
7 号水2021 4

〒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。　　　　　　　　　　　

味のめんたい福太郎［福岡市］
4　　　　①めんべい
（めんべいプレーン小2枚×8袋）・・・・・ 481円
②無着色明太子（100g当り）1,296円

4月7日水613日火
■本館8階 催会場
■本館地下1階
　〈おいしさGarden〉 

味の明太子ふくや［福岡市］
8明太キッシュ（5個入）1,500円
6味の明太子（100g）1,080円

河野食品［みやま市］
古高菜（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・180円

天水［北九州市］
ぜいたくもずくのおすまし（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

川添製菓［福岡市］
黒棒（1袋5本入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

ペプチード［福岡市］
おいしい塩焼き栗（Mサイズ、270ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

九州蜂の子本舗［八女市］
国産蜂蜜花の道 早春みつ（140ℊ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円

料亭かのこゆり［宗像市］
あなごめし弁当（1折）・・・・1,944円

肉のヒサダヤ［糸島市］
炭火焼鶏ごぼうめしの具2合用
（200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

さかえや［粕屋郡］
6ソフトかりんとう
（300g）・・・1,080円

筑前たなか油屋［筑紫野市］
①極上黒胡麻油（270g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円から

主催／公益社団法人福岡県物産振興会　後援／福岡県、公益社団法人福岡県観光連盟
※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。

福岡屈指の味処から、選り抜きのうまかもんが8階催会場に到着！

マークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。●ご注文・詳細は ※配送はございません。ネットからの事前のご注文で、店頭でのお受取りが可能です。ネットエンデパ

イベントスペース

吉祥庵［福岡市］
①玄海灘さば寿司
（8貫）・・・・・1,728円 
②どんたく巻（8貫）
・・・・・・・・・・・・・1,242円 
③あなご寿司（8貫）
・・・・・・・・・・・・・1,242円

味の兵四郎［筑紫野市］
②あご入兵四郎だし
特別増量パック（9g×35袋）1,944円

実 演

実 演

オスピターレ
［福岡市］
スフォリアテッラ
各種（プレーン、ピスタ
チオ、チョコレートほか）
・・・・・・・・・300円から

八女茶のきた村［三潴郡］
焙煎火入れ八女茶（120g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

実 演

実 演

かさの家
［太宰府市］
8梅ヶ枝餅（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・650円

カシェット［糸島市］
6ホワイトクリーム
メロンパン（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

「福岡の工芸品」「地下1階 催会場」の情報は裏面に掲載！お見逃しなく！▶▶▶

梅の焼印が入った
太宰府天満宮ゆかりの銘菓。

秘伝のスープと国産ホルモンで
本場の味をご家庭で。

福岡空港店の限定キッシュを
アツアツの焼きたてで！

パイ生地を
何層にも重ねた
イタリアナポリ
伝統の味。

さつまいもに
こだわり、
職人の手作業
で丁寧に作り
あげました。

本 館

8階 博多料亭 稚加榮［福岡市］
6お徳用辛子明太子切子
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

老舗料亭ならではの逸品辛子明太子。

肉厚で脂がのった鯖寿司は食べごたえ満点！

博多芳々亭［福岡市］博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌、2人前）各3,240円
  太宰府えとや［太宰府市］
4梅の実ひじき（150g）702円

①

①

①

②

②

②

③

辛旨っ。
味自慢が勢揃い！

※各日午前１０時6午後７時、
4月13日（火）は午後3時閉場

※各日午前１０時6午後７時、
4月13日（火）は午後6時閉場

実 演

中島商店［福岡市］
6いわし明太子（1尾）・・・・・・・・432円



※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理･盛り付けの一例です。※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。

「2022遠鉄のランドセル」
本館5階 ランドセル売場拡大リニューアル！

赤毛のデュロックロースかつ
（130g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・745円

自社ブランド肉をはじめ、素材・
パン粉・油すべてにこだわっ
た商品をお届けいたします。

“ジーンズ作り=生地作り”という信念のもと、
様 な々国の綿から作られるジーンズです。

期間中、お買上げいただいた商品は裾上げ専用
ミシン「ユニオンスペシャル」にて裾上げいたします。

4月6日（火）オープン!
新宿とんかつ さぼてん

premium
■本館地下1階 惣菜

〈ジャパンブルージーンズ〉期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

■4月7日（水）613日（火）
■新館6階 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

〈innocentchild〉ヘアクリップ・・・・・・3,520円

ハンドメイドアクセサリーのセレクトショップ、
〈コトモノマルシェ〉。全国のクリエイターから
厳選した商品約2000点をご紹介いたします。

〈コトモノマルシェ〉
■4月27日（火）まで

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場
名匠呉服特選会

輪島うるし秀作展

■4月15日（木）620日（火）■催会場
※各日午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場

本館8階 催のご案内次週 

東京染小紋初の女性伝統工芸士、岩下
江美佳氏によるシックでモダンな着こ
なしをご紹介いたします。

同時開催

博多うち川［福岡市］辛子明太子（100ｇ当り）1,080円

秋山食品［八女市］
赤い恋人（150g×3本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

豊島蒲鉾［福岡市］
博多あげ天（よりどり4枚）1,101円

博多祇園町うま馬［福岡市］
博多ひとくち餃子（冷凍・焼き、
30個入）・・・・・・・・・・・・・・・・各1,404円

海藻三器［久留米市］
2きざみめかぶ（40g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

明月堂［福岡市］
4博多通りもん
・（5個入、1パック）
・・・・・・・・・・・・・560円
・（8個入）980円

工房茶輪子［宗像市］
木の鯉のぼり（中）（国産いちょう材、
16.5×2.5×高さ12㎝、台付）5,830円
《15点限り》

久留米絣山藍［八女郡］
6正藍染草木染手織
久留米絣（綿100%着尺）
・・・・・・・・352,000円《1点限り》

4月7日水613日火

とりかわ竹乃屋［福岡市］
博多ぐるぐるとりかわ（5本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

※各日午前10時6午後7時
※最終日は午後3時閉場

※各日午前10時6午後7時
※最終日は午後6時閉場

■本館8階 催会場
■本館地下1階 　　 〈おいしさGarden〉イベント

スペース

一部商品はネットでの事前注文が可能！
のマークが目印です。

ご注文・詳細は ネットエンデパ

8階 4わの栞［福岡市］
久留米絣のロール
カラーワンピース
（久留米絣〈綿100%〉、
フリーサイズ〈9～11号〉）
・・・・・・・・・・・・・96,800円

実 演 実 演

ランドセルの詳しい情報・ご購入はこちら▶

特設サイト開設中！

カタログ請求受付中！

棕櫚の郷
［うきは市］
2本棕櫚
まごころ半柄
（全長約88㎝、
お手入れたわし付）
16,500円
《20本限り》

リーブス［福岡市］
ウォーターリンクレザー
軽量ショルダーバッグ
（モスグリーン、30×7×高さ20㎝、
約350g）・・・・・・・20,900円

匠工芸［福岡市］
8透かし彫り櫛「花と子猫」
（10×6㎝専用ケース桐箱付）
・・・・・・・・・・・・33,000円《3点限り》

1階
でも開催！
地下

博多あき津［゙福岡市］
天然だし明太子「極附・
切り子」（180g）2,500円

原いちご農園
［八女市］
2博多あまおう
パフェ1,188円

実 演

イベント特典

実 演

4　　 賦活屋［北九州市］
ふくの唐揚げ（100g当り）864円
実 演

実 演

きんつば本舗
［福岡市］
4博多座
きんつば（1個）
・・・・・・・・・・270円

鹿田産業［八女郡］ 八女すだれ
（88×172㎝、竹、緑布久留米絣）259,930円
※オーダーも承ります。

8BéBé工房［久留米市］
アコヤパールイヤリング
（シルバー950、アヤコヤパール）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円 後藤博多人形［春日市］

大将（大）屏風（高さ25㎝、鯉のぼり付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,500円《3点限り》

小林彫刻所
［北九州市］
屋久杉仏壇
「飛鳥」
屋久杉仏具付
（43×34×高さ60㎝）
385,000円
《1点限り》
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