


4銀鱈味噌漬切り出し（200ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・604円
●いかげそ粕味噌漬（300ｇ）540円

■4月18日（水）624日（火）
■新館 プラザB1※最終日は午後7時閉場

〈かきたねキッチン〉

■4月18日（水）65月1日（火）
■新館 ウィークリースウィーツ
※最終日は午後7時閉場

〈神戸クリームクラッフィー〉

9季節のお楽しみセット
（抹茶のパンほか）1,080円
《各日30セット限り》

6ストロベリートルテ
（径約１５㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

〈ケーニヒスクローネ〉

かきたねブーケBOX
（あと辛・チーズ・塩だれ・山椒各2袋、80ｇ）・・・・・・540円

4㊧〈萬乗醸造〉
醸し人九平次
純米大吟醸山田錦
EAU DU DESIR
（720㎖）・・・・・・2,095円

4㊨〈土井酒造場〉
開運新酒 
特選純米大吟醸 
無濾過斗瓶取り
（720㎖）・・・・・・5,400円 

〈フォション〉

〈叶匠壽庵〉

スコッチウイスキー飲み比べ
試飲販売会

格付け1級の優良畑のピノノワールを
飲み比べいただけます。
■［予告］4月28日（土）・29日（日・祝） 
■新館 和洋酒 
※午後2時30分64時30分、
午後4時30分66時30分の2部制
※お問合せは、TEL.053（457）5495［直通］

■4月21日（土）・22日（日）
■新館 和洋酒
※お問合せは、TEL.053（457）5495［直通］

●スペシャルテイスティング（2グラス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円

6グレンモーレンジィオリジナル（720㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,724円

〈庵月〉花まめ羊羹（半棹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

〈八起庵〉鴨なんば
（お持帰り用、2人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円

〈味の牛たん㐂助〉牛たん
（しお味、100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

味の特選会
■4月18日（水）624日（火）
■本館地下1階 食料品催場

その他の出店
●〈エプバンタイユ〉
　ビーフカツサンド
●〈村上重本店〉しば漬
●〈巣林庵湯葉工房〉
　京のゆばなべ
●〈伊勢丸水産〉さしみ昆布　　
●〈上海餃子〉えびにら水餃子　
●〈岡留蒲鉾〉さつま揚げ

【グランドオープン記念】「全国銘菓」特別限定品 期間限定ショップ 特別イベント

粒餡と求肥の餅が入った、大ぶりのオリジナル
最中です。
百福百壽（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円《各日15個限り》

京都・東寺の弘法市（毎月21日）
の前後3日間のみ限定販売され
る京都を代表する銘菓です。
〈笹屋伊織〉どら焼（1棹）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円
《4月20日（金）622日（日）の販売、
各日30棹限り》

■新館 和洋菓子

ノルマンドフロマージュ（1個）・・・・・・1,674円

上品で華やかな
香り、フルーティー
な酸味と甘みのバ
ランスがすばらしい
純米大吟醸。

兵庫県特A地区
の山田錦を40％ま
で自家精米した酒
米で仕込んだ純
米大吟醸。

北海道十勝産小
豆の餡をもちもち
の皮で包んだ風
味豊かなどらやき。
4〈黒船〉
黒船どらやき（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226円
《4月19日（木）6
22日（日）の販売、
各日120個限り》

4〈冨久家エマーユ〉
イタリアンロール
（1本）・・・・・・・・1,650円
《4月21日（土）のみ、
午後2時からの販売、
100本限り》

シュー皮とカステラ、
生クリームの三層仕
立てのロールケーキ。

■本館

■本館

〈入妻中村義雄商店〉
うなぎ佃煮（90ｇ）・・・・・・・・・・・・・1,653円

〈ヤマサちくわ〉
玉ねぎボール（10個入）・・・・・・・432円

まぐろ角煮（180ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・540円

〈村上重本店〉

〈一  大畑食品〉

4①小かぶら風味漬（150ｇ）440円
②胡瓜のしば漬（150ｇ）・・・・・480円
③つぼ漬たくあん（200ｇ）・・・570円

〈RF1〉

〈日本のさらだいとはん〉
■本館 惣菜

〈神戸コロッケ〉
■本館 惣菜

8香り愉しむ生ハムとルッコラのサラダ（100g）496円
●牛肉グリルと玉ねぎのバルサミコソース（100g）907円

京都産筍使用ローストビーフと焼
き野菜の和さらだ（100g当り）698円
●1/2日分の野菜が摂れる
　和さらだ弁当（1パック）・・・1,000円

6本ずわい蟹のクリームコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297円
●神戸コロッケ人気の詰合せ
（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円

■本館 惣菜

〈アジアン・サラダ融合〉
■本館 惣菜
ベトナム風 海老のサラダ生春巻き
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
●海老とアボカドのバジルマヨネーズ
　（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・572円

〈ベジテリア〉■本館 惣菜
61日の不足分野菜が補える！緑の健康バランス
30品目（レギュラーサイズ１杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円
●博多あまおう（レギュラーサイズ１杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・510円

〈新潟加島屋〉

●セロリ漬・ゆず大根（各160ｇ）各432円
《4月24日（火）まで20％増量の販売》

〈菜乃屋〉
4特別限定仕込みわさび漬
「封印」（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
《4月24日（火）までの販売》

〈ワインショップ・エノテカ〉
ブルゴーニュ・プルミエ・クリュ 
スペシャルテイスティング

■新館 和洋菓子
■新館 和洋菓子

■新館 〈フォション〉

●赤身（100g当り）・・・・・・・・・・・1,080円
●中トロ（100g当り）・・・・・・・・・1,280円
●大トロ（100g当り）・・・・・・・・・1,480円

●本マグロ中トロ
（養殖、鹿児島県産ほか、100g当り）・・・・・・・1,080円
●サーモントラウト切身
（養殖・解凍、ノルウェー産、5切）・・・・・・・・・・・・・・・・698円

※参加されるお客様は開始10分前に
　会場へお越しください。

マグロの重さ当て
クイズ開催

4月22日（日）午後3時から
大トロ

、中ト
ロ、

赤身、
お好み

の

美味し
さを

存分に
お楽し

み

くださ
い！

（クラシル）
お魚調理レシピ実演紹介
きょうの献立を手軽に作れる、美味しい魚料理のレシピを
分かりやすく動画でご紹介いたします。■本館 鮮魚 ■本館 精肉

特別企画

「働く女性や忙しいお母さんがラクして美味しいご飯を
楽しめる」をコンセプトに焼くだけ・切るだけの肉料理惣
菜を取り揃えています。

店長買付牛お買い得セール
■4月18日（水）620日（金）

●やきにく切落し・プレミアム小間切れ増量セール10%増量
●グランドオープン記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
　《4月18日（水）・19日（木）のみの販売》
●黒毛和牛 サーロインステーキ（国内産、1枚約150ｇ）1,680円
　《4月21日（土）・22日（日）のみの販売、各日100枚限り》
●お肉屋さんのメンチカツ（1パック、4個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
　《4月23日（月）のみ、午前11時からの販売、50パック限り》

対面コーナーで5,400円以上お買上げのお客様各日先着20名様に
「焼肉のたれまたは、わりした1本」を差しあげます。

プレゼント

4あぐー豚メンチカツ（1個）280円

プレゼント 2,500円以上お買上げのお客様先着50名様に粗品を
進呈いたします。

●［特別提供品］名古屋コーチン骨付モモ（1本）
・・・・・・・・・1,080円《4月18日（水）のみの販売、50本限り》

■本館 精肉〈鶏三和〉

●北海道たこわさび（100ｇ当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円
■本館 珍味〈味商〉

6〈明治屋〉
お楽しみ袋
・・・・1,300円
《100セット限り》 

〈明治屋ストアー〉〈ドンク〉

■本館 
　〈明治屋ストアー〉

プレゼント

4①バタール（１個）302円②コーンパン（大）（１個）140円
　③クロワッサン（発酵バター使用、１個）216円

1,000円以上お買上げのお客様、各日先着50名様にミニジャム
１個を差しあげます。

プレゼント 200ｇ以上お買上げのお客様、各日先着50名様にミニクロ
ワッサン１個を差しあげます。

■本館 
　〈ミニワン〉

■本館 〈インストアベーカリー ドンク〉

〈ミニワン〉

6ミニクロワッサン
・プレーン（100g当り）167円
・チョコ（100g当り）199円

①

②

③

②

①

③

6コーヒーメーカー（エッセンサミニ） 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
・カプセルコーヒー各種（10杯分）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円から

■4月18日（水）67月31日（火）
■本館 お・や・つ スクエア

期間限定ショップ
〈ネスプレッソ〉特設販売会

厳選されたコーヒー豆を使用した
カプセルコーヒー、専用のコーヒー
メーカーをご提供する期間限定
ブティックがオープン。

明るく美しく、お買物が楽しく便利になった食料品売場へ！

新館地下1階食料品売場にも、この機会ならではの美味が登場いたします！お見逃しなく！

■新館 和洋酒 

老舗の味も加わって魅力がさらに充実。

「遠州グルメ」地元ならではの自慢の味を集めて。

「日本の味」

店内の詳しい
情報はコチラ！

プレゼント 1,080円以上お買上げのお客様
先着50名様に「焼きたてちくわ」を
差しあげます。

〈柿安ミートキッチン〉

限定
販売

限定
販売

限定
販売

限定
販売

限定
販売

限定
販売

限定
販売

※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。

店内の詳しい
情報はコチラ！

近大マグロ
解体セール

Renewal GRAND OPEN!
きょう4月18日（水）本館・新館地下1階 食料品

新登場




