
〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
※営業時間については変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　

25 号水2020 11

実 演

実 演

マークのついている商品はネットショッピングで
事前予約が可能です。

ご注文・詳細は

藤菜美
わらび餅
3色詰合せ
（きな粉・抹茶・黒糖、1折）

・・・・・・・・・・・・・・・1,250円
吉廼家
みかん大福（1個）・・・・・303円

丹波園丹波の雫（大納言）
（230g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

※天候・交通事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。
※写真は調理・盛り付けの一例です。

■11月25日（水）612月8日（火）
■本館地下1階 イベントスペース
　〈おいしさGarden〉

■開設中2021年3月中旬まで ■新館地下1階 プラザB1

■新館地下1階 和洋酒

※各日午前１０時6午後７時 
※最終日は午後６時閉場

2週
開催

２週目からも銘店の美味満載！お見逃しなく！！

ネットもOK

ネットもOK

■12月2日（水）68日（火）※12月8日（火）は午後6時閉場第2弾

■11月25日（水）612月1日（火）第1弾

レストランキャメロン
4黒毛和牛ステーキ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・1,674円

京都・きぬかけの路
まざあぐうす
6京の抹茶ティラミス
チーズケーキ（1個）
1,350円《各日50個限り》

味工房志野
4㊨ゆず白味噌ドレッシング
（400㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・918円
㊧金ごまドレッシング
（400㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

京つけもの
西利

　　　  6千枚漬（100g）
・・・・・・・・・・・・691円

ネットもOK

井筒八ツ橋本舖
夕子ミルキー（8個入）756円

京・和華宇治抹茶栗の
モンブランロールケーキ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,530円
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イノダコーヒ抹茶と栗のモンブラン（1カット）・・・・・・・・530円

宇治抹茶と大納言小豆を使った生地と、和栗・フランス産
の栗を使ったモンブランです。抹茶の風味と栗の
まろやかな味わいをお楽しみいただけます。

本わらび粉を使用
した、なめらかで優
しい口溶けの切りた
てわらび餅です。

うなぎ、かき、あさりを
ふっくらと炊きあげ贅沢に
盛り付けたお弁当です。大徳寺さいき家 穴子だし巻弁当（1折）・・・・・・・・・1,620円
くらま辻井 うなぎ・かき・あさり豪華
三色弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円《各日50折限り》佐近

京の味比べ
（1折）1,296円

とり山卯吉
①鶏のももからあげ
（京七味スパイス、100g）
②鶏の黒酢南蛮
九条ねぎ和え
（100ｇ）・・・・・各451円

玉子と出汁でふっくらと仕上げるだし巻。職人が丁寧に
焼き上げた穴子とあわせた京の味わい弁当です。

ネットもOK

ネットもOK

ネットもOK

湯葉弥くみあげ湯葉（5枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

賀茂とうふ 近喜
6緑雨豆腐
（1丁、250g）430円

りょくう

※12月1日（火）は午後6時閉場

金つきたて
ごま（80ｇ）
540円

京都ごまの
専門店
ふかほり 

①

②

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

2週間
開催

〈ヴィタメール〉期間限定ショップきょう11/25（水）
〈初亀醸造〉新登場

ベルギー王室御用達認定のチョコレートブランド
〈ヴィタメール〉。1910年の創業以来、おいしさを
追求し品質を守り続けてきました。
サクサクの食感に焼き上げたサブレに
マカダミアナッツ、アーモンドをのせ、ミル
クチョコレートでコーティングしました。
マカダミア・ショコラ（ミルク）
（1箱、8枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円    
    

地元で人気の酒蔵〈初亀醸造〉が新登場。藤枝市岡部町で
1636年創業の〈初亀醸造〉は、造り酒屋の中では静岡県
で最古の歴史ある酒蔵です。

大吟醸「愛」（720㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,850円    

兵庫県東条町産の山田錦を丁寧に醸した旨みのある大吟醸。
上品で穏やかな吟醸香、旨味と酸味のバランスがとれた美酒。

2週間
開催

ぴょんぴょん堂
①懐紙入れ（ポリエステルちりめん、
1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,850円
②お茶懐紙（うさぎ）和紙
（20枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・715円
③ポチ袋（丑）和紙
（3枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・495円

①

②

③

デパ地下 information

ネットもOK

ネットもOK



■　　　　12月29日（火）61月11日（月・祝） 
■新館8階 えんてつホール※物販は本館8階 催会場
予告

チケットはローソンチケット
（Lコード45555）にて発売中
展示内容やオリジナルグッズ情報などは
公式サイトにて最新情報公開中 ！　
公式サイト kimetsu.com/zenshuchuten/

※各日午前9時30分6午後7時30分、最終日は午後4時30分閉場　入場は閉場の1時間前まで　※12月31日（木）は午後5時30分閉場、
1月1日（金・祝）は休業日、1月2日（土）は正午からの入場となります　© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

全日 日時指定入場制

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
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エアイヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円

神戸発アクセサリーショップ〈ラフィア〉より、
痛くない、落ちにくいエアイヤリングの新シリ
ーズが登場です。

婦人靴（22.0～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,790円から

豊富なカラーバリエーションで好きな色が
見つかる、揃えたくなるキュートなエナメル
シューズをご紹介いたします。

期間
限定

ショ
ップ

手刺繍
プリントビーズ
２ウェイバッグ
（22×12×高さ18㎝）
・・・・・85,800円

〈ファルファーレ〉期間
限定

ショ
ップ〈ラフィア〉

■12月1日（火）まで■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

〈香鳥屋〉
ウィンターコレクション
■11月25日（水）612月1日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

■11月25日（水）612月1日（火）
■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

〈エリッツ〉
■11月25日（水）612月1日（火）

■本館3階 特設会場※最終日は午後4時30分閉場

※写真はイメージです。

プレゼント
会期中、対象商品をお買上げの
お客様にオリジナルハンカチを
進呈いたします。
※数に限りがございます。

新しいライフスタイル
にぴったりな〈エリッツ〉
オリジナルのコットンや
ウール素材を使用した
純日本製の上質カット
ソーをご紹介。
豊富なカラーバリエー
ションからお気に入りの
色をお選びください。

熟練の職人が
一針一針、丁
寧に刺繍でつ
くりあげたビー
ズバッグ。手提
げ・ポシェットと
してもお使いい
ただけます。

■承り場所／本館8階 クリスマスケーキご予約承り特設会場

ケーキ

1〈春華堂〉和三盆のガトーフレーズ（約23×11㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,700円
　 《12月24日（木）のみのお渡し》

驚くほどエアリーで軽い口当たりのデコレーションケーキ。和三盆を使用し
たクリームとスポンジは、甘さをおさえた上品な味わいです。

2〈仏蘭西料理 タルタル〉オマール海老のパイ包み焼き
　　（約1人前、径約9㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

ぷりぷりのオマール海老をほうれん草、キノコ、蕪の具材とソースでまと
め上げ、さっくりのパイ生地で包み焼きしました。

3〈RF1〉X’masサラダセレクション（約2～3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,489円

人が集うパーティにぴったりの楽しい詰め合わせです。彩りも美しい、7種
類のサラダをお楽しみいただけます。

〈フロインドリーブ〉シトーレン（約500g）・・・・2,721円

上質なバターやナッツ、ドライフルーツをふんだ
んに使用した神戸の名店〈フロインドリーブ〉の
シトーレンを、ぜひご堪能ください。

〈イベリコ屋〉イベリコ豚無添加ローストポーク
（イベリコ豚無添加ローストポーク300ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
〈natural〉SZ203050
【産地直送・送料込・冷凍便・同送不可】 賞味期限／冷凍で60日

IFFA世界国際ハムコンテスト金賞受賞。真空調理法
で仕上げ、イベリコ豚の旨味をしっかりと味わえます。

〈ハインリッヒ・ウド・ダニエル〉ダニエルさんのフィンガー
フード（フィンガーフード8種〈森のきのこのテリーヌ、仔牛の西洋わさび添え、
ロブスターと地鶏のポプリ他5種〉×2）5,400円〈D5〉SY202010
【産地直送・送料込・冷凍便・同送不可】 賞味期限／冷凍で90日

一つ一つ丁寧に仕込む美しい迎賓料理。温めるだけ
で簡単にパーティ料理のフィンガーフードが楽しめます。

〈春華堂〉クリスマスアイスケーキ スノーマン
（径約12㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,090円【送料込・冷凍便】
※香り付け程度の洋酒を使用しております。

マスカルポーネ、イチゴ、フランボワーズの組み合わ
せがたまらない、キュートなアイスケーキです。

可愛いクリスマスパッケージなので、お孫さんや
ご友人など大切な方へのプレゼントにも最適です。
〈メリーチョコレート〉クリスマスギフト
（クリスマスファンシーチョコレート×24、チョコレート52ｇ、チョコレート菓子45ｇ、
ミルフィーユ×8、星型クランチチョコレート×4）・・・・・・・・・・・・・3,240円
〈ＭＸＧ-Ｓ〉BT043010【普通便】（配送のみ）

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始が遅れたり、販売を中止する場合がございます。

今年は家でご馳走を囲んでお祝いを!

■ご予約承り／12月14日（月）まで
■お渡し／12月23日（水）625日（金）イ・コ・イ スクエア地下1階

■ご予約承り／12月14日（月）まで
■お渡し／12月23日（水）625日（金）イ・コ・イ スクエア地下1階

■ご予約承り／12月12日（土）まで
本館8階 クリスマスケーキご予約承り特設会場
■お届け日／12月23日（水）または24日（木）

ご注文承り／
■12月21日（月）まで
■本館8階 ギフトセンター

■ご予約承り／12月21日（月）まで 本館8階 ギフトセンター

お店で受取り ネットでもご予約可能！

自宅にお届け ネットでもご予約可能！

※一部対応していない機種・
アプリがございます。

オードブル

■ご予約承り／12月6日（日）まで
■お渡し／12月10日（木）620日（日）
本館地下1階 お渡しカウンター

シュトーレン

冷凍ケーキ

クリスマスプチギフト
盛り付けるだけ！ごちそうデリ

1

2

3

ご注文は
ネットまたは
店頭で！

ネットのご予約は
こちらから！
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