
木樽熟成りんご酢に
蜂蜜を加えて飲みや
すくしました。
水・牛乳等、お好みに
ミックスしてお飲み
いただけます。

青森県〈カネショウ〉
ハチミツ入りんご酢
（500ml）1,296円

信州産乾燥しいたけ大盛りです。

長野県〈みちくさ〉
乾燥しいたけ（1袋120g） 1,080円

紋甲いかに、昆布・トビ卵を合わせた
お刺身風珍味です。

北海道〈布目〉小いかトビラン
（100ｇあたり）………………… 1,296円

色よし、香りよし、風味よし。
生産量日本一の伊勢志摩産です。

大阪府〈来夢〉
アオサ（1袋25ｇ）……………1,080円

株漬け手塗り！ 豪快に株のまま漬け込んで
います。白菜の歯ごたえと甘さが好相性。

滋賀県〈天平キムチ〉
白菜キムチ（100gあたり）…… 280円

海藻たっぷりののどぐろ出汁スープです。
お湯を注ぐだけで簡単、あったか。

北海道〈ホットペッパー〉
贅沢のどぐろスープ
（100gあたり）……………………1,080円

カリカリ梅の食感と、
しそひじきのさっぱりとした味。

大阪府〈以呂波〉梅しそひじき
（1パック150ｇ）…………………1,080円

焼津産の天然カツオをワラでパリッと！
旨みをギュッと閉じ込めました。

静岡県〈圭佑屋〉
鰹のわら焼き（100ｇあたり）…798円

中央にたっぷりチーズを詰め込み、
外はサクッと！中はとろーりとした
絶品コロッケです。

北海道〈コロッケ倶楽部〉
チーズフォンデュコロッケ
（1個）……………………………………… 301円

栃木県〈宇都宮栄久餃子〉
宇都宮栄久餃子
（14個入）………………………………1,201円

野菜、肉 国産100%使用。
本格的な味をご家庭で。

福岡県〈八助〉
博多八助一口餃子
（15個入）……………………………… 1,134円

昭和38年創業の餃子専門店です。

実演

実演

実演

衣はカリッ、お肉はふんわり、
肉汁がジュワッ!

北海道〈萬珍閣〉
ザンギ
（100gあたり）486円

実演

神奈川県〈やき仙〉
そば入お好み焼き 
イカ豚ミックス玉
（1パック）……972円

実演

関西の喫茶店文化でもあるミックスジュースの味を
生クリームで表現した進化系のフルーツサンドです。

京都府〈JiTJi〉
みっくすじゅーすサンド
（1セット3切入）…………………………………691円

実演

“もちもち ふわふわ” とろける味わいです。
京ひみこ自慢のロングセラー商品です。

京都府〈菓子処 京ひみこ〉
京わらび（1折）…………………………………………………………………… 648円

実演

国産大豆の栄養と旨みが凝縮された湯葉です。
「とろけるような食感、風味豊かなこく」を
お楽しみください。

京都府〈京ゆば 湯葉弥〉
くみあげ湯葉（5枚入）………………… 1,404円

永平寺御用達「米又」の精進。コメ麹味噌を使用した
新しい福井の焼鯖寿司です。

福井県〈田村長源兵衛〉
みそ焼鯖寿司（越前味噌）（1本）……1,512円

「ミシュランガイド福岡・佐賀・長崎2019年特別版」に
掲載されました！コラーゲンたっぷりの国産の小腸だけ
にこだわり丁寧に下処理を行った自慢の牛もつです。

福岡県〈博多もつ鍋 星まつり〉
博多もつ鍋 星まつり みそ味
（2～3人前セット）……………………………3,985円

鮮度の良い刺身用の身厚なイカを高圧プレス機で
ふっくらジューシーに仕上げました。醤油味の衣が
あとを引きます。

北海道〈船源〉
イカの姿プレス焼き（100gあたり）…… 864円

実演

新食感☆ふんわりケーキ生地で焼きあげた
洋風今川焼です。

東京都〈スイーツヨシムラ〉
ベイクドカスタ

各200円
（小倉あん、カスタード、クリームチーズ、
チョコレート 各1個）……………………………

自家製やきぐりペーストをたっぷりと使用し
1mmの極細で絞りふんわりと仕上げました。

京都府〈栗吉〉
やきぐりモンブラン
（1個）………… 680円

実演

プロが焼きあげた西京焼。
これぞ本場京都料亭の味。

京都府〈京都 雅幸胤〉
銀鱈西京焼弁当
（1折）……………… 1,620円 実演

真イカの中にもち米を手作業で詰め、
ふっくら炊きあげ美味しいタレを絡めました。

北海道〈札幌若蔵〉
いかめし（１杯）………………………………………………………………… 1,080円

実演

福岡県〈博多とりかわ長政〉
博多本格とりかわ
（10本）……………… 2,160円

国産の“とりかわ”にこだわり、3羽で1本分しか
とれない希少部位だけを使用。
脂っこさはなく、とりかわが苦手な方でも
美味しく召しあがれます。

実演

金
谷
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ル
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栃木県〈金谷ホテルベーカリー〉
ロイヤルブレッド
（1本）……………………………702円

焼いては漬け込んで寝かせを繰り返し、
外はカリッと！中はジューシー！

旭川
しょうゆ

北海道
〈ら～麺処 優鳳〉
しょうゆラーメン
（1人前） 790円

旭川
辛みそ

札幌
みそ

北海道
〈麺屋 くるる〉
辛みそラーメン
（1人前） 890円

北海道
〈麺屋 零〉
みそラーメン
（1人前） 790円

北海道
〈函館ラーメン 櫻井家〉
しおラーメン
（1人前） 790円

福岡県
〈長浜ラーメン 福重家〉
とんこつラーメン
（1人前） 790円

東京都
〈浅草小松亭〉
しょうゆラーメン
（1人前） 790円

北海道産小麦を使った
コシのある多加水麺、濃
厚ながら後味の良いコ
ラーゲンたっぷりのスー
プが人気です。

北海道旭川で「辛みそラー
メンが美味しいお店」で人
気のラーメン店。濃厚でコ
クがあるみそスープ
を、ラー油と唐辛子で丁度
良いピリ辛に仕上げまし
た。（激辛ではありません）

昭和54年旭川で創業の
ラーメン店。しっかりとした
ベース、じっくり煮込んだ
チャーシューとの相性の
良いしょうゆラーメンが
人気です。

あっさりしながらも味わい深
い澄んだスープに、もちもち
した中太麺の組み合わせが
絶品です。

函館
しお

こってりおいしいとんこつ
スープが絶品の長浜ラー
メンです。

懐かしい昭和の味の
しょうゆラーメン。

福岡
とんこつ

東京
しょうゆ

[イートイン営業時間]各日午前10時30分から ラストオーダーは各日午後6時 
※最終日は午後4時とさせていただきます。（ ）

ご当地ラーメン食べくらべできたて
アツアツイート

イン

※画像はイメージです。

厳選された銀鱈を、自家製の
西京みそに数日間漬け込み

一番美味しい時にサッと洗い流し
焼きあげました。

1873年（明治6年）金谷ホテルを開業以来、
脈々と受け継がれた味。厳選された素材と日
光のおいしい水から、金谷ホテルベーカリー
のパンは生まれています。

竹の香り豊かで具沢山。えび、椎茸、豚肉の具
材と、もち米が混ざり合う本格台湾風ちまき。

兵庫県〈神戸・南京町 大同行〉
中華ちまき
（3個入）…………………………………1,361円

実演

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2023  1 / 25 水

店舗内で安心してお買物いただくためにイベント開催時・ショップ混雑時等の「適切な距離の確保」にご協力願います。

※天候・交通機関の諸事情により、商品の入荷の遅延、不能の場合もございますので予めご了承ください。※本紙でご紹介の料理の画像は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なります。※いずれの商品も売り切れの際はご容赦ください。

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。

 営業時間  ●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後8時 ●1階～8階は午前10時－午後7時
※営業時間は変更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。※掲載情報につきましては、諸般の事情により変更・中止させていただく場合がございます。

うまいもの博
ホシ
ミツ

1月25日（水）～1月30日（月）
８階 催物会場 最終日午後５時終了

【 三越伊勢丹アプリ会員さま限定 】

※先着300名さま限り。 ※お一人さま1回限り。 ※限定数に達し次第、終了とさせていただきます。
※詳しくはクーポン画面をご覧ください。

期間中、三越伊勢丹アプリで星ヶ丘三越をお気に入り店舗にご登録いただいた方に「ホシミツうまい
もの博」イートインコーナーでお使いいただける100円クーポンを配信します。

既にご登録されている方も対象です。

イートインメニューのご注文で使える100円クーポン配信！
８階

「ホシミツうまいもの博」
会場内では

「マスクの着用」に
ご協力願います。


