
報道関係のお問合せ先：(株)京王百貨店 経営企画室 広報担当 柴井、島田、竹田、福島 

電話： 直通 03(5354)2855  FAX： 03(5354)2828     

京王百貨店ホームページ： www.keionet.com 

京王百貨店新宿店：東京都新宿区西新宿 1-1-4 お客様のお問い合わせ先：03(3342)2111 (代) 

11月の営業時間：11月 7日（水）まで、10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝・11/3 を除き～20 時 30 分） 

11月 8日（木）から、10時～20時 30分（日・祝［11/23 を除く］は～20 時） 

・価格はすべて 

税込価格で表示しています。 

・都合によりタイトルおよ

び日程、詳細を変更する

場合があります。 

 

 

 

■2018 年 京王のお歳暮 ⇒ P2 

   

■「Are you ready？‐ Lip と Hat でなりたい私を見つけよう ‐」初開催 ⇒ P4 

      

■ベーシック×冬素材のトレンド帽子 ⇒ P5 

        

■秋冬のおしゃれは首元から ⇒ P6 

             

■大人世代のオシャレは、シルエットで決まる！ ⇒ P7 

                 

■「京王お肉の祭典」開催 ⇒ P8 

       

 

23ブランドのリップとこの冬のトレンドハットなどを自由に

試せる期間限定イベントを初開催。若い世代へのさら

なる認知拡大と新規顧客獲得を目指します。 

今年のお歳暮ギフトでは、冬こそおいしい「鍋」をメイン

にしたあたたかな料理や、有名ブランド同士のコラボレ

ーション商品などを特集します。 

9月の改装で登場した帽子コーナーの新ゾーンでは、

顔の形別に「似合う」ベレー帽、キャップ、ハットを手頃

な価格でご提案。帽子選びをお助けします！ 

チェックやファーなどのトレンドを首元から。本格的な冬の

到来前は、防寒アイテムで気軽に取り入れる秋冬スタイ

ルを楽しみましょう。 

11月29日は「いい肉の日」。惣菜売場に新たに加わる

百貨店初出店ショップを含め、牛や豚などの肉惣菜をご

堪能あれ。 
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昨年9月に中心ターゲット層を再設定した2階と4階に

ある婦人服の自主編集売場では、産学連携企画を含

めてコーディネート提案を強化しています。 
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「鍋」と「コラボ」に注目！ 

2018年 京王のお歳暮 

11月8日（木）～12月24日（月・振休）  ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7階 ギフトセンター 

                           ◆キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

11月1日（木）～12月24日（月・振休）  ◆セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店 

10月20日（土）～12月24日（月・振休） ◆ネットショッピング shop.keionet.com 
 

今年のお歳暮ギフトでは、毎回異なるテーマに沿って集めたグルメを特集する「にっぽんグルメ探訪」において、

冬こそおいしい「鍋」をメインに、あたたかな料理をそろえます。 

そのほか、今春の大規模改装を終えた新宿店の菓子売場に登場した新ショップをはじめ、有名ブランド同士の組み

合わせによる「珠玉のコラボ集」を初特集。人気店のコラボレーション商品により、競合との差別化を図ります。 

■にっぽんグルメ探訪 

かにすきやしゃぶしゃぶなど、年末年始の集まりやおもてなしにも最適な冬の食卓を彩るグルメを集めました。 

 
 

    

 

●札幌かに本家「ずわいがに かにすき」 9,720円 ※写真① 

全国に14店舗を展開するカニ専門店の看板メニューを自宅でも楽しめます。カニは食べやすく調理した状態で届

くため、下処理の手間も不要。秘伝のだしも付属しており、カニを解凍後すぐにかにすきを始めることができます（カ

ット済生ずわいがに500g×2、特製かにすきのだし5倍希釈300ml×2）。 

●「のどぐろ しゃぶしゃぶ鍋」 5,400円 ※写真② 

「白身のトロ」とも呼ばれ、濃厚な旨味が特長ののどぐろは、下関の前浜で水揚げされたものを使用しています。

オリジナルのだしにさっとくぐらせて、付属の柚子胡椒はお好みで（のどぐろしゃぶしゃぶ 180g、だし汁50g×2、

柚子胡椒2g×4）。 

●「日本3大和牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ食べ比べ」 10,800円 ※写真③ 

芳醇な旨みと香りの「神戸牛」、きめ細やかな霜降りの「松阪牛」、身の締まりと脂のりの良さが特長の「米沢牛」。

日本を代表するブランドで、それぞれに個性ある旨みを持つ3種類の牛肉をすき焼きやしゃぶしゃぶで食べ比べでき

ます（神戸牛モモ肉140g、松阪牛モモ肉140g、米沢牛モモ肉140g）。 

●「元祖沼宮内
ぬま くない

ホルモン鍋セット」 5,400円 ※写真④ 

岩手短角和牛をメインに取り扱う精肉店「肉のふがね」のもう1つの人気商品。国産豚のみを使用し、味噌をベー

スに唐辛子、岩手産のニンニク、国産のショウガから作られる自家製のタレがホルモンの旨みを引き出します。セッ

トの「ほる麺」は唐辛子入りの赤い麺で、ホルモン鍋用の特製です（国産豚ホルモン鍋用辛口400g×3、ほる麺180g

×3）。 

 

② ① ③ ④ 
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■＜初特集＞珠玉のコラボ集 

今春、新宿店の菓子売場に登場した新ショップをはじめ、有名ブランドによる競演を集めたギフトです。  

   

●新宿高野×グラモウディーズ「果実ジャムマカロンセット」 3,456円 ※写真⑤  ☆下線の店舗が新ショップ 

果物専門店と、神戸発祥のマカロン専門店のコラボマカロン。「新宿高野」の果実ジャム使用の 3 種（ストロベリ

ー、オレンジ、ブルーベリー）と、「グラモウディーズ」のオリジナル 3 種（リンゴバナナ、巨峰、メロン）をアソ

ートにしました（ストロベリー・オレンジ・ブルーベリー・リンゴバナナ・巨峰・メロン各3）。 

●銀座鹿乃子×シフォンケーキ ムムス「シフォンの結晶」 4,320円 ※写真⑥ 

老舗和菓子店と茅ヶ崎のシフォンケーキ専門店のコラボケーキ。「銀座鹿乃子」の小豆（つぶし餡）と栗を、「シフ

ォンケーキ ムムス」のケーキ生地に練り込み、しっとりふわふわに焼き上げました（ロイヤルミルクティー・オリジ

ナルプレーン・トリプルチョコレート・バナナ・オレンジ・キャラメルマーブル・コーヒー・クランベリーヨーグル

ト各1、あずきと栗2）。 

●フェーヴ×山本山「自由が丘サブレと豆スイーツの詰合せＭ」 3,301円 ※写真⑦ 

パティシエ・辻口博啓氏が手掛ける豆スイーツ専門店の人気商品と、老舗「山本山」の鹿児島県産有機抹茶を使っ

たコラボスイーツのセット（自由が丘サブレ［有機抹茶8、マカダミア・ピーナッツショコラ各4］、落花生×有機抹

茶5、カシュー×フランボワーズ・ソラマメ×焼きモロコシ醤油・落花生×深煎りきなこ・落花生×ブラックペッパ

ー・ソラマメ×紫いもバニラ各1）。 

■コラボ以外にも新ショップの商品がお歳暮に登場！ 

●柿の葉すし本舗たなか「柿の葉すし詰合せ」 5,584円 

9月に新宿地区初出店で食品フロアに導入した、奈良を代表する郷土料理・柿

の葉すしを専門に扱う名店。厳選した素材を使用し、すし飯に魚の切り身をのせ

て柿の葉で包みました（さば・さけ各7、鯛4、さわら3）。 

＊北海道、青森県、秋田県、沖縄県、離島へのお届け不可  

●さの萬「ドライエイジング萬幻豚 肩ロースステーキ 5枚セット」 9,180円 

100年の伝統を守る老舗がつくるブランド豚「萬幻豚
まんげんとん

」は、甘く軽やかな脂身

と濃厚な赤身が特長。長年培ったドライエイジング技術により、噛むたびにあふ

れる肉汁、奥深い旨み、芳醇な香りの熟成肉に仕上げています（萬幻豚肩ロース

ステーキ5枚［計600g］）。※本商品は別冊カタログ「こだわりグルメ」に掲載  

＊萬幻豚を使用した肉惣菜・弁当ショップ「萬幻豚 SANOMAN」は、11月29日（木）オープン＜百貨店初出店＞ 

■変わり種！？新年の集まりや自宅用に 

●宗家 源 吉兆庵「おせち菓子」 10,800円 

季節の果実を使った和菓子が人気の「宗家 源 吉兆庵」が手掛けるおせち。

栗でできた伊達巻など、一つ一つ丁寧に作られた和菓子でできています（編笠

柚子、栗かのこ、あわせ柿、栗伊達巻、うすあけ、紅白上用）。  

※本商品は別刷パンフレット「縁起物特集」に掲載 

⑤ 
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クリスマスも間近。リップ×ハットでイベントシーズンの準備もばっちり！ 

 「Are you ready？-Lipと Hatでなりたい私を見つけよう-」 初開催 

11月19日（月）～28日（水） ◆新宿店１階 中央イベントスペース 
 

新宿店では、23 ブランドのリップとこの冬のトレンドハットなどを自由に試せる期間限定イベント「Are you 

ready？-LipとHatでなりたい私を見つけよう-」を初開催します。 

当社が現在取り組んでいる「客層の拡大」に向け、20～30歳代に注目度の高い化粧品・帽子をコラボレーションし

たイベントを行います。化粧品売場では2016年秋の改装以降、当社組織顧客のうち20～30歳代の買上会員数が伸長

し、直近１年でも前年比＋約15%以上と好調を維持（集計期間：2017年10月～2018年9月）。また、豊富なサイズ展開などを

強みに全国トップクラスの売上・規模の婦人帽子売場では、9 月に「顔の形別」に選べるトレンドハットのコーナー

を新設し、改装後１カ月で20～30歳代の買上会員数は前年比＋約120％で推移しています。 

好調領域である異なるアイテムを組み合わせた、百貨店ならではの強みを活かしたイベントにより、百貨店の利用

が少ないとされる若い世代へのさらなる認知拡大と新規顧客獲得を目指します。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１． 23ブランド※3・計100本以上のリップから、お気に入りを探せる「リップツリー」 

20～30歳代の女性は、「SNSやインターネットで事前に情報収集し、実物を試してから決める」という堅実な方が

増えています。その際、百貨店のコスメカウンターは「自由に試しづらい」「ブランドをまたいで比較するのが面倒」

といった声も聞かれることから、メイクのトレンドであるリップを自由に試せるコーナーを設置。また、フォトジェ

ニックな「リップツリー」やリップの映える女優ミラーなども楽しめます。多くの新規顧客を獲得した3月開催の「京

王ドレッサー」に続き、百貨店の化粧品売場に気軽に立ち寄っていただくきっかけとなるイベントを目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

＜概要＞ 

 1.「アットコスメ※1」でクチコミ評価の高いリップも！100本以上のリップが並ぶ高さ約2ｍの「リップツリー」が登場 

 2．「王道モテ」「おしゃれトレンド」にカテゴリ分けし、“リップ×ハット”のコーディネートを提案 

3.  人気ブランドの美容部員によるタッチアップ※2や、コスメサンプルがもらえるエアー抽選機も！ 

 

 

 

 

※3 「リップツリー」参加23ブランド 

ポーラ、キールズ、ＲＭＫ、イヴ・サンローラン、エスティローダー、エスト、カバーマーク、クラランス、クリニーク、クレ・ド・ポー ボーテ、ゲラン、コスメデコルテ、

ジバンシイ、シュウウエムラ、ランコム、カネボウ、シスレー、ヘレナルビンスタイン、イプサ、ファンケル、ボビイブラウン、資生堂、ハニーロア（順不同） 

 

 

※1…月間訪問者数1,600万人、累計クチコミ件数1,400万件の、日本最大のコスメ・美容の総合サイト 
※２…化粧品の使い心地やカラーを、直接肌につけて試すこと 
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２．リップにプラスα！冬ファッションをさらに楽しむハットの提案 

自撮りをはじめ写真を撮る機会が多い20～30歳代女性は、顔周りにポイントを置くことを重視する傾向に。「王

道モテ」「おしゃれトレンド」にカテゴリー分けしたリップカラーに合わせ、“なりたいイメージ”をより表現でき

るよう、帽子をプラスしたコーディネートを提案します。ニット帽やキャップ、ベレー帽など同イベントのために

企画した当社限定販売3型を含む計18型がそろいます。 

＜みんなから愛される「王道モテ」スタイル＞  

                

＜センスが光る「おしゃれトレンド」スタイル＞ 

  

３．美容部員によるタッチアップやコスメサンプルがもらえるエアー抽選機も 

10 ブランドの美容部員が日替わり＊で希望者へのタッチアップやメイクアドバイスを行うほか、コスメサンプル

などがもらえるエアー抽選機も用意します（参加無料、「京王百貨店LINE＠」友だち登録済みの方、期間中1回のみ）。各日先

着200名様限定。 

 

 

 

顔の形にあわせた「似合う」帽子を探せる・試せるコーナー 

  ベーシック×冬素材のトレンド帽子 

◆新宿店1階 婦人洋品売場 
 

 若い方にももっと気軽に百貨店で帽子を試してほしいと、9 月の改装で登場した帽子コーナーの新ゾーンでは、顔

の形別に「似合う」ベレー帽、キャップ、ハットを手頃な価格で提案。豊富な種類が気軽に試せて中心価格も 7,000

～10,000円とリーズナブルなこともあり、20～30歳代の若い客層のファンを増やしています。 
 

■顔の形別の提案が帽子選びをお助け。似合う帽子が見つかる！ 

ベレー帽、キャップ、ハットのベーシックなタイプに分けたゾーンに、ニット帽が加わります。ファッションの

カジュアル化により、ベレー帽やキャップが幅広い層に人気を集めています。秋冬はウール素材に加え、アンゴラ

混やモヘアなどのふわふわした素材が新たに登場。人気のベレー帽はトレンドの「ふわふわ」感のあるアンゴラ混

（写真①、9,720円）がおすすめ。ニット帽は赤系や白系などの豊富なカラー（写真②、7,560円）に注目です。 

 

 

一番人気はベレー帽。「丸顔さん」

「面長さん」「顎まわりがシャープ

な人」「四角顔さん」の４タイプで

それぞれ似合う帽子を提案 

① 

 

② 

  

 
 

＊タッチアップブランドスケジュール 

◆キールズ     11/19 14～16時 
◆ゲラン      11/19 17～18時 
◆クリニーク    11/20 15～16時 
◆エスティローダー 11/21 15～16時 
◆クラランス    11/22 終日 
 

 
 
◆資生堂       11/23・24 終日 
◆ハニーロア     11/25 13～14時 
◆クレ・ド・ポー ボーテ 11/25 15～16時 
◆エスト        11/26 終日 
◆ジバンシィ    11/27 15時30分～16時30分 

11/28 13～14時・17～18時 
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「ピンクベージュ」「コーラ
ルピンク」などの好感度
の高いリップカラーに、ふ
わふわとした素材の帽子
を合わせたスタイル 

「赤リップ」「ボルドー」な
どトレンド感のあるリップカ
ラーに、スタッズ付きや
カラフルな色使いの帽子
を合わせたスタイル 
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首元のボリューム感がトレンド 

  秋冬のおしゃれは首元から 

◆新宿店1階 婦人洋品売場 
 

防寒アイテムが気になる季節ですが、暖冬の影響や地下街などの発達、空調の整った建物が多い等で都会にいる限

りは外気に長時間触れる機会は意外と少なく、本格的な冬の到来までは厚着をしない方も少なくありません。とはい

え、季節感のあるトレンドスタイルは取り入れたいもの。婦人洋品売場では、チェックやファーなどのトレンドを首

元から気軽に取り入れる秋冬スタイルを提案し、11月8日（木）からは首周りアイテムを拡大展開します。 

 

■首元のボリューム感×カシミヤでトレンドも防寒も対応できる大人スタイル 

昨年あたりから首元にボリュームを持たせた巻き方が多く見られたことから、アクセサリー感覚で首元に季節感の

あるスカーフ、マフラー、ストールなどを取り入れるスタイルに注目。今秋冬はトレンドのチェックやケーブル編み

などのストールやスヌードを洗えるカシミヤ素材で取りそろえ、大人の着こなしを提案します。 

 一昨年までは大判のストールを「羽織る」スタイル（写真左側）が

中心でしたが、昨年頃からは首元にボリューム感を出した「ぐるぐる

巻き」が人気上昇中（写真右側）。そのため、通常 70～80cm 幅のス

トールよりも少し幅の狭い50cm幅の「セミストール」を別注で強化

します。トレンドのチェック柄は、黄色やピンク、オレンジをアクセ

ントに使い落ち着いた大人の着こなしのポイントに。また、価格は2

割ほどリーズナブル（カシミヤストールの中心価格は25,000～40,000

円）なので、気軽に取り入れられそうです。 

カシミヤストール（京王百貨店別注品）21,600円 

 

  羽織りスタイル 

 

 

 

→ 

 

トレンドの巻きスタイル 

 さっと被るだけで首元のボリュ

ームスタイルが簡単にできる「スヌ

ード」も注目アイテム。少しカジュ

アルになりがちなスヌードも、ケー

ブル編みなら上品な着こなしに。 

ケーブル編みカシミヤスヌード 

（京王百貨店別注品）10,800円 

 

 

コンパクトなサイズながら首に

一周ぐるりと巻いて首元にボリュ

ームを出せる、ケーブル編みのマ

フラー（幅 20～30cm）も、大人

スタイルにおすすめです。 

ケーブル編みカシミヤマフラー 

（京王百貨店別注品）10,800円 

 

 

 

■トレンドの「エコファー」も強化！首周りや小物でファーづかい 

冬の着こなしのアクセントとしてファーアイテムが注目される中で、最近は化学

繊維で作られたリーズナブルな“エコファー”人気が急上昇中。“フェイクファー”

と言われたひと昔前より、触り心地や見た目が良質のものが増え、有名ブランドの

コレクションで脚光を浴びたこともあり、昨年あたりからポジティブな意味合いも

込めて“エコファー”として注目されています。婦人洋品売場でも取り扱い数を拡

大し、マフラーやスヌード、ティペットといった首周り6型を中心価格5,400円で

展開します。また、チャームやバッグ、袖に付けるファーカフスなど、ポイントづ

かいがかわいらしい小物類もおすすめ。もちろん、フォックスやラビットなど本格

派のファーも取りそろえます。 

   

エコファー ツートンマフラー 

5,400円 
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年齢に合わせた冬のトレンドファッションを提案 

  大人世代のオシャレは、シルエットで決まる！                    

◆新宿店 2階 ハーモニー売場、4階 パーツセレクション売場「ココチクローゼット」 
 

自主編集の婦人服売場である新宿店 2 階 ハーモニー売場と 4 階 パーツセレクション売場「ココチクローゼット」

は、昨年 9月に当社が掲げる「客層の拡大」の取り組みの一環としてそれぞれ 10～20歳ほど若く中心ターゲット層

を再設定しました。「ハーモニー」は30～40歳代、「ココチクローゼット」は50～60歳代をメインターゲットに、こ

れまで単品アイテムのバリエーションを強みとしてきたMDを改編し、コーディネートでの提案を強化しています。 

 

■大人世代は、メリハリのある「上品カジュアル」なコーディネートが◎ 

＜2階＞ハーモニー売場 

今冬も人気のビッグシルエット。“大人女子”は、どこかにジャストサイズを取り入れた着こなしを 

30～40 歳代の働く女性をターゲットとする｢ハーモニー｣では、“大人可愛く”トレンドを取

り入れられるラインアップをそろえます。30歳代以上の“大人女子”は「上半身にボリューム

がある時はくるぶしが見える丈や細身のパンツを合わせる」など、どこかにすっきりと見える

ポイントを作るのがおすすめ。今冬も引き続き「ゆったりとした身幅や袖」「長めの丈」のアイ

テムが豊富ですが、コンパクトなシルエットのアウターやパンツを求める声も多く、お客様の

声に対応した自主編集ならではの品ぞろえが好評です。  

＜4階＞パーツセレクション売場「ココチクローゼット」 

ビッグシルエットはミセス世代にも人気上昇中。バランス次第でオシャレな快適コーディネートに 

同コーナーでは、ファッション感度は実年齢マイナス15歳という50～60歳代に向け、年齢

による体型変化の悩みをカバーしながらほどよいトレンドを取り入れたコーディネートを提案

しています。身幅の広いトップスやワイドパンツなど上下ともにゆったりとしたシルエットが

トレンドですが、ミセス世代が取り入れる場合は「年齢が出やすい首元は開きすぎない」「身幅

が広ければ丈は短めに」など、スタイルアップを意識したアイテムを選ぶのがポイント。身体

を締めつけず体型をカバーしながらオシャレも叶う“一石三鳥”なコーディネートは、ミセス

世代からも注目度が徐々に高まっています。 

 

 

ハーモニー売場では、文化学園大学の学生がスタイリングしたコーディネートの期間限定展示も！ 

文化学園大学の学生が「30～40歳代の働く女性の通勤カジュアルスタイル」などのテーマ

に沿って、コーディネートを提案する産学連携企画を実施しています。期間中、3つに分かれ

た学生チームがそれぞれ提案するコーディネートを展示し、店頭やSNS上での投票を募るコ

ンテスト形式。ファッション・デザインを学ぶ10～20歳代の学生が考える「30～40歳代に

着て欲しいファッション」は、お客様からも「個性がありつつ取り入れやすい」「参考になる」

といった声が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーディネート検討中の様子 

＜企画概要＞ 

名称：文化学園大学×京王百貨店  
HARMONY 35周年 コラボ企画  

「コーディネイト人気コンテスト」 
 

会期：【第1弾】5月17日（木）～6月5日（火） 
【第2弾】10月11日（木）～24日（水） 
【第3弾】11月22日（木）～12月5日（水） 
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新しくなった惣菜売場で「いいにくの日」特別企画 

「京王お肉の祭典」開催 

11月29日（木）～12月12日（水）◆新宿店中地階 惣菜売場  
 

新宿店・食品フロアでは、「いい
・ ・

に
・

く
・

（1129）の日」にちなみ、「京王お肉の祭典」を開催します。この日「萬幻豚 

SANOMAN」が百貨店初出店で新規オープンし、春の菓子売場からスタートした中地階・食品フロアの改装が完了

します。この秋、新ショップを加えて新しくなった惣菜売場で、特別な「お肉惣菜」を用意します。 

 

■11月29日（木） 「萬幻豚SANOMAN」 が百貨店初登場！ 

静岡県富士宮市で100年の伝統を守る老舗「さの萬」。創業100周年を記念した事業として「“新しい本物の豚”を

創りたい」との思いから生まれた「萬幻豚」。この萬幻豚に特化した豚肉専門店の惣菜ショップがオープンします。 

●萬幻豚 SANOMAN  百貨店初出店  

・「焼き豚」（100ｇ）850円 ※写真右 

特製のタレにじっくり漬け込み、店舗厨房で香ばしく焼き上 

げる「さの萬」伝統の逸品です。 

・「ベーコン（ブロック・スライス）」（100ｇ）各850円 ※写真左 

萬幻豚のバラ肉を塩漬けして燻煙で仕上げた、保存料無添加、 

本格派のベーコンです。 

 

 

 

 

 

 

■10月新オープンのショップからも肉！ 

●グッドモーニングバンコク 「豚スペアリブのアジアンスパイス煮込み」（１本）1,059円   京王百貨店限定  

花椒やクミンなどのアジアンスパイスで骨付き豚スペアリブを煮込んでいます。各日限定50食。 

●京鼎樓小館（ジンディンロウショウカン） 「レモン鶏」（100ｇ）395円 

鶏肉をジューシーに焼き上げました。爽やかな香りと酸味がクセになります。 
 

■お弁当&おにぎりも肉、肉！！ 

●塚田農場「北海道黒牛100% 黒牛ハンバーグ弁当」（1折）1,001円 ※写真① 

細かなサシと赤身の濃い味を兼ね備えた北海道産黒牛を100％ 

使用したハンバーグ。グレイビーソースで肉本来の味を楽しめます。 

●ふくふくむすび「豚の肉巻きおむすび」（１個）227円 ※写真② 

ご飯を豚肉で巻き、醬油のタレを絡めたボリュームたっぷりのおむ

すびです。   

 

■既存店からも肉、肉、肉！！！ 

●柿安ダイニング「スペアリブオレンジ風味ソース」（100ｇ）850円 ※写真③ 

爽やかなオレンジの香りが食欲をそそる、柿安自慢のスペアリブ。 

●PAOPAO「福島県産黒毛和牛のすき焼きまん」（１個）432円 ※写真④ 

特製のすき焼きダレで味付け、ほんのり甘い生地と相性抜群。 

●さぼてん「さぼてんパック」（１パック）2,268円   

ご家族やちょっとした集まりに、人気のロースかつやヒレカツが入ったみんなで楽しめるオードブルセットです。 
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② ① 

④ ③ 


