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Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。

食べ応えあり、ボリューム満点。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
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洗練された暮らしの今へ  星ヶ丘三越

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●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

日々の暮らしに溶け込む名品揃い

その他の出店店舗

身につけるほどに愛着の湧く逸品

作り手の心が伝わるこだわりの意匠

巧みな手技から生まれた日本の美

職人技を堪能する伝統家具

3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

ホシミツオリジナルトートバッグ限定販売

総“ 　　 ”挙セン

新作“ ”挙セン

が光るスイーツ

※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。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。

春の

スイーツ

人気“ ”挙センどんぶり

“　　　”スセン 全国から人気のお菓子を“　　　”出セン

ホシミツ食品祭
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。

◆大阪府◆

田中つげ工芸
使いやすく丈夫で

長持ちします。

←ときくし5寸5分
・・【10点限り】12,960円 
つげ、約16.5㎝

◆埼玉県◆

永倉正三商店
ほうき草を一本一本より

分けた手づくりの逸品です。

↓短柄 箒
・・・・・【10点限り】7,452円 
ほうき草、
長さ約86ｃｍ

◆奈良県◆染美堂
ひとつひとつ染める自然を感じる逸品です。

←墨流しシルクロングストール
【1点限り】64,800円  絹100％、110×180cm

◆京都府◆つえ屋
コンパクトに折りたため旅行用に最適です。

←①折アルミ/手元革巻きこげ茶
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】30,240円 
アルミニウム、長さ80～90ｃｍ

②折カーボン/赤地 桜柄Ｇ赤
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】35,640円 
カーボンファイバー、長さ77～87ｃｍ

◆山形県◆穂積繊維工業［月山段通］
◆埼玉県◆中川組紐工芸［江戸組紐］
◆埼玉県◆レースウェアRose.M［手染めレース］
◆東京都◆豊田すだれ［すだれ］
◆東京都◆犬張子田中［犬張子］
◆東京都◆双悦［和雑貨と和布洋服］
◆神奈川県◆五人囃子［レザークラフト］
◆長野県◆創作絵付硝子 久野［創作絵付硝子］
◆静岡県◆国松屋［駿河塗り下駄］
◆愛知県◆木桶の栗田［桶］

◆愛知県◆Waccolo［手作りとんぼ玉・天然石創作アクセサリー］
◆愛知県◆大原製作所［籐］
◆三重県◆伊勢盆栽［盆栽］
◆奈良県◆池田工房［鼈甲］
◆奈良県◆しあわせはんこ・K工房［木工品］
◆京都府◆アトリエ・めんめん［手作りバッグ］
◆京都府◆笑顔工房［墨彩画］
◆京都府◆玉工房あきつ［京のとんぼ玉］
◆兵庫県◆木工舎さきもと［家具・雑貨］
◆島根県◆火の川焼松江陶苑［陶器］
◆沖縄県◆あがたぬくがた工房［草木染手織り服］

◆岩手県◆幸工芸
南部鉄器伝統工芸士 現代の名工 

佐藤勝久のこだわりの逸品です。

→佐藤勝久作 鉄瓶 東屋桜（1.5L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】89,640円 

◆宮崎県◆

松﨑刃物
製作所
軽くて切れ味が良く、 

使いやすい

三徳包丁です。

→三徳包丁
・・・・・【20点限り】16,200円 
ステンレス割り込三層鋼、刃長17cm
※包丁研ぎ承ります。（有料）

◆大阪府◆オリジナルニット 
ユミ・サカグチ
麻のように加工したシルクの糸で、涼しくゆったりとお召しになれます。

→ロングジャケット・・・【1点限り】108,000円 絹100％、Ｍ～Ｌ

◆愛媛県◆

天成真珠
フロントサイド部の

3カ所にグラデーションの

アクセントをつけた、

おしゃれなデザイン

ネックレスです。

→アコヤ真珠
デザインネックレス
【2点限り】
・・・・・・・・・・・129,600円 
3.5～9.0㎜玉、
ＳＶクラスプ、長さ45ｃｍ

→小犬のワンちゃん 
ｉｎ ｍｙ Ｂａｇ・・・・32,400円 
牛革、Ｗ20×Ｈ31×Ｄ12ｃｍ

◆東京都◆

みはるクラフトアート
浮彫りした革に染色を施した色鮮やかな逸品です。

←バケツ型バッグ・・・・・・・・・【1点限り】73,440円 
表側：牛革、裏側：豚革、Ｗ29×Ｈ27×Ｄ10ｃｍ

①

①

②

「ホシミツ食品フロア」が“総”力を“挙”げて“●セ●ン”にこだわってお届けする1週間です!

さっくりとしたタルトに、濃厚な甘みのカスタード
クリーム、国産のいちごを贅沢に使用しました。
e〈アンリ・シャルパンティエ〉
いちごのタルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 627円
■地下1階 アンリ・シャルパンティエ

まつおか自慢の味噌だれと、やわらかいヒレ肉が
ベストマッチ。食べごたえのある自慢の逸品です。
e〈まつおか〉
味噌ヒレカツ丼・・・・・・・・・・・・・・・1折 800円
■地下1階 まつおか

真鯛、海老、いかを使ってボリューム満点。
e〈ハゲ天〉
ホシミツ天丼・・・・・・・・・・・・1折 1,080円
■地下1階 ハゲ天

タバスコやハラペーニョ入りのトマトの
サルサソースとスパイスがきいたタコミートの
旨み、ほどよい辛みが癖になる美味しさ。
e〈ＲＦ1〉10品目野菜のサラダタコライス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 692円　■地下1階 RF1

湯引き鯛、ホタルイカなど春の海の幸を
盛り込んだ食品祭限定海鮮丼です。
e〈魚忠 魚河岸寿司〉
春の特製海鮮丼
・・・・・・・・・・・・【各日40折限り】1折 1,080円
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

豪快人気アイテムのどんぶりです。
r〈長野 明治亭〉
海老ヒレカツ丼・・・・・・・・・・・・・1折 1,966円
■地下1階 フードコレクション

1903年創業以来、愛されてきた「モンブラン」。
パリ本店と同じマロンペーストを使用しています。
w〈アンジェリーナ〉モンブランデミサイズ・・・1個 501円
■地下1階 ウイークリーデザート

伝統的なガレット2種と、
クランベリーや
アーモンドスライスなどを
加えて一口サイズに
焼き上げたクッキーの
詰合せ。
q〈アンジェリーナ〉
ビスキュイアソルティ
・・・・・・・・・・1箱 1,080円
■地下1階 
　ウイークリーデザート

e〈西洋菓子 無花果〉
またきて四角
・・・・・・・・・・・・・・・・・【50箱限り】1箱3個入 1,404円
■地下1階 プラスガトー

ひろしま瀬戸田の
レモンをベースに、
レモンの美味しさを
丸ごと楽しめる
レモンケーキです。

慶応三年創業、山田屋まんじゅうの
一子相伝のこだわりのこし餡と、
京都の老舗茶園より仕入れた
宇治のほうじ茶「あがたの香」を
使用した和風プリン。
e〈山田屋〉山田屋のほうじ茶プリン
・・・・・・・・・・・・・【各日48個限り】1個 389円

定番「シガール」と昨年ご好評いただいた
「シガール オゥ マッチャ」の詰合せです。
q〈ヨックモック〉
シガール オゥ マッチャ アソート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱22本入 2,160円 
◎シガール12本 ◎シガール オゥ マッチャ10本
■地下1階 ヨックモック

糖度13度以上の甘くてジューシーなデコポンを
贅沢に使用した新作タルトです。
e〈ハナフル〉
デコポンタルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台 2,376円
■地下1階 フルーツなかむら

春の野辺を感じるピンクと緑のかるかんに、
いちごジャムを練り込んだ羊羹を合わせました。
e〈両口屋是清〉
いちごの香・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・半棹 810円
■地下1階 両口屋是清

クッキーとカタラーナのコンビで新食感を表現！
お口いっぱいに広がる苺ミルクの香りと
クッキーの食感が美味しい！
e〈ナガラタタン〉いちごみるく＆クッキー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 540円　■地下1階 ナガラタタン

養老軒一番人気の「ふるーつ大福」と、
3L以上の大粒苺が入った
「生いちご大福」の詰合せです。
e〈養老軒〉
ふるーつ大福・生いちご大福詰合せ
【お一人さま3箱限り/各日90箱限り】
・・・・・・1箱4個入（2種各2個入） 1,059円

甘さ控えめで、まろやかな口当たりの
チーズケーキは、小さいながらもずっしりと
した食べごたえも持ち合わせています。
ロングセラーを誇る人気のスイーツです。
e〈美津橋〉湘南のチーズケーキ
【お一人さま1箱限り/各日30箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱（200g） 1,361円

知立銘菓・大あんまき。
食べ応えのある生地と、
上品に炊き上げた小豆が好相性です。
e〈小松屋本家〉
大あんまき【各日50パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック2個入 341円

←トートバッグ・・・・・・・・・【300点限り】1,620円 綿、W42×H61×D13cm（持ち手含む）

3/14（水）・16（金）・17（土）の限定販売

可愛らしい“都電”の形の最中の
中には、白玉から作った求肥入り。
車庫に見立てた箱の中に10輌の
最中が収まっています。
e〈東京都 明美製菓〉都電もなか
・・・・・・【20箱限り】1箱10輌入 1,492円

ほろ苦い抹茶の
ババロアに、生クリームと
粒餡を添えた、東京を代表する
老舗甘味処自慢の逸品です。
e〈紀の善〉抹茶ババロア
【お一人さま2個限り/60個限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 659円

●3月14日（水）から ●2階 ニューズスクエア ファッションパーツ
春を感じる季節、新生活の中で日頃のショッピングに！ ちょっとしたお出かけに！
オリジナルトートバッグを限定販売いたします。

お買いあげ時にポイントカードを進呈いたします。ポイントを
貯めて地下1階食品フロアで使えるクーポンをゲットしよう！

3/15（木）の限定販売

3/14（水）の限定販売

●地下1階
　菓遊庵

香ばしく焼き上げたクロッカンシューは
マダガスカル産バニラで炊き上げたクリームが
たっぷりの絶品シュークリームです。
　〈パティスリー ヴィヴィエンヌ〉シュークリーム
・・・・・・・【お一人さま2箱限り/各日50箱限り】1箱2個入 540円
■地下1階 プラスガトー

3/15（木）・17（土）の限定販売

旬のフルーツをたっぷりと。

◆福井県◆尾崎欽一工房
越前竹人形は竹の持つ丸み光沢を生かす伝統工芸品です。

←欽一作 端午兜・・・【5点限り】86,400円 
約W21×D14×H20ｃｍ
※家紋入はご注文にて承ります。
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◆東京都◆

ブラシの平野
馬毛使用で

カシミヤなどにも

使用できる洋服ブラシと

毛先が頭皮を心地よく

刺激するヘアブラシです。

→①洋服ブラシ
・・・・・・・・・・・・・10,800円 
縞黒檀、馬毛、長さ28ｃｍ

②ヘアブラシB-1
・・・・・・・・・・・・・12,960円 
縞黒檀、猪毛、長さ21ｃｍ

特
別
提
供
品

◆青森県◆古川工芸
→あけび薄型小判ホラ編手提げ（大）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】10,800円 
あけび蔓、Ｗ33×Ｈ24×Ｄ11.5㎝

◆千葉県◆VENROSE彫金工房
←唐草ペンダント（球）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】14,040円 
シルバー950、トップ：2.0×1.5ｃｍ、長さ：約42ｃｍ

実演
実演

実演

実演

◆兵庫県◆

やさしい靴工房 
Belle＆Sofa
「足にやさしい靴」を信念に持ち、

「歩きやすく、疲れにくい靴」を

長く愛用していただけるように

シンプルに仕上げています。

→①リラックスベルトパンプス
・・・・・・・・・9,936円 22.0～25.0cm
②GARDEN（ガーデン）
コンフォートスリッポン
・・・・・・・・・・8,964円 22.0～25.5cm
③HAWK（ホーク）
メンズレースアップシューズ
・・・・・・・・・・・・12,960円 
24.5～28.0cm
いずれも人工皮革
（ヴィーガンレザー）

②

①

③

　◆神奈川県◆

サンク・カロ
軽くて丈夫な腕時計。

お好きなパーツで、

あなただけの

時計になります。

◆大阪府◆

天然石工房JIJI
フラワーガーデンをイメージした

春らしいチョーカーです。

←春の天然石あみ込み
ガーデンチョーカー
・・・・・【1点限り】42,120円 
水晶、ローズクオーツ、アメシスト、
カーネリアン、ペリドット、淡水パール、
39～45cm（アジャスター付）

←レザーウォッチ（男女兼用）
・・・・・・・【1点限り】38,880円 
クオーツ（日本製）、牛革、エイ革
※セミオーダー可能。

春の食品祭  限定商品

NEW

3/14（水）・15（木）の限定販売

3/15（木）から販売

3/14（水）・17（土）の限定販売

3/15（木）から販売

3/14（水）～18（日）の限定販売

〈アンジェリーナ〉
期間限定販売

マイバッグポイントカードキャンペーン
※写真はイメージです。一部プリントデザインが
　変更になる場合がございます。

モチーフには

街の魅力が

いっぱい！

②

職
人
の
技
展

◆東京都◆中澤鞄
職人手づくりのキャラクターバッグです。

戌年にあなたのパートナーとなる逸品です。

実演

◆福岡県◆

創作工房 匠夢楽
背中の木製ボールで刺激を楽しめる

ロッキングチェアです。

→ツボ付楽座
・・・237,600円 
タモ材、
W64×D76×H110cm ◆岩手県◆

マルイ造形家具工業
民芸箪笥の製作技術を駆使したダイニングセットです。

↑多目的暖炉付きダイニングセット
（スピンチェア×4脚付）【3セット限り】1,404,000円 
ウォールナット無垢材、塗装：オイルステイン、
テーブル：W105×D105×H69cm、イス：W56×D56×H87（SH40）cm

実演

初出店



3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
※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。総“ 　　 ”挙セン春のホシミツ

食品祭

ホシミツならでは! 抜群の

全国から人気の美味を

人気店のお弁当

世界の人気ワインを

あふれるグローサリー

にこだわる焼きたてパン！

春のコスメティックフェスタ
●3月14日（水）～27日（火） ●1階コスメティックサロン・2階コスメティックガーデン

〈ランコム〉 リップ × 機能性リップ下地

新色人気リップと機能性リップ下地/グロスから選ぶ「唇美人コンテスト」
●3月14日（水）～27日（火）

上記期間中、1階コスメティックサロン対象ショップにてリップまたはリップ下地/グロスをお買いあげ、もしくはその他の
アイテムを8,640円以上お買いあげの方に「唇美人コンテスト」投票用紙をお渡しいたします。人気ナンバー1のリップに

投票いただいた方の中から抽選で10名さまに「人気ナンバー1のリップ＆リップ下地/グロス」をプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。※3階婦人服にて21,600円以上お買いあげの方にも投票用紙をお渡しいたします。　

スペシャルケアをしているかのような濃密リップ。
①ラプソリュ ルージュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円 3.4ｇ、全54色
ボリューミーな唇を演出するリップケア＆リップベース。
②ラプソリュ グロス ロージー プランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円 8mL
■1階 ランコム

〈コスメデコルテ〉 リップ × 機能性リップ下地/グロス
ひと塗りで高発色。しっとり高い保湿感。
①ザ ルージュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円 3.5ｇ、全20色
唇のケア、口紅の下地、グロスの3つの効果。ふっくらハリのある唇に。
②ＡＱ リップグロッサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円 2.4g
■1階 デコルテ

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉 リップ × グロス
鮮やかな色と繊細なツヤのラグジュアリールージュ。
①ルージュアレーブルｎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,480円 4ｇ、全15色
天然石にインスピレーションされたリップグロス。
美しい発色と上質なつやを引き出します。
②ブリアンアレーブルエクラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円 7.5ｇ、全8色
■1階 クレ・ド・ポー ボーテ

〈エスティ ローダー〉 リップ × 機能性リップ下地
立体的に彩る鮮やかな発色、しっとりした潤い。
①ピュア カラー エンヴィ ハイラスター リップスティック・・・・・・・・4,320円 3.5ｇ、全24色
グロスのようなツヤ感で唇の潤いをキープ。リップやグロスの下地に。
②ピュア カラー エンヴィ リップ ボリューマイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,672円 7mL
5月14日（月）までの期間限定 モノグラミングサービスに「桜」モチーフ登場！ 
お買いあげいただいたリップスティックに、その場ですぐに無料でイニシャルやお名前を刻印できます。
桜の花びらに色づけすることもできます。　■1階 エスティ ローダー

機能性リップ下地やグロスをプラスして唇の乾燥を防ぎリップの発色や色持ちUP！

名古屋三越コスメティッククラブカード

［お買いあげポイント換算］20％UPキャンペーン ●3月14日（水）～20日（火）
期間中、1階・2階コスメティック各ショップ、7階ハウス オブ ローゼでのお買いあげで、通常税別100円＝10ポイントを
12ポイントにアップ！ おトクにポイントを貯めるチャンスです。※期間中は何度でもご利用いただけます。

〈越前和紙 十五夜〉POP UP SHOP
●3月14日（水）～20日（火）　
●2階ニューズスクエア ファッションパーツ
春の御朱印巡りに最適な御朱印帳をはじめ、
越前和紙を使った文具や雑貨を取り揃えました。

r〈越前和紙 十五夜〉御朱印帳・・・・・・・各 2,376円

婦人靴〈サントナーナ〉
期間限定販売会
●3月14日（水）～20日（火）　
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

「足のためにできること
ぜんぶ」をコンセプトに、
お客さまのライフスタイルや
靴選びでのお悩みに
合わせ、シューズ、
インソールを
ご提案いたします。

w〈サントナーナ〉
婦人スニーカー
・・・・・・・・・・・・・・22,680円
ニットファブリック

〈ラ・フィ・ド・フォレット〉雑貨マルシェ
●3月14日（水）～20日（火）　
●4階エスカレーター横特設会場

ビーズデザイナーが
集う、うさぎと花に
あふれた雑貨マルシェ。

q①小倉美江子
いちごブローチ
・・・・・・・・・・・41,040円
②小倉美江子
パールネックレス
・・・・・・・・・・・34,560円
●ぬいぐるみ各種
・・・・・・・・・1,944円から

〈リリー・バロウ〉＆
ヨーロッパキッズブランド
期間限定ショップ
●3月14日（水）～19日（月）　
●5階キッズステージ
〈最終日午後5時終了〉

春風の中、キラキラ輝く
こどもたちのためのお洋服。
ヨーロッパから届いた
オシャレでかわいい
コレクションを6日間限定で
お届けします。
［取扱いブランド］
◎リリー・バロウ ◎イグロ＋インディ 
◎トビアス＆ザ・ベア

春のリュージュオルゴール販売会
●3月14日（水）～20日（火） ●5階イベントスペース
〈最終日午後5時終了〉
2018年シャルル・グノー生誕200周年を記念したモデル。
世界限定99台。天板にはマリア様を象徴するユリの花が
象嵌細工で施され、リュージュが誇る72弁ムーブメントが
「アヴェ・マリア」の美しい旋律を奏でます。

　〈リュージュ〉
グノー生誕200周年記念モデル
・・・・・・・378,000円
マドロナのこぶ材、
曲目：グノーのアヴェマリア
（3パート）、
W26×D17×H7ｃｍ、
スイス製

q①〈サンファン〉バッグ・・・【1点限り】9,288円 羊毛フェルト、約Ｗ32×Ｈ36ｃｍ
②〈中尾少風〉コインケース・・・【1点限り】5,616円 
③〈ｆｌｏｗｓｔａｒ〉たそがれトイプードルネックレス・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】9,504円
シルバー925ピンクコーティング、チェーン長さ45ｃｍ

うちの仔マルシェ ●3月14日（水）～20日（火） ●7階リビングステージ
写真をもとに猫や犬のバッグ・アクセサリー・肖像画などをお作りいたします。
※お渡しにはお時間がかかります。

［リメイクの一例］
●着物からブラウスに
・・・・・・32,400円から
●着物からコートに 
・・・・100,440円から
※商品のお渡しは2カ月以降になります。
※詳しくは係員にお尋ねください。

➡

沙羅双樹～リメイクフェア～
●3月14日（水）～20日（火） ●7階リビングステージ
たんすの中に眠っている大事な着物を、
洋服にリメイクしてみませんか。
リメイクをご依頼いただく方の着物の「洗い」「ほどき」は、
こちらで行いますので、そのままお持ちください。

※写真はイメージです。
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q〈魚忠〉
国内産 活〆真鯛
切身（養殖）
半身分1パック
・・・・・・・・・・・1,296円
■地下1階 魚忠

フルーツ系の甘さとしっかりとした
酸味も残した濃厚な味わいのトマト。
皮も柔らかい「サンロードトマト」を
産地直送で数量限定販売！
q〈大府市 山口トマト園〉
サンロードトマト・・・100gあたり 158円
■地下1階 カネトク

q愛知県三河地区「朝どれ 章姫」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック 498円
■地下1階 カネトク（フルーツ）

今しか味わえない国産ネーブルです
w静岡県産三ヶ日越冬完熟ネーブル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大玉1個 299円
■地下1階 カネトク（フルーツ）

魚忠厳選! 愛媛、高知県産他
「活〆真鯛」
春の到来とともに桜色に染まる旬の鯛は
身が引き締まり旨みもたっぷり。
全国各地より「旨い」真鯛を
お届けします。

カネトク 野菜＆フルーツ 春の美食祭開催!
愛知県大府市木の山産 山口トマト園
サンロードトマト販売会

春の食品祭名物
愛知県三河地区産 朝どれ「章姫」販売会
当日の朝に収穫した「朝どれいちご」を毎日直送

e〈魚忠〉活〆真鯛入 
にぎり寿司盛合わせ
【各日50折限り】1折 1,080円
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

e〈魚忠〉
活〆真鯛  湯引きお造り
【各日50パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・1パック 864円
■地下1階 魚忠

e〈大彦〉長崎県産 
静岡加工真あじ開き
【各日200枚限り】5枚 1,080円
■地下1階 大彦

q〈たらみ〉フルーツジュレゼリー感謝箱
・・・・・・・・・・・・・・・・・【100箱限り】1箱6個入 980円
■地下1階 カネトク

和牛本来の旨みと香りを持ちながらも脂肪分が少なく
「旨み」と「やわらかさ」「ヘルシー」を兼ね備えた今話題の
お肉です。
e熊本県産 阿蘇あか牛
モモ すき焼き・しゃぶしゃぶ用
カタ すき焼き・しゃぶしゃぶ用
・・・・・・・・・【各日各30kg限り】各100gあたり 880円均一
■地下1階 宮田精肉店

春の食品祭  限定商品春の食品祭  限定商品春の食品祭  限定商品

3月14日（水）オープニングサービス

宮田精肉店 熊本県産 
「阿蘇あか牛」スペシャルセール

q〈宮田精肉店〉
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 1,501円
（100gあたり833円）
■地下1階 宮田精肉店

［商品の一例］

ジョアン日本橋三越店限定商品。
焙煎した全粒粉のパンに黒糖チョコを使いふっくらと焼きあげました。
e〈ジョアン〉
①日本橋・黒糖ロール・・・・・【各日100個限り/各回50個限り】1個 130円
チーズと卵を使った焼き込みカレーパンです。
②焼きカレーパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30個限り】1個 281円
■1階 ジョアン

●地下1階三越＋北野エース

e〈東京人形町 京粕漬魚久〉
いろとりどり四人家族
・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日80袋限り】1袋 864円

e〈京都 下鴨茶寮〉
春の桜蒸し
・・・・・・・・・・・・・・・【各日20個限り】1人前 562円

e〈横浜 聘珍樓〉
聘珍樓点心詰合せ
・・・・・・・・【各日20パック限り】1パック 1,404円

e〈岐阜 中山道ハム〉
①プレーンソーセージ 120g ②生ベーコンスライス 80g  
③ロースハムスライス 80g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 540円

e〈福岡 稚加榮本舗〉
お徳用辛子明太子切子
【各日80パック限り】1パック100g 1,080円

q〈名古屋 日本料理 
　  せき根〉
稲荷寿司
【各日30折限り】
1折12個入 1,167円
3/14（水）～16（金）正午からの限定販売

各日午後1時からの限定販売

星ヶ丘三越初出品

好評の夕方限定商品の
ジャンボ夕焼けパンに
2種類のチーズを
使いました。
w〈ジョアン〉
午後5時45分焼き上がり
2種のチーズの
ジャンボフランス
【各日14カット限り】
・・・・・・・・・・・・・1カット 324円
■1階 ジョアン

北海道産のメロンクリームを
包んで焼きあげました。
q〈ジョアン〉
北海道メロンパン
【各日30個限り】
・・・・・・・・・・・・1個 260円
■1階 ジョアン

“　　　”度セン

“　　　”出セン

“　　　”度セン

日ごろのご愛顧に感謝の気持ちを込めて「春の感謝祭」を開催！

感謝袋 限定販売

〈北野エース〉セレクト グローサリースペシャルセール

北野エース 春の感謝祭  ●地下1階三越＋北野エース

“　　　”スセン

q〈北野エース〉
エース厳選
おせんべい感謝袋
【100袋限り】
・・・・・・・・・・・・・1袋 1,080円

w〈キタノセレクション〉
バウムクーヘン
3個セット感謝袋
【80袋限り】1袋 1,080円

q〈北野エース〉
エースセレクト
レトルトカレー感謝袋
【100袋限り】
・・・・・・・・・・・・1袋 1,620円

q〈アルチェネロ〉
有機エキストラバージン
オリーブオイル
・・・・・・・・・・・250ml 1,080円

w〈小川珈琲〉
春の珈琲感謝袋
【50袋限り】1袋 2,160円

w〈鹿野養蜂園〉
純粋はちみつ
・・・・・・・・・・・・・・・500g 916円

q〈フンドーキン醤油〉
深煎り焙煎ごまドレッシング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580ml 各 499円

w〈ホテルニューオータニ〉
ホットケーキミックス バニラタイプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 399円

e〈なだ万厨房〉万葉・・・・・・・・・1折 1,000円
■地下1階 なだ万厨房

e〈たごさく〉かえで弁当・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,000円
■地下1階 たごさく

e〈矢場とん〉ホシミツ特別弁当・・・・・・1折 1,000円
■地下1階 矢場とん

e〈古市庵〉上巻・サラダ巻セット・・・・・・1折 1,000円
■地下1階 古市庵

e〈柿安ダイニング〉黒毛和牛すき焼重 1折 1,000円
■地下1階 柿安ダイニング

e〈駒乃屋〉牛釜めし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,000円
■地下1階 フードコレクション

“　　　”円均一セン

“　　　”出セン

星ヶ丘三越初出品
星ヶ丘三越初出品

3/15（木）・16（金）  午前10時・午後2時焼き上がり

NEW

NEWNEW
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特別提供品 3月17日（土）1日限り 

3月14日（水）
特別提供品

第3回

柿安精肉 春の大感謝祭
●3月14日（水）～20日（火）  ●地下1階柿安精肉

星
ヶ
丘
三
越「
柿
安
精
肉
」が
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る
春
の
感
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祭
!

期
間
中
、毎
日
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画
を

ご
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意
い
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ま
し
た
!

星ヶ丘三越 柿安店長が厳選！「今食べて欲しいベスト5」開催！ 柿安精肉 感謝袋 数量限定販売会

肉の日滋賀県産 近江牛スペシャルセール

●黒毛和牛 リブロース すき焼き用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,000円
●柿安牛 焼肉用 モモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,000円
●黒毛和牛 ヒレステーキ用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 2,000円 など

●近江牛 肩ロースすき焼き用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,580円
●近江牛 モモすき焼き用・・・・・・・100gあたり 1,280円

●柿安精肉 感謝袋・・・【各日30袋限り】1袋 11,290円

●松阪牛 モモすき焼き用
・・・・・・・【30kg限り】100gあたり 1,129円

感謝祭ならではの内容が詰まった感謝袋! 
「柿安」特製保冷バッグ付。

3月14日㊌・15日㊍ 2日間限り 3月17日㊏・18日㊐ 2日間限り

3月19日㊊ 1日限り3月16日㊎～18日㊐ 3日間限り3月14日㊌オープニング企画

星
ヶ
丘
三
越 

柿
安
精
肉

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/120枚限り】

・・・・・・・・・1枚150g 1,620円 100gあたり1,080円

特 別 提 供 品

大感謝祭企画その❶

大感謝祭企画その❷

大感謝祭企画その❸

大感謝祭企画その❹

大感謝祭企画その❺

豚の市
●対面 豚肉全品 
　特別価格販売会
　開催

3月20日㊋ 
1日限り

柿安
ミートキッチン 
OPEN

●黒毛和牛ハンバーグ・・・1個 480円
●ふんわりローストビーフ
1パック200g入 

1,001円

柿安精肉店が作る
「お肉総菜」。
ご家庭で焼くだけ、
揚げるだけの商品を
毎日ご提供いたします。

新企画

※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。
※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。

大感謝祭企画その❻

初
企画

春のワインマルシェ2018 ●3月14日（水）～27日（火）　●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。

qフランスワイン
白・赤飲み比べ12本セット
【180セット限り】
・・・・・・・・・・10,800円
750ml×赤8本、
750ml×白4本

eヨーロッパ主要3か国
スパークリングワイン3本セット
【120セット限り】・・・・・・・・3,240円
750ml×泡白3本、原産国各国

wフランソワ・ラ・
ピエール
シャブリ・ミネラル
【120本限り】
・・・・・・・・・2,160円
750ml、白、フランス

EVENT

東京西麻布「ヴィーノ・デッラ・パーチェ」
ディレクター兼ソムリエである内藤氏が
皆さまのワイン選びをお手伝いいたします。
※都合によりスケジュールが変更になる場合が
　ございます。

●3月17日（土） 
　午前11時～午後4時

3/15（木）から販売

ヨーロッパを中心に世界各国のワインを楽しむ2週間。
この期間だけのお買得ワインセットや約70銘柄のワインが一堂に集結。

～イタリアワイン界の巨匠～
内藤 和雄氏来店！
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