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LACHIC GOURMET

鍋コレクション

スープが決め手の鍋料理。具材の旨みを引き出した美味なる鍋をお楽しみください。
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？大自然に育まれた「熊本 あか牛」

フード＆リビングフェスタ
■名古屋栄三越・ラシック 各階
■11月22日［水］ー28日［火］

キムチ肉鍋 レシピ

［材料（4人分）］
◎キムチ鍋つゆ（750g）
◎牛肉すき焼き用（400g）
◎白菜（1/4個）
◎にんじん（1本）

◎ニラ（1束）
◎ごぼう（1～2本）
◎白髪ねぎ（少々）
◎糸唐辛子（少々）

1白菜とニラはざく切り、にんじんは輪切りに。
　ごぼうはささがきにして、水にさらす。
2白菜とニラ、にんじんで土台を作り、鍋つゆを入れる。
3水気を切ったごぼうを牛肉で包むようにして、
　積みあげていく。最後に白髪ねぎと糸唐辛子を飾る。

たっぷり野菜鍋 レシピ

［材料（4人分）］
◎鍋つゆ（750g）
◎白菜（1/2個）
◎大根（1/2本）

◎小松菜（1袋）
◎パクチー（1袋）
◎しめじ（1袋）

◎えのき（1袋）
◎豆腐（1丁）
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おいしい鍋は道具からこだわる

本店から仕入れるフグをぶつ切りにしたボリューム満点の鍋。
コース料理にはフグ刺し、フグの唐揚げ、フグ入り茶碗蒸しなどの他、
看板メニューの「エビフライ（1本）」も付きます。
他に8,640円、10,800円のフグコースもご用意しています。
※注文は2名さまから ※写真は4名さま分 ※2日前までに要予約
ラシック/8F 活魚料理 まるは食堂　Tel.052-259-6701

「鳥開 総本家」自慢の親子丼の出汁を使用したすき焼き風鍋。
名古屋コーチンのモモ肉やムネ肉をはじめ、野菜もたくさん入っています。
名古屋コーチンの玉子を付けてお召しあがりください。
※ディナーのみ ※各日10食限り ※注文は2名さまから ※写真は2名さま分
ラシック/7F 鳥開 総本家　Tel.052-259-6101

名古屋発祥の人気店「赤から」とコラボ。両店の特長を
いかしたスープはコラーゲンでゼリー状に固まった状態で提供。
火を入れると溶け出し、芳醇な香りが広がります。
モツのとろけるような食感もやみつきに。
※各日20食限り（土・日曜は各日40食） ※写真は2名さま分
ラシック/7F 博多 五行　Tel.052-259-6115

和風だしのきいたカレースープとフレッシュトマトに、
自慢のマ・メゾンハンバーグが丸ごと入ったあったか鍋。
サラダとパンもしくはライスが付きます。※ディナーのみ
ラシック/7F マ・メゾン　Tel.052-259-6712

トマトとカレーをベースにしたスープは、マイルドながらもコクのある味わい。
豚肉やおぼろ豆腐、たっぷりの野菜を加えています。
小鉢と味噌汁、選べるごはん付き。
ラシック/7F おぼんdeごはん　Tel.052-228-6796

活魚料理 まるは食堂

フグコース 1名さま 6,480円 ※2018年2月中旬まで

鳥開 総本家

名古屋コーチンひきずり鍋 1名さま 1,880円
（名古屋コーチン玉子付き）　※11月30日（木）まで

博多 五行

赤から焦がし鍋 1名さま 1,590円 ※11月30日（木）まで

マ・メゾン

マ・メゾンハンバーグとフレッシュトマトのカレー鍋 1,814円
※11月30日（木）まで

おぼんdeごはん

豆腐と豚肉のトマトカレー鍋 1,232円

←やわらかな口当たり、芳醇な旨味、
そしてキレの良さ。絶妙なバランスの一本。
①〈岐阜県・三千盛〉
三千盛 小仕込純米（720ml） 2,212円
ほど良い芋の風味と上品な甘み。
飲み飽きしない、まろやかな味わいです。
②〈宮崎県・明石酒造〉
芋焼酎 ?ないな（900ml） 1,350円
名古屋栄三越/B1F ラ・カーヴ　
Tel.052-252-3703

→軽やかで飲みやすい上品な赤ワイン。ジューシィな
味わいがすき焼きなどのお肉の鍋にぴったりです。
①〈カステッロ・ディ・アマ〉
イル・キウーゾ2015（赤・750ml） 4,104円
辛口の爽やかなスパークリングワイン。柔らかで繊細な
味わいが白菜などの冬野菜を使った鍋に相性抜群です。
②〈アレグリーニ〉
コルテ・ジャーラ・プロセッコ・ミレッジマート・ドライ2016
（発泡白・750ml） 2,160円
ラシック/1F ワインショップ・エノテカ　
Tel.052-259-7250

→寒い冬はあたたかいお鍋に冷酒で一杯。
貫入 酒器セット
（片口×1・ぐいのみ×2） 10,800円
プレート 2,700円
名古屋栄三越/6F 食器
Tel.052-252-3669

↑幸せの象徴である
クローバー柄の華やかで上品な
雰囲気に、ゴールド使いで高級感
をプラス。年号入りなのでギフトにも
おすすめです。
〈アフタヌーンティー・リビング〉
ワインペアセット
（各365ml） 3,456円
ラシック/B1F 
アフタヌーンティー・リビング　
Tel.052-259-6271

↑変わりだねからIH対応の機能派まで、寒い冬にぴったりのお鍋を集めました。
①菊花瑠璃釉 IH土鍋（直径25㎝） 8,640円　②桜志野白梅 IH土鍋（直径25㎝） 10,800円
③〈兵山窯〉サビ梅花皮 手造り鍋（直径28㎝）［1点限り］19,440円
④招きねこ 手造り鍋（直径21.5㎝）［1点限り］17,280円　⑤だるま 手造り鍋（直径25㎝）［1点限り］19,440円
⑥〈源窯〉茶釉変り手 手造り鍋（直径28㎝）［1点限り］15,120円
名古屋栄三越/6F 食器　Tel.052-252-3669

↑日本の道具には、
使いやすさがつまっています。
越前塗 なべすき椀 錆うるみ
（約直径13×高さ7㎝） 各2,700円
名古屋栄三越/6F 食器　
Tel.052-252-3669

↑冬定番の海鮮鍋。鍋具材には欠かせない旬のおすすめ鮮魚です。
〈魚忠 鮮魚〉
①北海道産 生真たら切身（2切） 789円　②香川県産 ブリ切身（養殖・2切） 789円
③広島県産 加熱用生かき（100g） 627円
名古屋栄三越/B1F 魚忠 鮮魚　Tel.052-252-1688

↑薬味や鍋の味付けの決め手に!
①〈旭食品〉旭ポン酢（360ml） 713円
②〈オーサンファーム〉えごポン（200ml） 756円
③〈東山商店〉ゆずごしょう（赤・青、各60g） 各648円
名古屋栄三越/B1F グローサリー　Tel.052-252-3707

※写真はイメージです。

→熱々具材もよそいやすい
持ち手付き。シンプルで
使い勝手の良いとんすいです。
手付とんすい
（直径12.5㎝） 各1,080円
ラシック/B1F バースデイ・バー＆キッチン　
Tel.052-259-6259
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←1台で煮る、焼く、揚げる、蒸す、炊くの5役。
テーブルクッキングが楽しめます。
〈レコルト〉ポットデュオ フェット
（本体収納時：約W24×D22×H17.5㎝、
型番：RPD-3（NV）） 8,640円
名古屋栄三越/6F キッチン用品　Tel.052-252-3674

※写真はイメージです。

少人数鍋に
ぴったり!

野菜鍋に!肉鍋に!しゃぶ
しゃぶに! もつ鍋に!

↑世界一のカルデラを誇る雄大な阿蘇は、澄んだ空気や清らかな水など
自然に恵まれています。熊本のあか牛の魅力は、何と言っても余分な
脂分がなく、噛めば噛むほど「甘み」を感じます。
熊本 あか牛 ももしゃぶしゃぶ用（100g） 1,080円
名古屋栄三越/B1F 宮田精肉店　Tel.052-252-1809

↓基礎調味料やだしでお馴染みの久原本家食品と
三越伊勢丹グループとの共同開発商品。それぞれの
基礎調味料にあった出汁の風味を最大限にいかすため、
化学調味料に頼らない味付けに仕上げました。
〈ISETAN MITSUKOSHI THE FOOD〉
鍋つゆ 醤油・味噌・しお（800g/3～4人前） 各378円
鍋つゆ キムチ（800g/3～4人前） 411円
名古屋栄三越/B1F グローサリー　
Tel.052-252-3707

↑野菜本来の味を堪能しながら、ビタミンやミネラルもたっぷりとれる
ヘルシーな野菜鍋。そんな野菜鍋の人気の具材を取り揃えました。
●小松菜　●ニラ　●パクチー　●セリ　●白菜
名古屋栄三越/B1F 江戸屋　Tel.052-252-3796

↓水たき料亭「博多華味鳥」独自の製法により
上品で優しい味わいに仕上げました。料亭の味を
ご家庭でお楽しみください。
〈トリゼンフーズ〉
博多華味鳥 水たき・寄せ鍋・もつ鍋スープ
（各600g） 各432円
ラシック/B1F 北野エース　Tel.052-259-6266

野菜鍋 人気の具材

具材を活かす絶品スープだしの旨み感じる鍋つゆ

→北欧らしさを感じさせる
色使いがかわいい
ムーミンのミトン。毎日の
料理が楽しくなりそうです。
ミトンSは鍋敷き、鍋つかみとして
も使えます。※色違いピンク有
〈ムーミンショップ〉
ムーミンショップ限定ドットシリーズ
①ミトンS（W18.5×D1×H18.5㎝） 1,620円
②ミトン（W13×D5×H26㎝） 2,160円
ラシック/6F ムーミンショップ　Tel.052-269-1626
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1葉物野菜はそれぞれ4～5㎝のざく切りにし、茎の
　部分と葉の部分に分ける。大根は薄く半月切りに。
　えのきは根元を切り落とし、しめじは小房に分ける。
　豆腐は一口大に切る。
2鍋に鍋つゆを入れて、底に大根、葉物野菜の
　茎部分を入れる。白菜、小松菜、パクチーを
　積み上げ、最後にきのこ類、豆腐を入れる。

※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。
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※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※産地が変更になる場合がございます。

↑ヘルシー鍋に鴨肉、こってり鍋には名古屋コーチン。どちらも旨みがあって絶品です。
〈宮田精肉店〉
①岩手県産 岩手がも ムネ鍋物用（100g） 855円
②岩手県産 岩手がも 骨付モモ肉（1本） 843円　③名古屋コーチン モモ肉（100g） 675円
名古屋栄三越/B1F 宮田精肉店　Tel.052-252-1809

※写真はイメージです。

　不要なディテイルを省いたフォルムが、
温もりと懐かしさを感じさせてくれるデザイン。
軽くて持ちやすく、またチタン処理により
耐久性にも優れています。
〈ノーマンコペンハーゲン〉ベーシック
①ワインポアラー
（W3×D2.5×H10.6㎝） 4,320円
②コルクスクリュー
（W3×D2.7×H13.6㎝） 5,400円
③フォイルカッター
（W4.4×D2.5×H5.8㎝） 4,320円
ラシック/6F アーノット　
Tel.052-259-6571
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