
恵比寿三越は、２月２８日（日）をもちまして
営業を終了いたします。

なお、営業終了日の2月28日（日）まで休まず営業いたします。

※超甘撚りは、〈テネリータ株式会社〉の一般的なタオルとの比較による。

恵比寿駅
方面

2月23日（火・祝）
パイルジャージルームウェア上下セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・【20セット限り】 11,000円 綿100％、M・L
2月25日（木）
ガーゼパジャマ・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】 11,000円
綿100％、M・L

2月26日（金）
バスタイムセット（バスタオルショート・ハーフバスマット×各1）
・・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】 5,500円 いずれも綿100％
2月27日（土）
選べるカラーバスタオルショート2枚セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20セット限り】 8,800円
※超甘撚りバスタオルショートの生成り色1枚に、お好きなカ
ラー1枚がお選びいただけます（いずれも綿100％）。

2月28日（日）
選べるカラーフェイスタオル2枚とオリジナルバッ
グセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20セット限り】 5,500円
※超甘撚りフェイスタオルの生成り色1枚に、お好きなカラー1
枚がお選びいただけます（いずれも綿100％）。テネリータオリ
ジナルバッグ（約W37×H40cm・マチなし）付

その他 お買得品の一例

〈ストンプ・スタンプ〉夏物アイテム よりどり2点
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,100円

◆地下1階 ストンプ・スタンプ

〈ダッドウェイ〉
K’s Kids ポップアップトンネル（おもちゃ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】1,980円

◆地下1階 ダッドウェイ

〈L.P.O〉春夏コレクション ウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各1,100円

◆地下1階 L.P.O

〈エルファ〉木製マグネット魚つりパズル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】1,100円

◆地下1階 エルファ

〈キャロットラペ〉売り尽くしセール
店内のセール価格からさらに、レジにてスペシャルプライスでご
提供します！　　　　　　　　　     ◆地下1階 キャロットラペ

〈ブロンティベイパリス〉
特別セール  
◆1階 イベントスペース

a.FLORENCE（ゴールドハンドル）
・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】 26,400円
b.SIENA（ゴールドハンドル）
・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】 28,160円
いずれも本体側地：ナイロン、裏地：ポリエ
ステル、ハンドル部分：牛革、
a.W35×H27×D15cm、
b.W45×H30×D16cm、いずれもフラン
ス製

※数量限定の特別提供品のためなくなり次第終了とさせていただきます。※画像と実際の商品は、色柄が異なる場合がございます。

〈西川〉寝具セール  
◆2階 アトリウム

羽毛掛けふとん
【10点限り】 110,000円
側地：綿100％、詰物：ダウン95％･フェザー
5％（ポーランド産ホワイトマザーグース使
用）、詰物重量：1.2kg、150×210cm

●羽毛掛けふとん
・・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】88,000円
側地：綿65％･ポリエステル35％、詰物：ダウン
93％･フェザー7％（ポーランド産ホワイトマザー
グース使用）、詰物重量：1.2kg、150×210cm

その他売り尽くしブランド

a

b

2月24日（水）
タオル素材のスリッパ ・・・・・・【20点限り】 各2,750円
パイル部分：綿、底材：合成皮革、M・Ｌ

〈ミキハウス ダブルB〉 リバーシブルジャンパー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,800円
本体：ナイロン100％、中綿：ポリエステル100％、カラー：紺のみ、80～120cm
☆その他、シューズや帽子などのファッションアイテムも特別価
格でご用意しております。　　　　　     ◆地下1階 ミキハウス

お買得なファッションアイテムを取り揃えた最終売り尽くし！

店舗入口
のご案内

店舗の出入口を制限させていただいております。
下記フロアマップの　マークが付いている出入口および2Fは閉鎖中です。
※混雑時には入店をお待ちいただく場合がございます。
また、諸般の事情により出入口は変更になる場合が
ございます。予めご了承ください。

臨時出入口
午前11時～午後7時

センター広場口
目黒口

ショップ口

広尾口

恵比寿駅口

センター広場口

記念館口

目黒口

広尾口

正面入口

三越エレベーター

三越エレベーター

1F

B1F

恵比寿口

プロムナード口

三越
エレベーター

B2F

〈イタリアンジュエリー〉K18シェルカメオ
ペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】 11,000円
約2.0×1.5cm、ビーズチェーンの長さ：44cm（アジャス
ター4cm含む）　　　　◆1階 イタリアンジュエリー pop up

〈JEAN-LOUIS
SCHERRER〉
レザージャケット
【10点限り】
・・・ 22,000円
羊革、M・L

◆地下1階
レザー＆ファー北川

〈かるかや〉
鉢植えセール
◆1階 かるかや

暮らしに彩りをプラ
スする鉢植え商品を
特別価格で販売し
ます。

〈アートステーション〉レスリー・セイヤー額装品
「ラ・バレンシア」・・・・・・・【現品限り】 396,000円
木・樹脂・紙、シルクスクリーン、額外寸：縦91×横102cm 

◆2階 アートステーション

ビニール長傘各種 【計200点限り】 各2,200円
素材・サイズ各種 ※画像は商品の一例です。

◆１階 エビス スタイル ファッションパーツ

シルクスカーフ各種【計150点限り】 各2,200円
絹100％、サイズ各種 ※画像は商品の一例です。

◆１階 エビス スタイル ファッションパーツ

婦人レッグアイテム8点セット【50セット限り】 2,200円
素材・サイズ各種 ※画像は商品の一例です。
［セットの一例］タイツ、はらまき、パイルソックス×2、レースソックス、ソッ
クス、ストッキング×2　 ◆１階 エビス スタイル ファッションパーツ

紳士ハッピーソックス5足組【20組限り】 1,650円
素材各種、26～29.5cm ※画像は商品の一例です。

◆１階 エビス スタイル ファッションパーツ

臨時出入口
午前11時～午後7時

2月28日（日）のみ
利用可能

2月23日（火・祝）～2月28日（日）
　　　利用可能

センターエレベーター

〈テネリータ〉スペシャル6DAYS
地下1階 テネリータ
素肌にやさしい素材で作りあげたアイテムをお買
得価格でラインナップ。

ベビー＆キッズお買得品　地下1階 ベビー・子供服雑貨 各ショップ
人気のキッズブランドやファミリーブランドからお買得商品が続々登場！

恵比寿三越 各階

三越恵比寿店 店長

田代 直子

26年間この街で多くのお客さまに
支えられて参りました。
今でも毎日、お子さまの成長やお客さまとの会話
から元気をいただいておりますが、コロナ禍の
休業後、お店を再開したその朝に、お客さまから
「お帰りなさい」と声をかけていただいた際には、
地域の方々の温かさに心から感動いたしました。
残りあと1週間、「えびす顔」の笑顔で精いっぱいのおもてなしをし
て参りたく存じます。
そして、いつまでも恵比寿三越での楽しかった思い出を胸に刻んで
いただけたら幸いです。長い間、本当にありがとうございました。

恵比寿三越×三越伊勢丹アプリ プレゼントキャンペーン

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードは
←こちらから

2月23日（火・祝）～2月25日（木） 午前11時～午後7時
引換場所：地下2階 特設会場（資生堂パーラー横）

期間中、恵比寿三越店内で3,300円以上（税込・合算可）
お買いあげいただいたレシートと三越伊勢丹アプリのダ
ウンロード・会員登録後に表示されるクーポンをご提示い
ただいた方、先着3,000名さまに「ライオン像をかたどっ
たゼリーを含む〈彩果の宝石〉詰合せオリジナルパッ
ケージ」を1箱プレゼント。
※すでに伊勢丹オンラインストア、三越オンラインストア、三越伊勢丹メールマガジ
ン、三越伊勢丹WEBサービスのイベント予約・サービス予約などをご利用されたこ
とがある方は登録済みのメールアドレスとパスワードで「ログイン」から始めてくださ
い。※当クーポンは「伊勢丹新宿店クーポン」の中に表示されます。※お一人さま
１回限り。※なくなり次第終了とさせていただきます。

ご来店プレゼント
2月26日（金） 1日限り　お渡し場所：1階 アトリウム

2月26日（金）にご来店いただいた方、先着2,000名さま
に「恵比寿三越オリジナルデザイン一筆箋」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。

ライオンだるまにメッセージを。
2月23日（火・祝）～2月28日（日）
1階 アトリウム

会場に設置されたライオンだるまに
恵比寿三越へのメッセージをお書き
ください。会期終了後、群馬県高崎
市にある少林山達磨寺にて祈祷い
たします。

店舗出入口を制限いたしております※1 お客さまと従業員の安心・安全のため、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご理解・ご協力をお願いいたします。

※1：詳しくは裏面をご確認ください。
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2.23 火祝 ※体温が37.5度以上の方の入店はお控えいた
だきます。※フェイスシールド及びマウスシールドの
み着用の方の入店はお控えいただきます。
※レストラン、カフェ、イートインにおいても食事以
外はマスクの着用をお願いいたします。

店内では常に
マスク着用

お客さま同士 
適度な距離の確保

店舗入口での
体温測定

※掲載画像は商品イメージである場合もございます。 ※数に限りがある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。
※盛り付け例の画像の器等は商品に含まれておりません。 ※生鮮品は、天候等の事情により、入荷が遅れたり、入荷が無い場合がござ
います。 ※標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

営業時間／当面の間 午前11時～午後7時 ※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりましたイベントなどが変更・中止になる場合がございます。ホームページまたは店頭でご確認ください。
恵比寿三越のホームページは、検索キーワード　　　　　　　　　　　　　　  でご覧いただけます。恵比寿三越

2F・1F・
B1F



オリーブオイルの香りともっちり食感
がお楽しみいただけるセミハード生地
で、黒糖風味のなめらかなこし餡を包
みました。

アンビザー 1個 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 292円

／ 今週のBAKERY & 
SWEETS PROMOTION／

〈ポワン エ リーニュ〉
地下2階 ベーカリー＆スイーツ

プロモーション

カカオの香りや酸味、苦味がほどよく調和したク
リーミーでマイルドなクーベルチュールミルク
チョコレートをガトーラスクの両面にコーティング。

グーテ・デ・ロワ プレミアム（簡易箱）
5枚入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 702円

／ ティータイムのおともに／
〈ガトーフェスタ ハラダ〉
期間限定販売
地下2階 イベントスペース
（オーシャンテールスイーツ横）

2月23日（火・祝）・2月27日（土）・
2月28日（日）
地下2階 イベントスペース
（ケーファー前）

甘酸っぱいクランベリーとチョコレートを
練り合わせて焼き上げた香り高い一品。

チョコレートとクランベリー
1斤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100点限り】 901円

〈俺のベーカリー〉
恵比寿三越オリジナル限定パン販売

有田焼や美濃焼など有名産地の陶
器の中から、冷蔵保存や電子レンジ
加熱にも対応するパック小鉢などを
ご紹介します。
〈西川陶器〉美濃焼 レンジパック各種
【各150点限り】 a. 550円、b. 440円、c. 385円

〈西川陶器・成器屋〉
有名産地陶器市
開催中～2月28日（日）
地下2階 イベントスペース
（青山フラワーマーケット横）

京都府・嵐山を流れる桂川をイメージし
た「せせらぎ」や、天然の塩にこだわった
「塩水ようかん」など5種を詰め合わせ。

季節の詰合せ 彩
1箱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】 1,080円

／ POP UP SHOP／
〈鶴屋光信〉
開催中～2月28日（日）
地下2階 イベントスペース
（オーシャンテールスイーツ横）

伝統のレシピでサクッとした食感に焼き
上げたロールクッキーに口どけなめらか
なクリームをたっぷりつめた福岡銘菓
です。お好きな味を計量販売します。
チロリアン量り売り
バニラ、ストロベリー、コーヒー、チョコレート
100ｇ あたり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 378円

〈千鳥屋〉（福岡）
チロリアン量り売り

地下2階 特設会場
（食品催事場横）

有機玉ねぎをベースに、旬の野菜や
果物をミックス。化学調味料を控え、
非加熱製法で作った健康志向の一
本です。
酵素ドレッシング
a.人参 b.プレーン c.紫キャベツ
1本 ・・・・・・・・・・a・c. 886円、b. 832円

〈実身美〉
期間限定ショップ
地下2階 イベントスペース

（韓美膳DELI横）

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

／ 2018年／
バターサンドブーム
a.〈プレスバターサンド〉
バターサンド 5個入
【95点限り】・・・・・・・1,001円 

／ 2004年／
マカロンブーム
b.〈ピエール・エルメ・
パリ〉マカロン 3個入、日本製
【30点限り】・・・・・・・1,512円  

／ 2020年／
フィナンシェブーム
c.〈ノワ・ドゥ・ブール〉
フィナンシェ 5個入
【100点限り】・・・・・1,404円  

／ 2014年／
チーズケーキブーム
d.〈チーズガーデン〉
御用邸チーズケーキ 
約直径16.5×高さ2cm
【販売日：2月23日（火・祝）・2月
26日（金）、各日30点限り】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円  

／ 2003年／ロールケーキブーム
〈パティスリー モンシェール〉
堂島ロールハーフ 約幅8.5×長さ
9×高さ7cm【販売日：2月26日（金）～2月28
日（日）、各日30点限り】・・・・・・・・・・・713円  

／ 2003年／NYチーズケーキブーム
〈松之助NY〉
ニューヨークチーズケーキ 
2個入【販売日：2月23日（火・祝）～2月
25日（木）、各日36点限り】 1,122円  

／ 1996年／抹茶ブーム
〈銀座かずや〉煉り抹茶 3個入
【50点限り】・・・・・・・・・・・・・・・・・1,151円

／ 2007年／バウムクーヘンブーム
〈マダムシンコ〉
マダムブリュレ 約直径14×高さ4cm 
【販売日：2月23日（火・祝）・2月26日
（金）、各日36点限り】・・・・・・1,728円  

／ 2002年／マンゴープリンブーム
〈聘珍樓〉
マンゴープリン 1個
【100点限り】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324円

／ 2014年／アップルパイブーム
〈松之助NY〉
サワークリームアップルパイ 
2個入【販売日：2月23日（火・祝）～2月
25日（木）、各日30点限り】 1,141円  

／ 1995年／カヌレブーム
〈コムパリ〉プチカヌレボックス５
5個入【販売日：2月23日（火・祝）・2月26
日（金）、各日30点限り】・・・・・・・・951円

／ 2018年／もぐもぐタイムブーム
〈清月〉
赤いサイロ 5個入
【50点限り】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 841円

／ 1995年／ショコラブーム
〈トップス〉チョコレートケーキ 
約18.5×6.1×高さ5.5cm【販売日：2月23
日（火・祝）・2月26日（金）、各日30点限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円  

B2F
恵比寿三越の開業1994年以降に訪れた、さまざまなスイーツブームの中で
話題（ブーム）となったスイーツをご紹介します。

流行スイーツ特集 地下2階  エビミツローカルスイーツ　

a b
c d

※いずれも限定数に達し次第、終了とさせていただきます。※ご予約お取り置きなどは承れません。ご了承ください。

※画像はイメージです。

2.23tue.  

2.23tue. オープニングサービス

三重県産 松阪牛切出し
100gあたり ・・・・・【100kg限り】598円

◆精肉の二幸

●静岡県産他 フルーツトマト
1箱 【お一人さま1点限り・200点限り】1,080円

◆クイーンズアイ ベジタブル

2.28sun. 2.25thu. ・2.26fri. 
●あじ開き 
1パック（3枚入） 【各日30点限り】480円

◆築地 中島水産

2/25（木）
香川県産他 菜花
100gあたり ・・・・・・・・・【20kg限り】108円

◆クイーンズアイ ベジタブル

2/26（金） 
佐賀県産他 アスパラガス
3束 ・・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】540円

◆クイーンズアイ ベジタブル特上にぎり寿司
10貫 ・・・・・・【各日50点限り】1,080円

◆築地 中島水産

刺身３点盛合せ
1パック ・・・・・・・【各日30点限り】980円

◆築地 中島水産

2/26（金） 国産牛サーロインステーキ用
1枚（150g） ・・【100点限り】1,080円

◆精肉の二幸

本マグロづくし寿司
9貫 ・・・・・・・・・・・・・【50点限り】1,280円

◆築地 中島水産

精肉スペシャルセット 1袋（鶏もも
肉2枚、国産牛切出し250g、国産豚切出
し300ｇ）・・・・【100セット限り】1,620円

◆精肉の二幸

和歌山県産 優糖星ミニトマト
1パック ・・・・・・・・・・・【100点限り】380円

◆クイーンズアイ ベジタブル

新潟県産 越後姫いちご 1パック 
【お一人さま2点限り・100点限り】540円

◆恵比寿 万弥

●うなぎ長焼 
1尾、鰻は国産 ・・・・・【30点限り】1,980円

◆築地 中島水産

●カニグラタンコロッケ 
3個 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】300円

◆築地 中島水産

●愛知県・熊本県産 あさり 
1盛 ・・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】1,080円

◆築地 中島水産

●長崎県産他 スナップえんどう 
100gあたり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108円

◆クイーンズアイ ベジタブル

●しらす干し
200g ・・・・・・・・・・・【50点限り】1,080円

◆築地 中島水産

●お魚弁当各種
1折 ・・・・・・・・・・・・【計30点限り】各480円

◆築地 中島水産

●まぐろたっぷりにぎり寿司
10貫 ・・・・・・・・・・・・【50点限り】1,280円

◆築地 中島水産

●香川県産他 ブロッコリー
1個 ・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】216円

◆クイーンズアイ ベジタブル

2.24wed. 

〈ピービーズ〉お楽しみ袋
【販売日：2月23日（火・祝）、50点限り】10,800円
セット内容：ALL BLACKS マヌカハニーUMF20＋
（MGO829＋）250g×1、ALL BLACKS マヌカハニー
MF 250g×1、α難消化性デキストリン・マヌカ青汁 
3g×30包、携帯用マヌカハニー100＋（5g×5包）×2
箱、ハニーディッパー、マヌカハニーはニュージーランド製

◆ピービーズ

〈ジョアン〉プティパンセット
【販売日：2月23日（火・祝）～2月28日（日）、各日50セット限り】702円
セット内容：プティレーズン、プティメロンパン、プティチーズ
カレー、プティ黒糖ロール、プティチーズロール、プティチョ
コロール×各１　　　　　　                      ◆ジョアン

●〈ピービーズ〉お楽しみ袋 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】5,400円　◆ピービーズ
●〈ケーファー〉お楽しみ袋
日本製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】2,160円　◆ケーファー
●〈まるみ豚〉もも肉スライス（冷凍加工）
200g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】368円　◆まるみ豚
●〈リッシュ・ベリー〉お楽しみ袋
Sサイズ・10袋入 ・・・・・・・・【30点限り】2,160円　◆リッシュ・ベリー
●〈未来日本酒店 EBISU-MITSUKOSHI〉
お楽しみ袋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】5,500円

◆未来日本酒店 EBISU-MITSUKOSHI

●〈彩果の宝石〉特用袋
1袋（28種・35個入） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【200点限り】1,080円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆彩果の宝石

2.23tue.  - 2.28sun
●〈まるこし〉スイートはちみつ梅干し 280g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,248円

◆まるこし

●〈オリーブマーケット〉オリーブパック詰合せ 100g×3パック ・・・・・・・・・・・ 2,160円
　◆オリーブマーケット

●〈ケーファー〉ミニオードブルセット 日本製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円
◆ケーファー

●〈ラ・メゾン・ジュヴォー〉お楽しみ袋 日本製 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,240円
◆ラ・メゾン・ジュヴォー

●〈オーシャンテールスイーツ〉お楽しみ袋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】2,160円
◆オーシャンテールスイーツ

●〈韓美膳DELI〉ユッケジャンスープセット 3パック入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,620円
◆韓美膳DELI

●〈クラビス by キーコーヒー〉お楽しみ袋 ・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10点限り】3,240円
◆クラビス by キーコーヒー

B2F B2F

B2F

各ショップからもお楽しみ袋やお買得品がたくさん。

食卓が賑わう新鮮食材がうれしいプライスで勢揃い！

恵比寿の皆さまからご好評いただいた名店の味が揃います。

ゆっくりと楽しみたい美酒や常備しておきたい本場の味がお買得。

ファイナル
フードコレクション

地下2階  エビスフードコレクション（食品催事場）

地下2階  イベントスペース（田頭茶舗横）

和牛を贅沢に使用して、たっぷ
りの野菜と一緒に煮込んだコク
と辛さが絶妙のスープです。

〈博多大東園〉博多ユッケジャン
450g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,188円

コンクール受賞歴のある名酒を多彩に揃えました。
ボルドー金賞受賞12本セット
750ml×12、赤、フランス製 【100セット限り】11,000円

あの有名銘柄ワインや人気の銘柄もお得
にゲットできるハズレ無しのワインくじ。
くじ引きシャンパーニュ・ワイン 
1本、原産国各種・・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】3,300円
１等／ドン・ペリニヨン 24,800円相当 フランス製 ・・・・・ 2本
2等／モエ・エ・シャンドン 6,500円相当 フランス製 ・・ 12本
3等／サントネイ・プルミエ・クリュ（ブルゴーニュ） 6,500円相当 フランス製 ・・ 12本
他6等までご用意

パンやスコーンに好適なジャムやキッチン
ソースを詰合せ。紅茶と共にお楽しみください。
〈ミセスブリッジス〉お楽しみ袋
英国製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】2,160円

〈トシ・ヨロイヅカ恵比寿店〉で販売していた黒
ビール使用のパウンドケーキにアレンジを加えて。

〈トシ・ヨロイヅカ〉EBISU
1本・長さ約15cm ・・・・・・・・・・【50点限り】1,851円

甘えび特有の甘みをそのままに、米麹で漬け
込むことで旨みを引き出した一品です。

〈海鮮珍味 海宝〉甘えび塩辛
100g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円

ワイン・輸入食材の
売り尽くしセール

感
謝
い
っ
ぱ
い
の
最
終
売
り
尽
く
し
セ
ー
ル
開
催
！

フードガーデン 日替りサービス

創業70年を迎えるロシア料理レストラン自慢
の、具沢山なピロシキを揚げたてでご提供します。

〈銀座ロゴスキー〉ピロシキ
全7種 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各324円

希少な固有品種「トンダ・イブレア種」から抽出した、
フルーティーでスパイシーな味わいをご賞味ください。

〈シナグロ〉有機オリーブオイル・ゾットペラ
227.5g ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,380円

キャベツと阪東もち豚を使った
肉ダネに昆布茶を加え、あっさり
仕上げた和風ぎょうざ。

〈目黒ぎょうざ宝舞〉
手ごね和ぎょうざ 1パック 871円

秘伝のタレでふっくらと炊きあげ
た国産うなぎと、旬のほろ苦い
ふきのとうをご堪能あれ。

〈くらま辻井〉
うなぎ山椒煮 100g  2,916円
ふきのとう 150g ・・・・・・・ 972円

B2F

※画像は一例です。

a

b

cc

●新潟県産他 生椎茸（菌床栽培）
1パック ・・・・・・・・・・【100点限り】380円

◆クイーンズアイ ベジタブル

2.27sat. 

aa bb cc

精肉対面コーナー
スペシャルセール（総菜除く）

◆精肉の二幸

最後の肉の日


