
◎1月19日（水）→25日（火） ◎2階催場「シーズンステージ」
〈午前10時→午後6時／最終日は午後5時まで〉

《お買得品の一例》

冬の食品大市

今回は、スタッフ福井が大好きな“干し椎茸”をご紹介。

阪神にしのみや あるある

※写真はイメージです。
※売場の販売商品と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  ※商品は多数ご用意いたしておりますが、売り切れの際はご容赦ください。
※ギフト処分品のため、かけ紙包装はご容赦ください。

「今川製菓」
ナッツ＆ベリー オリジナルミックス
（250g）864円
「釣鐘屋本舗」釣鐘のいろどり
（1袋）1,080円 
「風雅」
風雅巻き20本ミックス〈箱入り・袋タイプ〉
（20本入り）1,080円
「大阪の駿河屋」どら焼き（5個入り）810円
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「にんべん」つゆの素（1,000㎖）540円
「トノハタ」
紀州産南高梅われ梅しそ漬け味 塩分3%（350g）972円
「兼貞物産」国内産 どんこ椎茸（100g）1,080円
「伸晃園」
知覧茶 特別栽培茶〈深蒸し煎茶〉（250g）1,296円
「マルモ」通の味立て鰹枯本節（3g×24袋）1,080円
「白子のり」味のり瓶入り（30袋入り）1,080円

「チェスコ」
チーズよりどり3個セット
（色々な組合せがございます）1,620円
「三田屋」切り落としハム（300g）432円

「ネスカフェ」プレミアムソリュブルコーヒーギフトセット N30-S 1,782円
「AGF」インスタントコーヒーバラエティギフト E-30N 1,620円
「日清オイリオ」日清ヘルシーオイルギフト OP-25 1,350円

コント ド モンティマス 
カベルネソーヴィニヨン 2018
（赤･750㎖）1,100円

「ガトーフェスタ ハラダ」
期間限定販売食品うまいもん市

おいしいお
トクが

いっぱい！

“いつもの品”もぜひ、おトクなこの時に！

「大阪寿司さね松」牡蠣のちらし寿司
（1人前）1,001円 ◎1階 シーズンデリカ

東京「肉匠 浅伊」
A5ランクとろける
ローストビーフにぎり
（1折／5貫入り）1,350円

グーテ・デ・ロワ
／簡易大袋
（2枚入り×13袋）
972円
そのほか、
グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート／
簡易大袋（10枚入り）864円もございます。
◎１階 サービスカウンター
◎1月25日（火）までの販売

予告◎1月25日（火）まで
※最終日は午後７時まで

干し椎茸は『冬の食品大市』（2階 催場・25日〈火〉まで）がお得！
〈国内産 どんこ椎茸(100g)1,080円 など〉

阪神・にしのみや
初登場！

阪神にしのみやの
バレンタイン

「ゴディバ」
ときめく心ハート セレクション
（6粒入り）3,240円
◎1階 デザート
フェスタ

「パティシエ エス 
コヤマ」
THE STORY OF 
CHOCOLATE 
FACTORY
（１2枚入り）1,296円
◎1階 サービス
カウンター前

◎1月26日（水）→2月14日（月）
※最終日は午後7時まで

予告

「泉北堂」
食パン 極
（1本）751円
◎1階 デザートフェスタ

「京甘味 
文の助茶屋」
抹茶あんみつ
（1個）508円

※写真はイメージです。商品に器などは含まれておりません。期間や商品の内容は一部変更・中止になる場合がございます。ご了承くださいませ。※期間限定商品につき、万一売り切れの際はご容赦くださいませ。※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類の試飲や販売をいたしません。※表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。

「金ごま本舗」
よりどりセール
（ごま4袋入り）1,080円 

「松前屋」
お楽しみ袋
（1袋）1,080円

「伸晃園」
お楽しみ袋
（1袋）1,080円

日替り限定奉仕品

1  21
（金）

1  22
（土）

1  23
（日）

バラエティ食品市
◎1月26日（水）→2月1日（火） ◎1階 シーズンデリカ 
※最終日は午後7時まで

干し椎茸を使うと、料理に旨みがぐんと増します！今日はお
鍋で余りがちな白菜と一緒に使って皿うどんを作りました。
そのほかにも煮物はもちろん、ちらし寿司や素麺など出番が
多いので、セールの時にまとめ買いをしています。保存もきく
ので、みなさまも常備されてはいかがでしょうか。



※写真はイメージです。商品に器などは含まれておりません。商品の内容は一部変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。※期間限定商品につき、万一売り切れの際はご容赦くださいませ。※表示価格は、消費税を含んだ税込価格です。※ニ次元コードは機種により読み取りできない場合がございます。

いちごを使ったスイーツや紅茶も勢揃い！

フリーズドライのいちごが入った生地で、
いちごの果肉を混ぜたクリームをサンド。

「神戸凮月堂」神戸ぶっせいちご
（5個入り）702円

タルト生地に、クリーム餡をのせ、
たっぷりのいちごチョコクリームを
絞りました。

「菓匠 清閑院」もんぶらん花々いちご
（1個）270円

ドライストロベリーを
のせたタルト。
ベリーソースも
フルーティ！

「フーシェ」
タルトフレーズ 
ベリーソース（1個）270円

甘酸っぱい“紅ほっぺ”と風味豊かなパイ、
りんご入りカスタードのおいしさが
重なります。

「銀座コージーコーナー」
紅ほっぺのナポレオンパイ（1個）681円

アーモンドタルトに、
3種のベリームースと
クリームを重ね、
いちごを飾りました。

「アンテノール」
あまおう苺とベリーの
タルト（1個）756円

パリパリの
アーモンドチョコで、
ベリーのムースや
ガナッシュを包んで。

「アンテノール」あまおう苺と
ショコラのガトー（1個）670円

いちごと濃厚なクリームがとけ合う、
ショートケーキを
イメージした紅茶。

「ルピシア」フレジエプチ缶
（ティーバッグ5個／プチ缶入り）540円

いちごのさわやかな酸味と、
あんがベストマッチ。

「大阪の駿河屋」
いちご大福（各1個／白あん、粒あん）各324円

ふんわり柔らかなスポンジのシンプルな
ショートケーキ。旬のいちごがたっぷり。

「アンテノール」
あまおう苺のショートケーキBOX
（1個）2,160円

クリームにピンクソルトを
合わせた、大人の味
“プティーゴーフル サレ”の
いちご味。

「神戸凮月堂」
プティーゴーフル サレ
〈ストロベリー〉
（1箱）648円

◎1月26日（水）→2月1日（火）
◎1階 青果・菓子各ショップ

◎1月26日（水）→2月1日（火）
◎2階 シーズンステージ〈午前10時→午後6時〉

毎月25日は、
おトクがいっぱい！

「花菱」冬もの婦人服
期間限定特別セール

“古都華”を生んだ
奈良県農業研究開発センターで
いちごの研究をされている

矢奥泰章さん

澤田が聞いた！生産者『大和奈良いちご倶楽部』のみなさんの“古都華”への想い

婦人ダウンコート（表地：ポリエステル100%、裏地：ポリエステル100%、
ダウン90%、フェザー10%）32,450円
婦人セーター（毛100%）24,200円
婦人ボトム（ポリエステル63%、レーヨン34%、ポリウレタン3%）
14,630円 ※写真は一例です。

人気の白いちご。ほんのりした桜色で
酸味が少なく、ほどよい甘さ。
淡雪（1パック）1,680円
粒が大きく、オレンジがかった
明るい赤色のいちご。
酸味が少なく、さっぱりとした甘さです。
珠姫（1パック）980円
ジューシーで真っ赤ないちご。
甘みも酸味も比較的高く、食べ応えも◎。
奈乃華（1パック）980円

昨年末に名前が決まったばかりの新品種！
形がキレイで甘い香りの広がる、
優しい味わいです。
ならあかり（1パック）980円

食べ比べパックもご用意！
“古都華”、“淡雪”、“奈乃華”、
“珠姫”、“ならあかり” からお好きな
2パックをお選びいただけます。
小容量食べ比べパック
（2パック）1,080円

フェア

25日

（火）

1月は25日（
火）!

「ハウス オブ ローゼ」
 DAY

税込3,300円以上
お買上げの方に

オリジナルノベルティを
プレゼント！

毎月25日 
「タオル美術館」

DAY
税込3,300円以上
お買上げの方に
刺しゅうチケットを
プレゼント！

毎月25日 

『大和奈良いちご倶楽部』の
みなさんや矢奥泰章さんの
貴重なお話は
ナビゲーター澤田の
インスタで公開予定です！
ぜひご覧ください。

予告

ファッション催事TOPICS

ニット＆コートなどがお買得！

“古都華”とは…
近畿では有数の
いちごの産地、
奈良県生まれの甘いいちご。
ツヤツヤで真っ赤な
美しい見た目。
やさしい酸味で
甘さが際立ちます。
古都華（1パック）1,680円

味が濃くて
本当においしい。

自分が惚れ込んで、
生産してみたいなって。

香りもすごくいいし、
食べておいしいいちご！

この時代に
合った味！

おいしいと思ってもらえる
いちごを作りたいから
“古都華”を選びました。

甘くて、ほんまにおいしい。

生産者の方にお話しを伺って、

ますます皆さまに

　　　　おすすめしたく

　　　　　なりました！

ナビゲーター澤田が、注目のいちご“古都華”の産地へ！

阪神にしのみやの

澤田も惚れた！

こ と か

澤田の“古都華”

実食レポートも！

売場には“古都華”のほかにも、　　　　 奈良県のおいしいいちごが大集合！

“あまおう” の上品な甘さと
豊かな香りを閉じ込めて。
「モロゾフ」福岡 あまおういちごの
ケーキ詰め合わせ
（8個入り）
1,080円

予告

※写真商品はすべて一例です。 ※営業時間が変更になる場合がございます。
　詳しくはHPをご確認ください。


