名古屋で活躍する
ソムリエがおすすめするワインが、グラスで
お楽しみいただけます。

↓<ジーロ ディ イタリア>①トスティ 1杯 300円
②ドルチェット・ダルバ 1杯 400円（日欧商事） 

食卓にイタリアの薫り 特 別 提 供 品

特 別 提 供 品

イタリア版
フルーツ
カクテルの上に、
お好きな
ジェラート
を浮かべて。
→<クレマモーレ>
マチェドニア 
コン ジェラート
【各日30食限り】 1杯 651円

【第1会場】7階催物会場 【第2会場】6階特設会場
●4月1日（水）～6日（月）

←〈イナウディ社〉
①ポルチーニオイル
36g 2,106円
②乾燥ポルチーニ
ペースト 180g 2,671円
③トマトとポルチーニ茸の
パスタソース 
180g 1,095円
④乾燥ポルチーニ
高級 20g 1,140円
（地中海フーズ）
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ピエモンテ産の上質なヘー
ゼルナッツを砕いて、ドモー
リの切れ味のよい、ホワイト
チョコレートで包みました。

←〈ドモーリ〉
①ホワイトトリュフボックス
【50箱限り】 6個入 1,296円
②クネージ 1個 324円

（ノンナアンドシディ）

色とりどりの宝石のような砂糖菓子。
→〈ピエトロ・ロマネンゴ〉
①シュガーボンボン【50個限り】

45g 1,728円
②フッルタカンディータ
チョコレートがけ
【30箱限り】 1箱 2,160円
日本製・イタリア製
（ノンナアンドシディ）

イチジクに年代物のバルサミコ酢を加えた
ジャム。パン・チーズにつけてお召し上がり
ください。

↑〈ビッシーニ社〉
イチジクのバルサミコジャム 【100個限り】

250ｇ 2,484円（野間エンタープライズ）

2015年『世界オリーブオイルコンテスト』
強いフルーティー部門で優勝した香り高い
オリーブオイル。

↑〈テッラリーバ社〉
テッラリーバ 【50本限り】 458g 4,709円
（サンヨーエンタープライズ）

フルーティーな香りが広がる味わいのチーズ
や、グラッパに漬け込んだフルーツと一緒に
熟成させた香り高いチーズ。

↑〈ラパン〉①パルミジャーノ・レジャーノ EXTRA
かち割りパック 【60パック限り】 100g 1,080円
②フルッタ・エ・グラッパ・ディ・モスカート
100gあたり 1,620円

↓カジュアルに楽しむイタリアワイン 泡・白・赤 １２本セット
【100セット限り】 10,800円

↑〈ノンノ・ナンニ>
キャンティ・フィアスコ
【60本限り】

750ml 1,188円

↑〈Ita>
プロセッコ・スプマンテ・
ブリュット
【60本限り】

750ml 1,620円

↑ハーフワイン
飲み比べセット
【60セット限り】 
375ml×3本 2,700円

↑〈サルメリア・ガリバルディ〉
日替りアソートBOX
【午前11時からの販売、
各日30セット限り】

1セット 999円

↑〈ディーアンドシー〉
冷凍ピザ3枚セット
（ガーリック・マルゲリータ・
クアトロフォルマッジ）
【4月1日（水）限り、100セット限り】

3種類×各1枚 1,501円

↑〈モンテベッロ>
ジェノベーゼペースト
270g　1,620円

↑〈スカーリア社>
スカーリアさんの
アンチョビ
【900個限り】

80g　378円

↑〈オリーブマーケット>
選べるオリーブ3種の
詰合せ
【50セット限り】

1パック　1,620円

↑〈レボーニ>
クラテッロ（生ハム）
【50パック限り】

70g 1,944円

←〈山中油店>
オリーブオイル
①ルスティコ
【150本限り】

452g 2,052円

②ゼフィーロ
【150本限り】

452g 2,430円

③レ クアットロ 
レジーネ
【150本限り】

452g 3,942円

↑〈ラパン>
イタリアチーズ5種
アソートセット
【60セット限り】

1セット　1,080円

↑〈グラテシモ>
ボローニャ風
ミートソース
（冷凍・日本製）
【50セット限り】

110g×3パック　1,134円

可愛らしいネコがモチーフの
掛時計です。

〈アルティ・エ・メスティエリ〉
掛時計「GATTO GOMITOLO」
19,440円 スチール、ガラス、Ｗ35×Ｈ43cm、
ムーブメント：中国製

イタリアらしい発色、キレイな
オレンジ色のエレガントな傘。

〈イル・マルケザート〉
婦人雨傘【５点限り】

32,400円 
ナイロン・ポリエステル、親骨の長さ61cm

バッグについているボタンで
形を変えられる優れもの。

〈GABS〉
エコバッグ付３WAYバッグ
37,800円 
PVC・牛革、W44×H38cm

約200種類以上のパーツの中からお好
きなパーツをお選びいただき、オリジナル
アクセサリーが出来上がります。

〈ノミネーション〉
コンポサブルブレスレット
40,824円 ※写真は組み合わせ例です。

●パーツ各種…3,240円から

ヴェネチアンガラスの代表的な
ミレフィオーリを使用した腕時計。

ヴェネチアンガラス腕時計
各5,400円
ムーブメント：シンガポール製

母岩から研磨を繰り返し、個性的な
1点物のペンダントトップに仕上げました。

オパール原石クラフト ネックレス
36,720円
Sil、トップW2×H3cm、
チェーンの長さ45cm

星の王子様がモチーフの
ペンダントトップ。

〈イル ガレオーネ〉
ペンダントトップ
31,320円 Sil

〈FRABOSO〉
①ペンダント 12,960円 
チェーンの長さ45cm〈アジャスター５cm含む〉

②ピアス 14,040円
ともにSil・ロジウムコーティング、K18PGコーティング

チェスト 
【10点限り】 39,960円 
天然木化粧合板、
W58×D31×H83cm

2.5人掛ソファ 299,160円 
総革張り、天然木、合板、
W198×D90×H90
（SH43)cm （すべて日本製です。）

ダイニング5点セット 
【3セット限り】 199,800円 
テーブル×1：天然木化粧合板、
W140×D90×H73cm、
チェア×4：天然木、
布張り、
W48×D52×H98（SH49）cm

〈ウニクス〉
スペランツァ ペンダント
【5点限り】 54,000円 
Sil・ロジウムコーティング、
K18YG、チェーンの長さ約52cm

 作家 吉野 基代 来場
●会期中
午前11時～午後７時
〈最終日は午後６時まで〉
制作実演を行います。

←ドメニコ アックザート作
シェルカメオブレスレット各種
【10点限り】 21,600円

←〈ビベンジ>
メラミンカッティング
ボード各種
【50点限り】 各1,998円

W21.5×H33.5cm

→ヴェネチアンガラス
ネックレス各種
【５点限り】 12,960円
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繊細なカッティングによりシルバーの
輝きが特徴的なアクセサリーです。

いくつかのパーツを
組み合わせ色を変えることで、
個々のパーツを強調しつつ、
一つの形を作り上げました。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※調理例です。

会場内
フードコートでも
楽しめます！

※20歳未満の方の飲酒は法律で
　禁止されています。

〈最終日午後6時終了〉

4月1日（水）オープニングサービス

→内藤ソムリエセレクト 
是非味わってもらいたい
６本セット
【36セット限り】 15,120円

イタリア南北の様々な産地から、
代表的なワインを中心に
セレクト。飲みなれた愛好家の
方にも納得のクオリティです。

「イタリア生まれ、日本育ち」の
モダンファニチャーブランド
〈アルフレックス〉を期間限定で
展開いたします。

こだわりのイタリアワイン

●4月1日（水）～ 7日（火） 
●6階リビングステーション
〈最終日午後5時終了〉

●4月1日（水）～ 7日（火）
●6階家具
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ワイン
バー

ニッポン のくらしになじむ  
イタリア 雑 貨
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↑〈オランフリゼール社>
ブラッドオレンジジュース
【300本限り】

1ℓ 648円


