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食の祭典

第1回12

18
水

6

火

対象期間 6/1（土）～8/15（木）まで

8/17（土）午前10時まで

対象期間 
6/12（水）～30（日）まで 対象期間

 6/12（水）～8/2（金）まで

期間中先着8,000名様に
三越オリジナル
ランチバッグを
プレゼント。

期間中
先着30,000名様に
三越オリジナル
折りたたみバッグを
プレゼント。

日本全国送料無料
全商品、日本全国送料無料！インターネット「三越のお中元」

2万円以上ご注文の方本体
価格 1万円以上ご注文の方本体

価格

マークの商品 カタログ掲載
商品のうち 約1,000品目が

6月中の
早期特典 特典1

特典2

仙台三越 本館7階お中元お届け承りセンター 及び各小型店にて、お中元カタログ掲載商品を

仙台三越 本館7階 お中元お届け承りセンター
及び各小型店

6 12 ～ 8 2 金水

予　告 婦人大きいサイズバザール 〈ゴールデンフット〉＆婦人靴バザール
本館7階ホール 本館7階ホール

コンパクトに
折りたためて
持ち運びに便利。 三越「華ひらく」

モチーフの
チャーム付き。

三越「華ひらく」
モチーフの
チャーム付き。

①〈彩果の宝石〉ゼリーギフト

（フルーツゼリー20個）
税込1,080円

②〈赤坂柿山〉赤坂慶長 墨缶

（慶長醤油・慶長しぶき海苔 各7枚）
税込1,080円

限定280個

限定90個

※この他にも13種類の商品が
　ございます。

日本の美術作品をパッケージにした美意識にあふれた特別な商品を数量限定でご提供。

東京国立博物館とのコラボレーション企画
6/12○から水 〈本館7階お中元お届け承りセンター特設会場にて販売〉
［数に限りがございます。なくなり次第、終了させていただきます。のしかけのご用命はご容赦願います。］

今だけの
限定

1 2

●プレゼントは1回のご注文を対象とさせていただき、お一人さま1点限りとさせていただきます。

※島部にはお届けできない商品が一部ございます。

※一部有料商品がございます。

特別
提供品

〈トリプルアローズ〉婦人3点セット各種 20セット限り3,240円
円

（LL・3L） 〈スピーディーダック〉スニーカー各種 カジュアルシューズ各種 
3,780

※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。 ※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。

6 19 ～25 火水 6 26 ～30 日水

特別
提供品オープニング

サービス

26○水

三越大河原・石巻・富沢、
エムアイプラザ三越タピオ・登米佐沼・古川・山形（

三越のお中元 www.mitsukoshi.co.jp/chugen検 索

婦人カットアンドソーン各種 100点限り2,160円（LL） 200点限り円3,240 200点限り

）

水6 12 オープニングサービス
※数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。　※掲載品は一例です。

〈本町鈴木鮮魚〉鮭焼漬け
（5切入）1,080円

〈鯨波 松島〉
海鮮丼（1折）2,301円

新潟を代表するのどぐろや中トロ、
いくら、あわびを乗せた豪華海鮮丼。

新潟の地酒特集

高野酒造
試飲販売会

加島屋
〈鯨波 松島〉
海鮮丼（1折）1,080円

銀鱈味噌漬切り出し（200g）605円
20点
限り

〈マルヨネ〉車麩デラックス
1本巻（12枚入）540円

30点
限り

〈本町鈴木鮮魚〉塩引鮭（4切入）1,080円

50点
限り

50点限り

200点限り

〈サンエツフーズ〉越後姫イチゴミルクソフト（1個）378円 30点限り
〈嶋屋製菓所 しまや〉佐渡産フルーツどら焼きセット（3個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・432円 30セット限り

〈たから寿司〉あぶらげ巻寿司盛合せ（1折）540円 20点限り
〈海鮮珍味 海宝〉野沢菜わさび（300g）1,080円 30点限り

50点限り

50点限り

30点限り

銀鱈粕漬切り出し（200g） 605円
いかげそ粕味噌漬（300g） 540円
小彩味覚
（さけ茶漬20g、いくら醤油漬20g、各2カップ）972円

〈山口屋商店〉魚沼産
コシヒカリ（1kg）702円

50点
限り

〈港製菓〉串団子詰合せ
（6本入）401円

旧・中魚沼郡川西町に
産地を限定したこだわ
りの商品。

職人が昔ながらの手巻
きにこだわり製造してい
る厚切りで肉厚な車麩。
〈マルヨネ〉車麩デラックス
（30枚入）1,620円

佐渡の特Aコシヒカリと佐渡産の
サザエを使用した磯の香る弁当。
〈あるこーいりす〉
佐渡さざえめし（1折）864円

ふわふわの生地にとろりとした
半熟煮玉子がまるごと入りました。
〈竹徳かまぼこ〉
煮玉子しんじょう（1個）368円

栃尾名産のあぶらげで巻い
た太巻寿司。
〈たから寿司〉
あぶらげ巻寿司（5個入）918円

昔ながらの伝統の製法にこだ
わった肉厚な食感のあぶらげ。
〈佐藤豆腐店〉
栃尾あぶらげ（1枚）381円

村上岩船港で水揚げされた
天然秋鮭をじっくりと熟成。
〈サーモンハウス〉越後村上
寒風造り 塩引き鮭（3切）1,188円

甘えびのプリッとした食感と甘みは
そのままに米糀で漬け込んだ一品。
〈海鮮珍味 海宝〉
甘えび塩辛（100g）780円

伝統の味とデザインの元祖
柿の種。
〈浪花屋製菓〉柿の種進物缶
（27ｇ×12袋）1,080円

〈サンエツフーズ〉
①ヤスダヨーグルト
バラエティセット
（7種）1,080円
②ヤスダピュアソフト
（1個）389円

〈嶋屋製菓所 しまや〉
佐渡地鶏ひげ卵の
フルーツロール
（1本・18cm）1,404円

①

〈山口屋商店〉
魚沼産コシヒカリ
（5kg）3,888円

（写真の品）

※定番商品は本館地階ギフトコーナーにて販売しております。

ストアアプリQRコード

アプリダウンロードで
お得なクーポンをご紹介

焼きがにの風味豊かな
弁当。

厳選した玄そばと海藻
の布乃利（ふのり）を使用。

山桜の原木で燻した
香りと味の一品。

植物発酵エキスにざくろやアロ
ニア果汁などを加えた発酵飲料。

〈旬食 吉里〉
焼きがにめし（1折）1,381円

〈小嶋屋総本店〉
布乃利生そば
（2人前）1,512円

〈なかよしミート〉
山桜いぶし骨付モモハム
（100gあたり）692円

〈越後薬草〉蓬緑W乳酸菌
プラス（原液タイプ）
（10ｍｌ×30包）3,888円

新潟米にこだわり、砂糖・香料・
着色料を使用しない自然の味。
〈三崎屋醸造〉
特別栽培米コシヒカリあまざけ
（740g）2,268円

②

※商品の写真はイメージもしくは盛り付け例の場合がございます。　※記載の価格は全て税込価格です。

新潟アンテナショップ
期間限定オープン

「新潟 食の祭典」お買上げキャンペーン

にいがた観光親善大使来場
来場粗品プレゼント

お土産などに人気の商品を取り揃えております。
各ショップでお買上げの際に抽選用紙をお渡しします。アン
ケートにお答えいただき、会場内の抽選ボックスに投函して
いただくと抽選で45名様にお米など新潟県産品があたります。

にいがた観光親善大使が亀田製菓
のハッピーターンをプレゼント。

水6 12

● 先着100名様    ● お一人様1点限り
● 10時～    ● 会場：本館7階ホール 特設会場

第9代にいがた観光親善大使 松井 菜桜（まつい なお）

1
2
3 4 5 6 7 8

脂ののった鮭の白焼
を特製醤油タレに
漬け込んだ郷土料理。

新潟県限定販売品や
ワイン酵母仕込の純米
吟醸など、各種試飲を
ご用意しております。

よもぎ入り
団子で餡を
包み、笹で
くるんだ
郷土和菓子。
〈港製菓〉笹団子
（10個入）1,291円

「佐渡地鶏ひげ」の卵を贅沢に使い、
果実をはさんだ人気のロールケーキ。

〈朝日酒造〉①朝日山 純米大吟醸 越淡麗（720ml）・・・・・・1,696円
               ②朝日山 香里音（300ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・476円
〈八 海 山〉③瓶内二次発酵酒三年 あわ 八海山（720ml） 3,240円
               ④雪室貯蔵 八海山（720ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,348円
〈青木酒造〉⑤鶴齢 純米吟醸 （720ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
〈北雪酒造〉⑥北雪 梅酒（500ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
〈大洋酒造〉⑦蔵人のいちご酒（500ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
〈スワンレイクビール〉⑧ゴールデンスワンレイクエール（330ml）378円

美味しいお米と豊富な雪解け水が
作る新潟の銘酒が勢揃い。

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

都合により変更となる場合がございます。


