
８階「神奈川 横浜・中華街展」会場内では
「マスクの着用」にご協力願います。

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！

※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「神奈川横浜・中華街展」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。

〈東北人家〉
鶏飯唐揚げ弁当
（1折）……972円

〈四五六菜館〉
豚角煮弁当
（1折）……1,080円

実演 実演

〈江戸清〉
金華シウマイ
（10個入）

2,200円

第15回美食節点心品評会(2022年11月
開催)で金賞を受賞。豚肉、海老、椎茸に世界
三大ハムである金華ハムを加え、１個1個丁
寧に手包みした風味豊かなシウマイです。

〈王府井〉
正宗生煎包
（8個入/冷凍）1,301円

鉄板で香ばしくカリカリのきつね色に焼きあげつつ、もちもち感を残し
た皮。アツアツの肉汁があふれる焼き小籠包です。

本場の中国東北料理専門店の
味をどうぞ。

国産豚（モモ肉）をスライスして、一
枚一枚網に並べ桜チップで燻製にし
ました。噛めば噛むほど旨みが口の中
で広がります。

〈桜井〉美豚ハマジャーキー
（1袋）……………………………540円

四川伝統の醤と香辛料の香
り豊かな味わいの重慶飯店
人気メニューが、ご自宅で
も簡単調理で楽しめます。

〈重慶飯店〉麻婆豆腐醤
（1袋約130g入）………………486円

※お豆腐は商品に含まれておりません。

※画像はイメージです。

〈重慶飯店〉
番餅（1本）1,080円

たっぷりの“くるみ”と上品な甘さの“黒餡”が
銘店ならではの美味しさです。

〈横濱東風軒〉
台湾カステラ（ホール）
（1ホール）………… 2,800円

大きなサイズの月餅です。まるごと入った
栗と白あんとのハーモニーが絶妙です。

しっとりとして艶やかな自家製黒あ
んがたっぷり入った小月餅。

ぎっしりとナッツが詰まった、食べ
応えのある一品です。

風味豊かな黒ごまを黒あんの中に
練り込んだ、贅沢な味わいです。

中華のパイ生地で黒ごまあんを
やさしく包み込みました。

菊の形に見立てた、目にも美味しい
黒あんのパイ菓子。

香麻荳沙酥
（1個）………………………… 200円

栗子大月餅
（1個）………………………… 600円

黒麻小月餅
（1個）………………………… 300円

伍仁小月餅
（1個）………………………… 300円

豆沙小月餅
（1個）………………………… 300円

菊花酥
（1個）………………………… 220円

行列のできる人気店の中華まん。250グラムの
ビッグサイズで海鮮が入った贅沢な逸品です。

〈江戸清〉豚まん
（1個）……………………………………… 601円

やわらかな生地、ジューシーな具。
素材の味を大切にした手作りの味です。
〈萬珍樓〉肉まん
（2個入）………………………………… 901円

ふっくら柔らかな皮に、吟味された国産の豚肉
とあまみたっぷりの玉ねぎを使った餡がぎっし
り。さっぱり塩味が決め手の中華まんです。
〈同發〉肉まん
（3個入）…………………………………1,200円

具材にたくさんの野菜を使った、
肉とのバランスが絶妙な中華まんです。
〈康華楼〉肉まん
（3個入）………………………………1,188円

〈東北人家〉鶏の唐揚げ
（100gあたり）……………… 432円

とろけそうな食感に、じわ～と肉の旨
みがお口の中いっぱいに広がる美味
しさがクセになりそうです。

594円
〈康華楼〉東坡肉
（100ｇあたり）…………………

トンポーロ 実演

プリッとした食感と香ばしい皮に、ニラ
と豚肉、エビ、キャベツの旨みをギュッ
と詰めました。
〈康華楼〉海老にらまん
（8個入）………………………1,296円

実演

こだわりスープを包み込んだ熱々小
籠包。皮の中から旨みスープがお口
の中に広がる味わい点心です。

〈四五六菜館〉小籠包
（7個入）…………………… 1,380円

実演 実演

豚の三枚肉と輪切りの大根を、秘伝の
中華ダシでじっくりと煮込みました。と
ろけるような食感と程よい肉の旨みが
口の中で広がる美味しさです。
〈四五六菜館〉豚角煮
（100gあたり）………………… 598円

実演

〈大珍樓〉海鮮包
（1個）……………………… 1,296円

ずっしり重い大きめサイズの中華ま
んには、エビやカニなど海の幸がぎっ
しり！さまざまな魚介の旨みが口の
中で豊かに広がります。

ピリッとした辛さと、エビのプリッとし
た食感が人気のエビチリです。

〈チャイナタウンデリ〉
エビチリソース
（100gあたり）…………………486円

実演

実演

〈ありあけ〉横濱ハーバー 
ダブルマロン＆ショコラクルミ
（8個入）………………1,555円

〈ウイッシュボン〉
横濱レンガ通り
（12個入）…………… 1,188円

〈霧笛楼〉
横濱煉瓦（1個）………292円

大粒だからこそ、栗の味わいが
口の中で広がります。

1,080円

〈チャイナタウンデリ永泰〉
大粒天津甘栗
（1袋330g入）………

〈牡丹園〉
ココナッツ杏仁豆腐
（1個）…………………… 451円

標高800～1,200メー
トルの山地で3～7年か
けて育てられる田七人
参のサプリメントです。

18,000円

〈ホームスター〉
田七人参粒
（150g）

香り高く優しいテイストが、
優雅なくつろぎのひとときを
演出します。

〈中国貿易公司〉
ジャスミン茶
（詰め放題 1回）………………1,080円

ビタミン・ミネラル
を含み、味わいは
しっかりとして芳
醇。後味は甘く、余
韻が感じられます。

3,780円
〈チャイナタウンデリ蒙古茶荘〉
モンゴル茶（5ｇ×30個入）

銘店こだわりの
スープと麺には、
香り高く、旨み豊
かな炭火焼チャー
シューがたっぷり。

〈牡丹園〉チャーシュー麺
（1人前）…………………………………… 880円

〈牡丹園〉エビ入りワンタン麺
（1人前）……………… 880円

〈牡丹園〉手作り春巻
（4本）………………… 660円

〈牡丹園〉手作り水餃子
（6個）………………… 660円

5点限り 3点限り

5点限り

❶ ❷

お好みのブレスレットなどのご注文承ります。

❶チベット天珠ブレスレット
（水晶・赤メノウ・アメシスト入り）
※健康・金運・魔除けのお守り

❷チベット天眼石・
天珠ブレスレット（薬師珠入り）
※魔除け・無病息災のお守り

各10点限り

〈世光〉ウナギ革
 ショルダーバッグ
（H27×W27×D7cm、
 肩ひも長さ：約63～115cm
 韓国製）各27,500円

〈明宝堂〉
トンボ柄の
ステンドグラス
ランプ
（ガラス、鐵
25×20×高さ32cm
中国製）
16,500円

〈友好商会〉
モアサナイト 
シルバーネックレス
（SV925、D=0.50ct、
チェーン約40～45cm）

タロット・
ルーン占い
（1回）

11,000円

2,200円から2,200円から

〈凌雲軒〉鼻烟壺
（4.5×3×高さ5.5cm、中国製）
（１瓶）

〈アジアンラパダリ〉
幸運の石
ラピスラズリ
ロングネックレス
（長さ約75cm）

11,000円 〈ホータン貿易〉
ベルギー製マット
（67×105cm/レーヨン60%・綿40％、
ベルギー製）3,800円
中国製 手織りシルク緞通マット
（60×90cm/絹100％、中国製）48,000円

各5,500円

西洋占星術（タロット・
ルーン）をメインに運勢
を鑑定いたします。

西洋占星術皇鳳リョウ氏による

中国四柱推命占い
（1回）

四柱推命に気学、手相、姓名
判断を加え多方向から、開運
の方向性を導き出します。易タ
ロット、コンピューター占いも
別途鑑定いたします。

ちゅう  ごく     し   ちゅう  すい  めい

※占いの内容は占い師の見解となります。

中国四柱推命
いずみ  ゆう  ほ

泉水悠歩氏による

※色は全部で7種類あります。

※作品はすべて手描きです。

※画像はイメージです。

〈清華〉パワーストーン手作り実演

｜特｜別｜提｜供｜品｜

第二十四回（２００９年度）

詰め
放題

[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。（ ）イート

イン
※画像はイメージです。

横浜中華街

【銘店】
中華弁当

イ ベ ン ト

手作りによる自然な美味しさを
追求した台湾カステラです。

濃厚な味わいと美味しさがお口
の中で広がる、しっとりと仕上
がったチョコレート菓子です。

ココナッツミルクの味わいが魅
力のアジアンテイスト・デザート
です。

1,500円から

〈ニコニコ菅野農園〉
なつはぜジャム（150g） 各880円

〈やまさん〉厳選フルーツミックスゼリー
（200g）………………………………594円

〈めんの旭屋〉
なみえ焼そば
（1パック2食入）

488円

〈ニューフロンティア〉
うなおむすび
（1個）…………………430円

※画像は調理後のイメージです。

〈香の蔵〉
クリームチーズのみそ漬
（35g）…………………648円

神奈川県名菓展 菓子コンクール

神奈川横浜・中華街展横浜・中華街展
味わい深い銘店の美味しさをご堪能ください。

横浜中華街を代表する広東料理店として親しまれている「同發」。
長年愛される老舗の味をぜひ、お楽しみください。横浜中華街老舗の中華スイーツ同  發同  發同  發どうはつ

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。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。※価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。
© 2023 ISETAN MITSUKOSHI

本場 横浜中華街銘店の『中華まん』が一堂に勢ぞろい

銘店中華まん特集

８階 催物会場

【 三越伊勢丹アプリ会員さま限定 】
既にご登録されている方も対象です。予 告

同 時 開 催ワールド        バザール雑貨同時
開催
■2月1日（水）～2月6日（月） ■8階 催物会場 [最終日午後5時終了]

いいもの

月 日2 月21 日6 月水

■2月1日（水）～2月6日（月） ■8階 催物会場 [最終日午後5時終了]

■2月1日（水）～2月6日（月） ■8階 催物会場 [最終日午後5時終了]

■2月1日（水）～2月6日（月）
■8階 催物会場 [最終日午後5時終了]

※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。

最終日午後５時終了


