
実演  ブーランジュリオペラ
①バジルチーズフガス 301円（1個）
②宇治抹茶レアチーズクリームぱん 251円（1個）
③フロマージュ 301円（1個）
④OPERAクロワッサン 301円（1個）
⑤京の華苺餅あんぱん 各日20点限り 251円（1個）

⑤
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③

②
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競
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※天候などの影響により、産地変更や入荷
のない場合がございます。
※加工品の素材は、京都府産以外の素材を
使用している場合がございます。
※写真はイメージです。

地元でも人気の京のパン

出町ふたば
名代豆餅 
お一人さま2点限り/ 
各日160点限り 
600円（3個入）

3日（水）～ 8日（月）各日午後3時30分から できたて直送便
※交通事情や天候により、入荷が遅れる場合や入荷のない場合がございます。予めご了承ください。※数量に
限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。※本館8階レストランランドマーク前特設コーナーにて
販売いたします。※ご来店の方に限らせていただきます。

美玉屋
黒みつだんご
お一人さま2点限り/ 
各日30点限り 
540円（5本入）

村上開新堂
マドレーヌ 各日50点限り 
1,944円（8個入）

村上開新堂 
ロシアケーキ 各日50点限り 
2,711円（12枚）

満月 
阿闍梨餅 お一人さま10点限り/
各日1,000点限り 108円（1個）

お茶の京都 みなみやましろ村 
むらちゃパウンドケーキ 各1,296円（抹茶・黒ほうじ茶/各1個）　むらちゃどら 各378円（抹茶・ほうじ茶/各1個）
むらちゃプリン 432円（1個）　むらちゃペットボトル 各162円（緑茶・ほうじ茶/各1本）　むらちゃようかん 各270円（抹茶・ほうじ茶/各1個）

藤菜美
実演  わらび餅3色詰合せ 
1,301円（1折）
茶の露ほろり 350円（1個）

実演  五建外良屋
大玉みたらし団子 
864円（5本）
●173円（1本）

京生麸大野
麸まんじゅう 216円（1個）
抹茶麸まんじゅう 
270円（1個）

アプリ特典あり  
中井製茶場　抹茶チョコ
レート 1,080円（20個入/
ティーバッグ3パック×2袋付）

京菓子司ことぶき 
いちご大福 270円（1個）

文の助茶屋 
桜わらび餅 378円（111g/1個）
●わらびもち 972円（18切）

五建外良屋 
花見ういろ 173円（1本）

橘屋紫芳軒 
いろいろ春 1,080円（5種）

中村藤 本店 
生茶ゼリイ（抹茶） 391円（1個）
3日（水）・6日（土）・7日（日）：各日200点限り
4日（木）・5日（金）・8日（月）：各日100点限り

中村藤 本店 
生茶ゼリイ（ほうじ茶） 
各日50点限り 391円（1個）

限定品コーナーでの販売 〈雅柳園茶店〉特別提供品 ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦くだ
さい。※ご来店の方に限らせていただきます。

3日（水）～5日（金）の販売 3日（水）・4日（木）の販売 3日（水）～8日（月）の販売

宇治玉露粉入煎茶・
赤鳥獣戯画BOX
300点限り 
2,160円（500g）

深炒焙煎
「赤ほうじ茶」
300点限り 
1,296円（450g）

宇治抹茶入り
花げんまいちゃ
200点限り 
1,080円（350g）

茶の湯入門セット
100セット限り 
1,296円（利休茶筅・
抹茶「長寿」20g）
※茶筅は中国製です。

ANDE  
ストロベリーデニッシュ 972円（1斤）

実演  前田珈琲  
焼き＆ゆで玉子サンド756円（1人前）

京都特産ぽーく
ボンレスハム切落し 
各日50点限り 648円（250g）

野呂本店 お試しセット 
各日50セット限り 1,080円

（赤かぶ150g・長いもわさび漬130g・花すぐき140g）

東東来
九条ねぎと牛すじ煮込み 
各日50点限り 1,080円（200g）

3（水） ・6（土） サービス ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。
※各ショップで販売いたします。※ご来店の方に限らせていただきます。

光洋中谷
真あじ開き 各日30点限り 
1,080円（5枚）

くらま辻井
徳用切落し昆布 
各日100点限り 648円（180g）

本家八ッ橋西尾
金箔入八ッ橋「おひろめ」 
各日150点限り 432円（24枚入）

とり山卯吉
唐揚げ盛合せ（1パック）
各日50点限り 1,080円

京都六角館さくら堂
チークブラシ 20点限り 
1,620円（馬毛）

和詩倶楽部
五味ふくろ 20セット限り 
1,296円

アプリ特典あり 実演 福永念珠舗 
ローズクォーツ念珠袋セット 
20セット限り 5,400円（女性用・本絹房）

京都しるく　舞妓ちゃん・ハンド
＆ネイルクリームセット 30セット限り 
2,916円 ※柄は各セット異なります。

東風 ミニチュアきもの各種
 （衣桁付） 5セット限り 12,960円
※写真の商品は現品限りです。

特別提供品 ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。
※各ショップで販売いたします。※ご来店の方に限らせていただきます。

毎日を彩る、
京の道具と小物

香鳥屋
手刺しプリントビーズハンドバッグ 
 1点限り 100,001円（約20×28×8㎝）

アプリ特典あり  工房 藍の館
ゆかた地日傘各種 3点限り 32,400円

（綿100％/親骨41㎝） ※写真の商品は現品限りです。

ゑり正   手描き半襟　枝垂れ桜 
1点限り 17,280円（絹100％）

四季   西陣織シルクコート 1点限り 
199,800円（表地：絹100％、裏地：
キュプラ100％/フリーサイズ（M～L））

新登場  みのや
付下着尺 1点限り 302,400円

（絹100％/お仕立て別）

中村ローソク
↑絵ろうそく 4匁 
10セット限り 9,720円

（13㎝/6本入）

みつる工房
ブラウス各種 2点限り 19,440円

（麻100％/フリーサイズ（M～L））

アプリ特典あり  実演  遊絲舎
袋帯「つたに藤」 1点限り 
388,800円（絹・植物繊維（藤）・他）

← 新登場   黒香師工房
ネックレス 10点限り 6,264円

（生地：絹/金具部分：合金/
ネックレスチェーン70㎝）
イヤリング 10点限り 3,564円
※ピアスのご用意もございます。和詩倶楽部

←慶賀十福懐柄紙 
10セット限り 
3,456円

（和紙/10種×
各15枚入）

京都六角館さくら堂
→べっぴん桜筆
オリジナルセット

（ポーチ付） 
10セット限り 
7,128円（扇形パウダーブラシ・
チークブラシ/山羊毛・花柄リップブラシ/馬毛）

実演  りゅうあん
→若蔵手彫りはんこ 
34,560円から

（天然木/茶の木）
※素材や
文字数等によって
価格が異なります。

京都しるく
→シルク（保湿成分）
配合「絹艶フェイス
パウダー」＆お化粧

ぱふセット 
30セット限り 

特別価格4,860円

鳥井金網工芸
→メッシュコーヒー
ドリッパー （銅）
10点限り 5,400円

実演  義定刃物
←桐まな板付 清流清滝
2点セット 20セット限り 
特別価格21,600円

（特殊鋼/
三徳包丁18㎝・
ペティナイフ15㎝）
※7日（日）まで刃研ぎ
承ります。（有料）

kitekite（キテキテ）
←バケツトート はっぱ柄 
8,532円（綿/約26×36×22㎝）
ポーチ はっぱ柄 
1,620円（綿/約10.5×12×3.5㎝）

アプリ特典あり  
実演  
中嶋象嵌
透かしペンダントトップ 
3点限り 37,800円

（金・銀・鉄・漆）
※チェーンは別売りです。

国産茶の湯5点セット
50セット限り 5,400円

（国産黒竹真数穂茶筅・煤竹茶
杓・鳥獣戯画赤なつめ・鳥獣戯
画抹茶碗・抹茶「春蘭」40g）

3日（水）・6日（土）限り
お買い上げ粗品

各日3,240円以上
お買い上げの各日
先着120名さまに、

〈本家八ッ橋西尾〉
あんなま抹茶（5個入）
を差しあげます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。

京都のこだわりの味、おばんざい

くらま辻井 
うなぎ山椒煮 2,592円（100gあたり）
ふきのとう 972円（150gあたり）

七味家本舗 
おばんざいのもと徳用 
2,160円（8g×50袋）
七味小袋 432円（15g）

はれま 
チリメン山椒 1,080円（72g/箱入）
●1,620円（120g/パック入）

アプリ特典あり  京昆布舗田なか 
太白おぼろ昆布 1,080円（50g）
万能だし 1,944円（8g×30袋入）

アプリ特典あり  野呂本店 
青てっぽう 486円

（3本入）

ごまの専門店ふかほり 
金つきたてごま 501円（80g）
京の万能ごまだれ 1,001円

（390ml）

すぐきや六郎兵衛 
すぐき 432円

（100gあたり）

アプリ特典あり  丹波園 
丹波の雫（大納言） 
1,080円（250g）

京乃雪本舗 
花麩京飛龍頭 778円（4個）
京あげ 216円（1枚）

千丸屋 
東寺ゆば 1,296円

（ゆり根・きくらげ・銀杏入/5個）

見た目も雅やかな京の弁当
① アプリ特典あり  実演  
濱登久 鰆の西京焼き弁当 1,512円（1折）

② 実演  とり松 ばらずしと紅蟹ちらし 
各日30点限り 1,296円（1折）
③ 実演  佐近
鯛の二色味めぐり 1,944円（1折）
④ 実演  下鴨福助
青板昆布仕立て鯖姿寿司 
1,404円（1人前）

⑤ アプリ特典あり  実演  
大徳寺さいき家 鰻だし巻弁当 
各日50点限り 1,944円（1折）
⑥ 実演  レストランキャメロン
京都牛ステーキ弁当 1,566円（1折）

①

④

②

⑤

③

⑥

京菓子司ことぶき 春・花 上生菓子各種 
各日各20点限り 301円（各1個）

仙 台 三 越

三越
ストアアプリで
お得な特典配信

アプリ特典あり  
本家八ッ橋西尾 
生八ッ橋（春） 432円

（さくら・抹茶・ニッキ/300g）

伝統が織りなす
優雅な一品

4月3日（水）～ 8日（月）
〈最終日6時終了〉

仙台三越 本館7階ホール

祇園おくむら
①抹茶サンライズ 200点限り 
251円（1個）
②ビーフステーキカツ＆
玉子サンド 1,350円 （1折）
●おくむらサンド 1,728円 （1折）

②

“ぽっ”と春めいた、雅やかな京の菓子

お茶の京都 
みなみやましろ村 

桜抹茶ソフトクリーム 
432円（1個）

カトレア 
桜クリームと苺の
ロールケーキ 1,350円

（約17cm/1本）

①


