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〒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。　　　　　　　　　　　

※京都府産以外の原材料を使用している商品もございます。

※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。 ※食料品のポイント付与・ポイントでのお支払い、各種割引は除外とさせていただきます。

4月13日水619日火
※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 イベントスペース

〈おいしさGarden〉 

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。

人気商品を
並ばずゲット！

店頭渡しサービス
◉詳しくはネットショッピングをチェック!

ネットエンデパ
※一部対応していない機種・アプリがございます。

遠鉄タクシー
お届けサービス

ネット注文
限定

ネットで注文&決済

主催/京都市、京都商工会議所、（公社）京都市観光協会、（一社）京都物産出品協会

雅が薫る古都の魅力を一堂に。２つの会場で開催。

京都 雅幸胤
銀鱈西京焼弁当（1折）・・・・・・・・・1,620円

京佃煮 野村
極ちりめん山椒（70g）・・・・・・・・・・・1,200円

大徳寺
さいき家
穴子だし巻
弁当（1折）
1,620円

創業1755年、
季節を表現した生菓子を
つくり続ける京の老舗です。

①
②

実 演

麩房老舗
生麩の田楽（5本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

京都中央市場 京伸
活ぶり藁焼き塩たたき（高知産、100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

●吉廼家 いちご大福【ネット】
●京ゆば 湯葉弥 くみあげ湯葉【ネット】
●七味家本舗 七味大袋【ネット】
●京つけもの 西利 千枚漬【ネット】
●京昆布舗 田なか 手すきおぼろ昆布
●味工房 志野 ゆずと白味噌のドレッシング【ネット】
●ごまの専門店 ふかほり 金つきたてごま【ネット】

【本館8階 催会場】その他の出店

ふんわり炊き上げた
穴子と京だし巻き
のお弁当です。

①

②

      俵屋吉富
①季節の上生菓子（1個）各432円 ②【遠鉄百貨店限定】創作羊羹春宵の桜（1棹）1,080円

実 演

1940年創業、ネルドリップ珈琲を楽しめる喫茶店。

実 演

実 演

実 演

実 演

旬素材と伝統の技が織り成す
京料理から名物の鯖寿司を。
      京料理 井筒
4祇園鯖寿司（1人前）・・・・・・・・・・・・・1,944円

   京都 北山
  マールブランシュ
 4お濃茶ラングドシャ「茶の菓」
（8枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円

福寿園
6プレミアム抹茶
ソフトクリーム（1本）
　　　　　　　　　500円

イノダコーヒ
4①桜モンブラン
（1カット）・・・・・・590円
②コンゴ・ビルン
ガパーク
（180g）
1,620円

実 演

濃厚な抹茶の風味、
プレミアムなソフトクリーム。

満 月 阿闍梨餅（1袋、5個入）594円
《各日200袋限り、お一人様2袋限り》

京だんご藤菜美
京だんご3種詰合せ（みたらしだんご、抹茶だんご、
ぜんざいだんご各4本、計12本）・・・・・・・・・・・1,250円

京洋菓子司 ジュヴァンセル
竹取物語（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

七條甘春堂
桜もち羊かん（200g）・・・・・・・・・・・・・・1,296円

井筒八ッ橋本舗
夕子春の四味（20個入）・・・・・・・・・1,188円

まざあぐうす京のふんわりクリーム
シフォン（フルーツ、1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

グランマーブル
京都三色（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円



期間
限定

ショ
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限定

ショ
ップ〈アドーア〉

■4月13日（水）626日（火）
■本館3階 特設会場 ※最終日は午後4時30分閉場

〈アートフィアー〉
新作コレクション
■4月13日（水）626日（火）

■本館6階 紳士洋品 ※最終日は午後5時閉場

〈コトモノマルシェ〉
■4月13日（水）626日（火）

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈アイムドラえもん〉
グッズコレクション

※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。混雑状況に応じて、館内へのご入店を制限させていただく場合がございます

フラワーバレッタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,180円

■       4月20日（水）65月9日（月）
■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場

予告

まち歩きに最適なサイズ感の4wayダレスシ
ョルダーに岡山県井原市の「井原デニム」を
使用。デニムの経年変化が楽しめます。

おうち時間にぴったりなマグカップをはじめ、
食器やポーチ、文具などのアイテムを多数
取り揃えてご紹介いたします。

ハンドメイド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をご
紹介いたします。

・カラーブロックニット
・・・・・・・・・・・・・・・・60,500円
・スマッジプリント
スカート・・46,200円

大胆なカラーブロック
のニットワンピースに、
薄いオーガンジーの
グラデーションカラー
のプリントスカートを合
わせて、繊細な美しさ
を表現しています。

　　　　　　期間中、税込66,000円以上お買上げのお客様に
オリジナルミラーをプレゼントいたします。※なくなり次第終了とさせ
ていただきます。

プレゼント Tondo デニムクアトロショルダー
（27×6×高さ16㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円

マグカップ（アイムドラえもん/のび太とドラえもん）
（8.5×8.5㎝、340㎖）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,540円

松栄堂 ①香りのとびら（7㎝、お香5種、
各4本入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,320円
②インセンストレイ takuba（9㎝）3,850円

優雅な伝統の技を今に伝える、匠の技を一堂にご紹介。

●五建外良屋 花見ういろ【ネット】
●豆政 カシューホワイト【ネット】
●丹波園 丹波の雫（大納言）【ネット】
●［新登場］ぎょうざ処 亮昌 亮昌ぎょうざ【ネット】
●とり山卯吉 鶏の黒酢南蛮九条ねぎ和え【ネット】
●丹山酒造 純米大吟醸嵐山
●ゆりや いろり焼【ネット】

【本館地下1階 催会場】その他の出店

●ちりめん服 祇園 京ちりめんブラウス
●一布や おくすり手帳入れ
●西陣せがわ 西陣織カードケース
●京扇子とくの 手描き両面飾り扇子
●チタンクラフト チタンアクセサリー

【本館8階 催会場】その他の出店

佐近
6はもちらし（1折）1,296円

とり松
4網野名物ばらずし
（1人折）・・・・・・・・1,026円

京の食文化「鱧」を
彩鮮やかなちらし
寿司に。 くらま辻井 うなぎ・かき・あさり豪華

三色弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円

京甘味 文の助茶屋
本生わらびもち 無比
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円実 演

Boulangerie OPERA京都丹後地方の
郷土料理。鯖の
おぼろと色とりど
りの具を散りば
めました。

4ビーフステーキカツサンド
                    （1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,002円

ANDE〈アンデ〉
キャラメルバナナデニッシュ（3枚入）702円

キャラメルとバナナ、ふたつ美味
しい甘い香りのデニッシュです。

実 演

実 演

かづら清老舗
6都の花園コーム（黄色）
（縦12×横14.5×下がり8㎝、正絹丹後ちりめん、
かの子 羽二重使用、絹100%
※金属糸除く）・・・・・・・29,700円

色とりどりの菊や梅の
お花のつまみ細工が、
上品で可愛らしい髪飾り。

イベントスペース
〈おいしさGarden〉 ※各日午前10時6午後7時、最終日は午後6時閉場

本館地下１階からも、銘店の美味満載！4月13日水619日火 ■

りゅうあん
若蔵手彫りはんこ（ケース付） 
①蒔絵：桜図・・・・・・・・・132,000円から
②蓮手描き絵付：宝船41,800円から

みすや忠兵衛
お裁縫揃い（11品揃い）着物柄 黄
（24×17.5×高さ9㎝）11,000円《5点限り》

絞彩苑 種田
立涌人目絞りに小花帯あげ（絹100%）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円《現品限り》

ぴょんぴょん堂 
①和紙マット藤（260×380㎜、5枚入）
②御茶懐紙 藤（紫）（182×142㎜、20枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各715円

福永念珠舗
水晶 ローズクォーツ仕立て（水晶・ローズ
クォーツ・本絹房／女性用）・・・・・・・・・・・・・・7,700円

和柄雑貨 くろちく
2Wayハンドバッグ
（合皮・ポリエステル、37×13.5×高さ21㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,600円《10点限り》

独自の技法で染め上げた麻の
日傘。生成りと藍渋の染め分
けが絶妙です。
みつる工芸
麻の日傘「生成に藍渋染め裾ぼかし」
（親骨47㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,920円

①

①

①

②

②

②

HANAゆうき
6草木染シルクオーガンジーベスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（絹100%）19,800円

シルクオーガンジーを自然
の草花の色で染めました。

香鳥屋
手刺しプリントビーズ和洋装兼用
ハンドバッグ（ビーズ、30×12×高さ22（28）㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154,000円

中嶋象嵌
透かしすずらんペンダント35,200円

※各日午前10時6午後7時、最終日は午後3時閉場4月13日水619日火 ■催会場

ⓒ Fujiko-Pro APPROVAL NO. S622513
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