
松山三越5/2018 15 火
片岡 護 氏

アルポルトの味わいを
手軽にご家庭で。
左.ボロネーゼソース

1人前（140g）

各486円

右.ポモドーロソース

※なくなり次第終了
　とさせていただきます。

■5月20日（日）まで ■7階催物会場・1階アトリウムコート〈7階催物会場の最終日は午後4時閉場〉

後援： 愛媛県・松山市・松山商工会議所・愛媛新聞社・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・愛媛CATV・FM愛媛

●スピネッタ バルバレスコ ボルディーニ 2013
●スピネッタ ガッレッティ バローロ 2013

イタリア北部・ピエモンテ州を代表する
ワイナリーのワインを食卓の主役に。

赤×2、各750ｍｌ【12点限り】 14,040円

〈スピネッタ〉
バローロ＆バルバレスコ２本セット

後
半

Pasta

　“お家で
イタリアン”手軽

に楽しめるお総菜が充実。

5月15日◯  後半オープニングサービス火

【7階セミナー会場】

5月15日（火）後半スタート

〈野間エンタープライズ〉
ペペロンチーノ・オリーブオイル
229ｇ【100点限り】1,404円

〈シルヴィオ ベッソーネ〉
ジャンディオット 3種アソート
1袋【60点限り】324円

〈メルカトレーディング〉
マロングラッセ（ブロークン）
200ｇ【100点限り】1,101円

〈フロマジュリー ピノ〉
チーズのソムリエセレクトセット
【10点限り】10,800円【20点限り】1,728円

〈ビゴーテ〉
ローマピッツァ 3枚セット
【50点限り】1,620円

〈ラ ポルタ〉
パンツェロッティ4個セット

250ｇ×2【30点限り】
【100点限り】

2,501円

〈オークハウス〉
イタリア産豚サルシッチャセット　

生ハムのピザ、クアトロフォルマッジ
1,296円

〈Ｄ＆Ｃ〉
冷凍ピザ 2枚セット

独創的なアイデアで
イタリア料理ブームの
火付け役としても
知られる。メディアで
おなじみの人気シェフ。

〈ビゴーテ〉
子羊の重ね焼き 1パック1,080円

※いずれも直径約20cm

※写真はイメージです。

〈ラ ポルタ〉
ニョッキ（ポルチーニ茸といろいろ
きのこのクリームソース）
1パック 972円

イタリア料理ではかかせないきのこと
クリームをふんだんに使用したニョッキです。

今宵のディナーはイ
タリアンをお持

ち帰り。

大地の香りと味を堪能できる北
イタリアフェア後半では、お肉やきのこ、バターや生クリームを使った料理など
イタリア北部の魅力をご紹介！！ ！！

お肉屋さんのピッツァ
【各日50点限り】1,620円

スモークサーモンと
夢菜のサラダ648円

アルポルト特製
イタリア栗とナッツの
チョコレートムース
（コーヒーまたは紅茶付）864円

サマートリュフとブラウンマッシュルームの
ラグーソース スパゲッティ【各日40点限り】 2,160円

松山三越
限定

イタリア北部
の味

松山三越
限定

イタリア北部
の味

イタリア

北部の味

〈Ｄ＆Ｃ〉
プレミアム 森の真珠ピザ
（黒トリュフ ポルチーニ）
1枚（直径 約18cm）1,728円

黒トリュフとポルチーニを散りばめた
香り高い贅沢なピッツァです。
黒トリュフとポルチーニを散りばめた
香り高い贅沢なピッツァです。

　　　  〈バンカレッラ・ジョイア〉
鴨のロースト 100ｇあたり 972円

東京・京橋にあるイタリアンの名店。シェフの
田澤氏がつくるイタリア北部の伝統料理。
東京・京橋にあるイタリアンの名店。シェフの
田澤氏がつくるイタリア北部の伝統料理。

南仏に近いイタリア北部の代表的な料理。
濃厚なバルサミコソースを添えて。

催物会場

階7

マッシュルームの旨味が凝縮した
オイルベースのパスタにサマートリュフを
たっぷりかけて仕上げています。

午前10時30分～午後7時 
5月17日（木）・18日（金）は午後4時まで・

20日（日）は午後3時まで
ラストオーダー：各日終了30分前

リストランテ アルポルト

午前10時～午後7時
5月20日（日）は午後3時まで
ラストオーダー：各日終了30分前

ピッツェリア ダ ガエターノ

ナポリ湾に浮かぶ魅惑のイスキア島
にある名店「PIZZERIA DA GAETANO」の
屋号を継承することを世界で唯一
許されたお店です。

「ピッツェリア ダ ガエターノ」

赤海老と葉玉葱のトマトクリームソース
スパゲッティ【各日50点限り】 1,836円

とろけたチーズに4種のお肉の
旨み溢れるあつあつピッツァ。

※パスタの大盛はプラス162円です。　※いずれも写真はイメージです。
※パスタの種類によって提供する順番が前後する場合がございます。

※写真はイメージです。撮影時は黒トリュフを使用しています。

マルゲリータ 1,404円
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福岡県 福岡市 中央区

東京都 港区 西麻布

     濃
厚な海老

の旨味たっぷりな

　　　　
トマトクリームソースのパスタです。

色々キノコの入ったボロネーゼソース
スパゲッティ 1,404円

帆立貝とアスパラのビアンコ
スパゲッティ カラスミ風味 1,620円

北海道余市のトマトソース
スパゲッティ ベラロディーチーズ
1,296円

塩レモ
ンであっさりと仕上げた
　　　　オイルベースのパスタです。

ゆっく
り煮込んだ

ミートソースに

　香りの
あるキノコを加えたパスタです。

イタ
リア
北部の

ベラロディーチーズがたっぷり！

後半のみ

後半限定商品
後半限定商品

後半限定商品

  テイクアウト
   もOK！

15日（火）からお電話にてご予約承ります。
〈各回先着10名さま〉

承り時間：午前10時～午後6時

■5月18日（金） 〈午後2時から〉
■5月19日（土） 〈午前11時から〉

片岡 護 オーナーシェフの
クッキング＆トークショー
片岡 護 オーナーシェフの
クッキング＆トークショー

参加費
無料

0120-45-3254

四国
初登場

四国
初登場

イタリアの
選び抜かれた

4種のチー
ズを使ったピッツァ。

ナポリ
のガエター

ノ直伝！

トマトソ
ースとモッツァレッラ、バジルの定番ピッツァ。

pizza
クアトロフォルマッジ
（イタリア産BIOハチミツ付）
1,728円

ピッツァ・ガエターノ 1,512円

燻製チー
ズと新鮮な野菜・トマトと　ルッコラを使ったピッツァ。
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3,780円からベルト交換

イタリアのシンボルカラー、
グリーン・ホワイト・レッドなど
カラー豊富にご紹介いたします。

〈ダ ルチアーノ〉
ジェラート各種
50円引き
クーポン配信中!!

Check

イタリアカラー
ベルト特集

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※本人または天候・交通機関等の影響により予告なしにスケジュールが変更・中止になる
　場合がございます。 
※ワインのビンテージ及びラベル、キャップシール等は
　異なる場合がございます。

三越ストアアプリで

お得にBuono！Buono！

特別提供品

“美食の国”

　 イタリア
のおいし

さが咲きそろいました。

※イタリア製以外の原材料を使用している商品およびイタリア以外で製造された商品もございます。　※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。  ※掲載の商品は、数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。
※食品を除く特に表記がない商品についてはイタリア製です。   ※いずれも写真はイメージです。   ※食品の写真はいずれも盛り付け例・イメージです。　※状況により整理券を配布する場合がございます。　※天候または交通機関等の影響により産地変更・入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。

牛革、約W26×H24×D14ｃｍ

〈ドゥエミラジャパン〉
ベッティーナハンドバッグ
【1点限り】54,000円

レーザーカットで透け感を出し、
軽やかさを演出しています。

ヴェネチアガラス

ヴェネチアガラス、スチール

ヴェネチアガラス 花瓶

スプーン・フォーク各種

【1点限り】32,400円

各4,320円

ヴェネチアの美しい海を
表現した花瓶です。

ムリーネ（千の花）を
配した愛らしい
カトラリーです。

ガラス・真ちゅう・エナメルほか1個

〈ワイルドフラワー〉イタリアンビーズパーツ各種
33円～6,480円

牛革、約W45×H30×D13ｃｍ

牛革、約W37×H33×D21ｃｍ

〈カ・ドーロ〉ハンドバッグ
a.

b.

【1点限り】

129,600円【1点限り】

84,240円

イタリア製らしい「革」の素材・色・
風合いが楽しめるハンドバッグを
ご紹介いたします。

陶器･革紐、約４．７×４．７㎝

〈サフィナ〉
a.LA FORZA E LA TENEREZZA ネックレス

b.IL VIAGGIO ネックレス

【3点限り】25,380円

陶器･革紐、約４．３×２．５㎝【3点限り】18,360円

イタリア南部・モリーゼ州の陶芸職人
アンジェロとシモーネの兄弟により
生み出される陶器の芸術作品。
カジュアルはもちろん、フォーマルな
場面にも映えるネックレスです。

〈ボッテガ・エッセ〉

a.リリエーボ陶器 オブジェ（バッグ型）

b.リリエーボ陶器 BOX

c.リリエーボ陶器 絵皿

【1点限り】5,940円

【1点限り】15,984円

約W16.5×H19.5×D10.5ｃｍ

約W16×H7.5×D5.8ｃｍ

約25×25ｃｍ

【1点限り】15,984円

トスカーナ州の工房Sial-Cから
お届けする浮彫りのような絵付けを
したリリエーボ陶器。カラフルな
色彩をお楽しみください。

■5月20日（日）まで

■5月20日（日）まで

構造部材：天然木、表面加工：金箔張り
張り材：綿45％・ポリエステル30％・ビスコース25％
クッション材：ウレタンフォーム
約W205×H110×D94ｃｍ（SH50cm）

〈エスト〉3人掛けソファ
880,001円

5階 特設会場
エスカレーター横

6階 時計
クリニック

サルデーニャ島で生まれ、農業とワインに触れながら自然の
中で育つ。シエナの大学卒業後はロンドンでワインセールスに
携わったのち、トスカーナに戻り、現在のバディア・ア・コルティブ
オーノに。キャンティ・クラシコのスペシャリストとして皆さまに
伝統あるバディアのワインをお伝えします。

バディア・ア・コルティブオーノ
営業部長

〈ラ・スペランツァ〉
レ・ロッケ　ノンフィルター
EXヴァージン
オリーブオイル
228ｇ

〈オークハウス〉
ポレンタのサルシッチャ150ｇ 432円

1,512円

〈野間エンタープライズ〉
ビオロジコ  白バルサミコ酢
250ml【100点限り】 2,042円

イタリア北部でよく食されるポレンタ（とうもろこし
粉）を腸詰したイタリアンソーセージです。

〈バラッティ＆ミラノ〉 
チョコレート 量り売り
10ｇあたり 162円

トリノの老舗カフェの
チョコレートを量り売り。

            〈シルヴィオ ベッソーネ〉
ビーントゥーバー タブレット各種
各100ｇ各1,836円

ビーントゥーバーとは、カカオ豆が
チョコレートになるまでの工程を
一貫して行う製造方法です。
カカオの本来持つ風味をお楽しみ
ください。

　　　　〈ミシェラドーロコーヒー〉
エスプレッソ マチナート250ｇ1,651円

ミシェラドーロが誇るトップブレンド。ビター
キャラメルを想わせる濃厚な香りと旨みが
楽しめます。

　　　　〈ファミリア・デジデリ〉
チャルダ ディ モンテカティーニ
5枚入【200点限り】1,836円

アーモンドとバニラの風味が香る
ウエハース。トスカーナ地方の
伝統的な婚礼菓子です。

〈メルカトレーディング〉
イタリア焼き栗
マローネ量り売り
150ｇ 681円

イタリアの街角でおなじみの
風味豊かな焼き栗。

  チーズ オン
  ザ テーブル
パルミジャーノ
クリームトリュフ 125ｇ1,404円

パルミジャーノレッジャーノチーズを
スプレット状にし、トリュフを混ぜ込んだ
濃厚で贅沢な
風味が特徴です。

〈ヨーロピアンベーカリーikeya〉
オリーブチャパタ
1個【各日20点限り】881円

ライ麦をブレンド
した生地にグリーン
オリーブをミックス。

〈イル グスト ドルチェヴィータ 神楽坂〉
トリュフソルト（白・黒）セット
各25ｇ1,620円

黒トリュフはマッシュルーム系の香りが強く、
白トリュフはガーリック系の香りが強いソルトです。

〈フロマジュリー ピノ〉
ラスパドゥーラ100ｇあたり 972円

花びらのようにヒラヒラに、
専用かんなで削っていきます。
とろける食感が特徴です。

その場で
オーダー加工も
承ります。

【同時開催】

オリーブキッチン雑貨特集

天然木（オリーブ材）※写真は
イメージです。

●スプーン／木べら／カッ
ティングボードなど

〈アスクインターナショナル〉

（株）モトックス 営業戦略部
スーパーバイザー
（社）日本ソムリエ協会公認
シニアソムリエ

本間 敦 氏

Vino
ジャンドメニコ・
ゼッデ 氏

■5月19日（土） 正午・午後3時 【7階セミナー会場にて】
  イタリアンワインセミナー

職人の“美技が光る”
イタリアンアイテム。   

選び抜いた素材でイタリアンをつくろう！ イタリア各地から集められたワインを堪能！

アトリウムコート階１

催
物
会
場

階7
人気のLe Roccheの
ノンフィルター（オリーブの
果肉入）タイプ。まるで、
オリーブの実を食べて
いるようなフルーティーな
オリーブオイルです。

バルサミコの聖地ともいわれる
イタリア北部・エミリア・ロマーニャ州
モデナ産の希少価値が高い
ホワイトバルサミコです。

Fantastico

お

部
屋が
華やぐ

　

　
　カラフ

ルな陶器。

クルストゥ
ボーニ キャンティ 
クラシコ リゼルヴァ

赤、750ｍｌ

【6点限り】

4,839円

フルボディ

ミディアムボディ

辛 口

ジャンドメニコ・ゼッデ氏のおすすめ

●メディチ エルメーテ コンチェルト ランブルスコ
  レッジャーノ セッコ

●サルケート ヴィーノ ノービレ ディ
  モンテプルチアーノ 2013

●マストロベラルディーノ タウラージ ラディーチ
  リゼルヴァ 1998

【24点限り】 10,800円

キャンティ クラシコ
ロベルト ストゥッキ

赤、750ｍｌ

【12点限り】

2,506円

トラッポリーネ

白、750ｍｌ

赤発泡、750ｍｌ

赤、750ｍｌ

赤、750ｍｌ

【12点限り】

2,420円

本間チョースケ推奨「神ワイン」セット

白発泡×3、各750ml

フェッラーリ ブリュット入り
イタリア有名ワイナリー
スパークリング３本セット
【36点限り】 5,400円

後半のみ

後半のみ

後半のみ

後半のみ

後半のみ

後半限定商品

イタリア家具特集

ドルチェと一緒にコーヒーはいかが。

 NEW
松山
三越初登場松山
三越初登場

 NEW
松山
三越初登場松山
三越初登場

火

〈ダ ルチアーノ〉
ジェラート ティラミス 1カップ 471円

イタリアドルチェといえば「ジェラート」。
後半ではイタリア北部・ヴェネト州で
誕生した「ティラミス」を限定でお届け。

都内百貨店ワイン売場責任者として10年研鑽。2007年に
ワインインポーターに転職。週刊モーニングの人気ワイン漫画
『神の雫』の巻末コラムを手掛け、さらに同漫画の登場人物・
本間長介のモデルとなる。2012年より現職。

心地よい酸味と
余韻に残る

ミネラル感が特徴。 
バランスのよい酸と
芳香が特徴。

エレガントで
広がりのある
柔らかな味わい。

■5月18日（金） 正午  【7階セミナー会場にて】
百聞は一飲に如かず 神の雫ワインセミナー

15日（火）後半から登場のアイテムをご紹介！！

後半オープニングサー
ビス

　　　　　　ヴェネチアのガラス工房で
　　１粒ずつハンドメイドされた個性的な
ビーズパーツを約100種類取り揃えました。 
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