
※天候などの
影響により、一部

内容、産地変更や
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。

※イベントは予告なく中止、変更となる可能性がございます。
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フードフェスティバル
□11月2日（水）〜11月8日（火） 

伊勢丹立川店 地階
食料品

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。

〈イセタンミート〉秋田県産
秋田錦牛 サイコロステーキ用 
各日20㎏限り 1,080円（100gあたり）

〈京家〉稲庭うどん 徳用 
200点限り 1,080円（1,000g）

〈イセタンミート〉秋田県産
秋田錦牛 焼肉用切落し 
各日20㎏限り 1,080円（100gあたり）

秋田県産あきたこまち特別
栽培米 100点限り 2,236円（5㎏）

〈イセタンミート〉秋田県産
秋田錦牛 旨味切落し（ブリスケ）

各日20㎏限り 880円（100gあたり）

〈斎藤昭一商店〉比内地鶏スープ 
60点限り 376円（200g）

〈イセタンミート〉秋田県産ほろ
よい豚 ロースしゃぶしゃぶ用 
各日10㎏限り 498円（100gあたり）

〈斎藤昭一商店〉きりたんぽ 
60点限り 549円（65g×3本）

〈イセタンミート〉秋田県産
ほろよい豚 バラうす切り 
各日10㎏限り 398円（100gあたり）

〈雄勝野きむらや〉いぶりがっこ 
30点限り 679円（200g）

〈イセタンミート〉秋田県産
ほろよい豚 切落し 
各日20㎏限り 297円（100gあたり）

〈林泉堂〉横手焼きそば 
40点限り 430円（150g×２）

地元も太鼓判の美味が勢揃い！

秋田の新品種

「サキホコレ」が初のお目見え！

今秋デビューする秋田の新品種
米。それが注目の「サキホコレ」
です。「コシヒカリを超える極良
食味品種」をコンセプトに食味に

こだわり開発されました。粒感のあるふっくらとした食感と上
品な香り、かむほどに広がる深い甘味が特徴です。
秋田県産サキホコレ特別栽培米  3,240円（5㎏）  
□地階 グローサリー

サキホコレで仕込んだ純米吟醸

秋田県新品種米「サキホコレ」を使用し、大吟醸並みの精米
50％まで磨き上げた純米吟醸酒。秋田県より選ばれた

3蔵のみ製造を許された限定酒をお楽しみください。
〈秋田/鈴木酒造店〉秀よし 純米吟醸 サキホコレ

48点限り 1,980円（720ml） □地階 和洋酒
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

霜降りの秋田錦牛の旨さに感動！

1999年に商品登録された秋田の
人気和牛「秋田錦牛」。
雪が降る環境で育つことで肉質と脂肪との
バランスに優れた霜降り肉が特徴です。

〈イセタンミート〉秋田県産 秋田錦牛 
サーロインステーキ用 
各日5㎏限り 1,980円（100gあたり）
焼肉用 各日20kg限り 1,380円（100gあたり）
肩すき焼用 各日20kg限り 1,480円（100gあたり）
□地階 フーズマーケット

秋田の名物といえばコレ！

フェア

えごま葉みそ 48点限り 746円（90g）
□地階 グローサリー

ノシロチーネ 100点限り 各350円
（200g） □地階 グローサリー

秋田の伝統野菜にご注目！

「秋田の伝統野菜」とは、「昭和30年以前から
栽培しているもの、秋田県に由来する人名・地名
がついているもの、現在でも種子や苗があり生
産物が手に入るもの」といった基準を満たした
野菜のことです。
秋田県産とんぶり 216円（1袋） ※画像は調理例。
□地階 フーズマーケット

秋田県産 
三関せり 270円（1束）
□地階 フーズマーケット

秋田比内地鶏たまご 24点限り 
391円（6個入） □地階 グローサリー

〈安士養蜂園〉①はちみつ 15点限り 1,502円（アカシア蜂蜜/170g）
②はちみつ 15点限り 1,205円（りんご蜂蜜/170g）
③はちみつ 24点限り 4,952円

（アカシア蜂蜜/600g）

④はちみつ 35点限り 2,468円
（アカシア蜂蜜/300g）
□地階 グローサリー

〈魚勢〉
ぎばさ

（アカモク） 20㎏限り 270円
（100gあたり） □地階 フーズマーケット

①

②

③

④

サキホコレを使用した限定弁当が登場

〈イセタンミート〉
TOKYO Ｘ 豚生姜焼弁当 
各日30点限り 972円（1折）
□地階 フーズマーケット

〈中島水産〉銀鱈西京御膳 
各日7点限り 1,399円（1折）
□地階 フーズマーケット

〈伊達醸造〉黒酢油淋鶏弁当 
各日50点限り 540円（1折）
□地階 惣菜プロモーション

〈仙台牛たん みやぎ〉新米使用
特上 牛たん弁当 各日20点限り 
2,001円（1折）
※店内でもお召し上がりいただけます。
□8階 レストラン街・イートパラダイス

ミス秋田 来店販売

□11月2日（水）・3日（木・祝）
各日午前10時〜午後5時

秋田県副知事 猿田和三氏 来店販売

□11月3日（木・祝）午後2時〜午後3時

なまはげ 来店

□11月2日（水）・
3日（木・祝）

各日午前11時〜正午・
午後2時〜午後3時



おいしい出会いは、いつもここから 今週のプロモーション情報
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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。

旬の素材を使ったお惣菜を食卓へ

〈イセタンミート〉和牛スペシャル
セット 50セット限り 3,980円

（約500g/1セット）★

〈イセタンミート〉短角和牛モモ
しゃぶしゃぶ用切落し 20㎏限り 
880円（100gあたり）★

〈中島水産〉スペシャルセット 
20セット限り 5,000円（ウナギ・刺身
用真鯛他）★

〈中島水産〉旬の刺身盛合せ 
30点限り 1,399円（4点盛）★

〈イセタンミート〉短角和牛
焼肉用切落し 各日20㎏限り
799円（100gあたり）★

〈中島水産〉かつお土佐造り
刺身 各日30点限り 599円（特盛）★

カカオ豆の選別、焙煎からチョコレートまで、
全工程を手掛けた自家製チョコレートを
ブレンドしたスペシャリテ。シンプルながら
も洗練されたショコラをお楽しみください。

〈ショコラティエ　パレ ド オール〉
パレドオール 2,160円（4個入/1箱）
□地階 洋菓子プロモーション

フレッシュマッシュルームの香りと食感を
愉しむサラダです。

〈RF1〉香り愉しむフレッシュマッシュ
ルームのサラダ 各日2㎏限り 756円

（100gあたり） □地階 洋惣菜

フレンチテイストのフィンガースイーツ。北
海道産の牛乳や小麦粉など、素材にこだ
わり、水を一切使わず焼き上げています。

〈ギンザプティカスタ〉プティカスタ 
オールミックス 1,041円（24個入/1箱）
□地階 食料品催物場

季節の食材を揚げた風味豊かな天ぷら
の盛合せ。さめても美味しい〈銀座天一〉
の技術が光る一品です。

〈銀座天一〉初冬の味覚盛合せ 各日20点
限り 1,296円（大黒舞茸・ブナシメジ・エリンギ・
なす・さつまいも×各1、えび×2本） □地階 和惣菜

モンブランクリームは、和栗を特製あんこ
で調合し、ホイップクリームにも国産和栗
の渋皮栗を入れ、食感にアクセントを持
たせています。

〈モンテブランコ〉栗モンブラン 681円
（1個） □地階 食料品催物場

牛肉と季節のきのこ、野菜を醤油とオイ
スターソースで仕上げた、秋限定のあん
かけ焼きそばです。

〈銀座アスター〉牛肉ときのこの焼麺  
各日3点限り 1,296円（1折）
□地階 中華惣菜

フラワーホワイトのオリジナルボックスに
5種類のカヌレを詰め合わせた、〈コムパ
リ〉の特別なラインナップです。

〈コムパリ〉プルミエール（カヌレ） 
3,301円（12個入/1箱）
□地階 食料品催物場

舞茸、しめじ、椎茸を使用した〈スワガット〉
特製のチキンカレー。きのこの食感と香
りに合わせ、数種類のスパイスを使用。

〈スワガット〉きのことチキンのカレー 
各日5点限り 918円（1折） ※店内でもお召し上
がりいただけます。 □地階 惣菜プロモーション

金蜜芋を丁寧に1本ずつ焼き芋に仕上げ、
濃厚で風味豊かなカスタードクリームと
合わせたケーキです。

〈ISHIDA NOUEN〉金蜜芋のカスタード
ケーキ 各日10点限り 3,456円

（1個） □地階 食料品催物場

赤魚西京焼や栗甘露煮に海老芝煮な
ど出汁の風味豊かな惣菜と、見た目も華
やかな松茸御飯の二段のお弁当です。

〈なだ万厨房〉松茸御飯二段重 
各日5点限り 2,700円（1折）
□地階 惣菜プロモーション

焼栗のようにこんがり、ほっくり、香ばしい、
贅沢な秋のチーズケーキをお楽しみください。

〈資生堂パーラー〉秋のチーズケーキ
（マロン） 50点限り 1,998円（6個入/1箱）
□地階 洋菓子

干し柿に、上品な甘さに焚き上げたつぶあん
と、やわらかな求肥を詰めた季節限定の生
菓子です。

〈笹屋伊織〉つるし柿 各日30点限り 702円
（1個） □地階 和菓子

国産さつまいもを使用。薄くまるく焼いたさ
つまいも風味の皮で、生クリームやバターを
使用したまろやかな芋餡を包みました。

〈菓匠 清閑院〉袖づつみ おさつ 1,188円
（5個入/1箱） □地階 和菓子

パイ生地に、紅
玉、シナモン、カ
スタードクリーム
などを混ぜたフィ
リングを包んで
焼き上げました。

〈アンデルセン〉
紅玉アップルパイ
422円（1個） 
□地階 パン

スイスの老舗
サンドロヴァニーニ社の

マロングラッセをちりばめたムースを、
アーモンドスポンジで包んだモンブランです。

〈トップス〉モンブランケーキ
 各日10点限り 1,512円（約10cm/1本） □地階 洋菓子

〈魚勢〉塩干スペシャルセット 
50セット限り 1,944円（真あじ開き・
ちりめん他）★

〈魚勢〉ロシア産紅鮭 50点限り 
1,296円（5切）★

フルーツスペシャルセット 
100セット限り 2,160円

（りんご・ぶどう他）★

長野県産他シャインマスカット
50点限り 2,160円（1房）★

〈魚勢〉国産うなぎ蒲焼 
各日50点限り 1,296円（1串）★

熊本県産他早生みかん 
各日50点限り 540円（1袋）★

季節の恵みをスイーツに

2日（水）オープニングサービス 5日（土）・6日（日）サービス

熊本県産「利平栗」を使用し、風味豊かに
焼き上げた2層仕立ての贅沢なケーキ。

〈モロゾフ〉熊本 利平栗のケーキ 
1,296円（8個入/1箱）
□地階 洋菓子

バターの風味豊かな生地に栗やりんごを入
れたケーキや、ガナッシュクリームをサンドし
たケーキを詰め合わせました。

〈ロイスダール〉アンリカ 1,296円
（4個入/1箱）
□地階 洋菓子

国産のセミドライりんごを使用した紅茶と
キャラメルの2種のショコラアップルパイ。

〈ベルアメール〉ショコラアップルパイ 
紅茶・キャラメル 各411円（各1個）
□地階 洋菓子


