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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。　　　　　　　　　　　

イベントスペース〈おいしさGarden〉
※各都道府県産以外の原材料を使用している商品もございます。

■3月1日水614日火
■本館地下1階

※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。

新登場

新登場 ●うえだ屋［大阪府茨木市］
　大阪名物牛すじこんにゃく炊き
●村上重本店［京都府京都市］樽出ししば漬

崎陽軒［神奈川県横浜市］
特製シウマイ（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,460円

ザ・メープルマニア［東京都千代田区］
メープルショコラクッキー（9枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,053円

AND THE FRIET［東京都渋谷区］
①ポテトパフ サワークリーム アンド オニオン（80ｇ）
②ポテトパフ クワトロチーズ アンド オリーブ（75ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,100円

浅草小松亭［東京都台東区］よくばり盛り
（ナポリタン・オムライス・ハンバーグ、1折）1,296円

江戸三・大和屋［大阪府大阪市］
浪花いなり（10個入）1,404円

八天堂［広島県三原市］くりーむパン5種セット（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円

法多山
名物だんご
企業組合
［静岡県袋井市］
法多山名物
厄除だんご
（320ｇ）
・・・・・・・・600円

銀座ローストビーフ浅伊［東京都中央区］
A5ランクとろけるローストビーフにぎり
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円《各日50折限り》 ●いかやきやまげん［大阪府大阪市］

　大阪名物！玉子入いかやきねぎ入ソース味
●ベアホリック［東京都渋谷区］
　ベアケーキトートバッグセット《各日100セット限り》
●西原食品［大阪府大阪市］キンパ
●木村屋總本店［東京都中央区］酒種あんぱん五色
●世界の山ちゃん［愛知県名古屋市］幻の手羽先
●うえだ屋［大阪府茨木市］
　大阪名物牛すじこんにゃく炊き
●崎陽軒［神奈川県横浜市］特製シウマイ
●ザ・メープルマニア［東京都千代田区］
　メープルショコラクッキー

1週目
3/1水67火
※各日午前10時6午後7時、
3月7日（火）は午後6時閉場

2週目
3/8水614火
※各日午前10時6午後7時、
3月14日（火）は午後6時閉場

　　  ハウス カレーパンノヒ［大阪府大阪市］
①バーモントカレーパン（1個、150g）398円《各日150個限り》
②北海道シチューパン（1個、150g）432円《各日150個限り》

2週開催！全国人気の美味を厳選！新登場も見逃せない！

2週目その他の出店

1週目その他の出店

①

① ②

②
8利久［宮城県岩沼市］
牛たん贅沢弁当（ねぎ塩）（1折）1,836円
4岩崎本舗［長崎県西彼杵郡］
長崎角煮まんじゅう（5個入）・・・・・2,250円

スープストック
トーキョー
［東京都目黒区］
オマール海老
のビスク（180g）
・・・・・・・・・・・・・550円

2週目も
出店！

2週目も
出店！

2週目も
出店！

2ガトーフェスタ ハラダ［群馬県高崎市］
グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート
（簡易大袋、10枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

8マルコ102［神奈川横浜市］
アップルパイ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円

8世界の山ちゃん［愛知県名古屋市］
幻の手羽先（1人前、5本入）・・・・・601円



※品数に限りがございますので、売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。

毎日履きたくなる靴。包み込まれる心地良さ
と極限まで削ぎ落としたシンプルなデザ
イン。毎日が少し、楽しくなる色を厳選した
靴をご紹介いたします。

①〈印伝の山本〉
甲州印伝手提げバッグ
（鹿革、漆）・・・・・・・58,300円
②〈あかね屋〉
ざざんざ織小物入れ
（絹、本革）・・・・・・・・・・・4,150円

静岡と山梨の両県で
受け継がれてきた職人
の技をお楽しみください。
（甲州印伝・ざざんざ織・掛川
手織葛布）
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※最終日は午後5時閉場

〈TINTTINT &
KIKOTTO蔵前〉
■3月1日（水）67日（火）

■本館2階 婦人雑貨イベントスペース

「バイ・ふじのくに」
静岡・山梨の地場産品フェア

■　　  3月9日（木）614日（火）
■本館8階 中央ひろば ※最終日は午後5時閉場

①

②

世界的に活躍する気鋭の陶芸家であり著述家であ
る葉山有樹先生。今回発表される作品は、人類普遍
の願いを超絶技巧と称される高い技術で表現され、
未来に向けたメッセージが秘められています。

千年の華 葉山有樹展
■　　  3月9日（木）614日（火）■本館8階 催会場
※各日午前10時6午後6時、最終日は午後5時閉場

6静謐の調べPlate額（額寸縦横66.4㎝）・・・3,300,000円
2万花彩香炉 Ⅰ（24.6×高さ10.6㎝）・・・・・・・・・・・・1,320,000円

1961年 佐賀県有田町生まれ
1985年 佐賀県武雄市山内町にて開窯
1996年 執筆活動を始める
2007年 「A Pattern Odyssey 葉山有樹展」 spiral
2010年 「空飛ぶだんごむし」出版記念展 spiral
2012年 「工芸未来派展」 金沢21世紀美術館
2021年 「The Garden of Dreams porcelain Stories 
　　　　by Yuki Hayama」米国・ニューヨーク
全国百貨店にて個展開催

葉
山 

有
樹 【
作
家
略
歴
】

■3月16日（木）
　 629日（水）
■本館8階 催会場
※最終日は午後4時閉場

ローソンチケット
チケットぴあ
e+（イープラス）

http://l-tike.com【Lコード:41778】
http://t.pia.jp【Pコード:994-013】
https://eplus.jp

※別途手数料が掛かる場合はお客様負担となります。

◆前売券発売中！
3月15日（水）午後11時59分まで販売、
以降は当日券のみ会場で販売。
※店頭販売および店頭発券。

©イザワオフィス/フジテレビ

①ジュエリーボックス（17.5×16×高さ12㎝）1,430円
②バタークッキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
※一部価格が変更となる場合がございます。

① ②

バイヤーがセレクトしたおすすめ商品をお届け！

■本館地下1階

〈日本茶きみくら〉■3月1日（水）67日（火）

①【季節限定品】さくらとお茶ティーバッグ
（2.5ｇ×15個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円
②クープ（抹茶ティラミス、キャラメルほうじ茶、各1個）各670円

日本一の桜葉産地、伊豆松崎町の桜
葉を荒く粉砕したパウダーを使用したお
茶や、抹茶やほうじ茶のスウィーツなど、
お茶専門店が手掛ける様々なお茶の
味わいを期間限定でお届けいたします。

浜松産の遠州小落花を使用し、
濃厚な味わいながら口の中で優
しく消える後味でついつい手が
のびてしまう〈杉山ナッツ〉ならで
はのブリトルに仕上げました。

10種類以上の
魚介や野菜を
使い、華やかに
仕上げました。
特製出汁醤油
は酢飯との相
性も抜群です。
〈ちゃん影〉
節句ちらし（1折）
・・・・・・・・・・・1,296円

期間限定ショップ

3/1水・2木・3金のみの販売

新鮮なマグロや海
老・帆立などの魚
介を華やかに仕上
げた食べ応えのあ
るちらし寿司です。

①
②

北欧
デンマーク

発

雑貨ストア
が

オープン！

ジューシーなライチと
繊細なサクラの透明
感のある香り。手指に
うるおいと春の香りを。

オーガニック認証成分のみ配合の
贅沢なアロマも堪能できる高機能
なリップクリームです。
〈ジョンマスターオーガニック〉
リップカーム（４ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・各1,760円
■新館1階

■お渡し日/3月11日（土）・12日（日）
■お渡し場所/本館地下1階 テイクアウトお渡しカウンター

ご注文は3月9日（木）午後３時まで！

なめらかな
肌 へ 導く、
ローズが香
るボディス
クラブ。
〈サボン〉ボディスクラブ グリーン・
ローズ（60ｇ）・・・・・・・1,100円 ■新館1階

〈ロクシタン〉チェリーライチ 
ハンドクリーム（30㎖）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,595円
《3月1日（水）発売、数量限定》
■本館1階

8〈アトリエうかい〉ふきよせ
さくら（1箱）・・・・・・・・・・・・・・1,200円
■新館地下1階 全国銘菓

さくらや苺など、季節の風
味の焼き菓子と金平糖の
詰め合わせです。

〈ディーン&デルーカ〉プティ
フィナンシェコレクション15pcs
（1箱、15個入）2,052円《50箱限り》

〈アンリ・シャルパンティエ〉
いちごタルトアソートS（1箱）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
■新館地下1階

〈泉屋東京店〉クッキーアソート（ローズ）
（1箱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円
■新館地下1階 特設会場
※最終日3月14日（火）は午後6時30分閉場

贈り物に最適な
春らしい可愛いコスメも！

■本館・新館1階 化粧品

6〈トップス〉
トップスチョコレートケーキ R（1台）
・・・・・・・・・・・・2,160円《各日260台限り》

2〈西光亭〉
くるみのクッキー
（1箱）・・・・1,296円
■新館地下1階
全国銘菓

ネットで注文・店頭受取 限定

ご注文・詳細はこちらから！ ※一部対応していない機種・アプリがございます。

この時期だけのクッキー・
フィナンシェなど可愛い！
焼き菓子が大集合。

〈サンフィッシュ木野〉
ちらし寿司（1折）2,300円3/2木・3金のみの販売

〈inconeri（インコネリ）〉
春色のクッキー缶（1箱）2,200円

国産米粉と植物性素材のみで
作ったからだにやさしい焼き
菓子のセットです。

※写真はイメージです。

〈杉山ナッツ〉
杉山ナッツのピーナッツブリトル
（60g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円《数量限定》

婦人靴（22.0～24.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,950円

予 告
予 告

※一部対応していない機種・アプリがございます。

詳しい
情報は
こちら！
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