２０１７年４月２８日

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：上野 賢了）では，2017 年５月
18 日（木）から 24 日（水）までの７日間，７階催事場，新・横浜家族の店およびギャラリー
旬にて「大信州展」を開催いたします。本年は『おいしい信州フード（風土）』をテーマとし，
初出店店舗を含む食 40 店，工芸 16 店，計 56 店を展開いたします。
名物イートインコーナーでは，初企画として七代目 助屋「安養寺（あんようじ）味噌らーめ
ん」を中心とした，５店舗の行列ご当地らーめん店の看板メニューの日替わり食べくらべ，現
地の職人がその場で打った香り高い蕎麦や，信州駒ヶ根名物「ソースかつ丼」の３店舗のメニ
ューを，約 80 席のイートインスペースにてお召し上がりいただけます。また小布施町「栗の
木テラス」モンブランの実演販売や，地元で愛される銘酒宮坂醸造「真澄」の限定品，いち押
し「真澄 酒粕シェイク」も初出品。信州の風土が育てた伝統の味覚が盛りだくさんとなって
おります。
７階新・横浜家族の店では，信州で受け継がれてきた匠の名工を取り揃えた工芸展を開催い
たします。そのほか，５月 18 日（木）には「第 50 代ミス志賀高原」，19 日（金）は「2017 ミ
ス松本」が，各日先着 200 名様にご来場プレゼントをお配りいたします。さらに，信州２大絶
景パネル展や観光ＰＲコーナーもご用意いたしております。
詳細は別紙のとおりです。

«イートイン»では，信州各地５店舗の

«実演»濃厚な味わいの小布施町

行列ご当地らーめん店の看板メニューを日替わりで

「栗の木テラス」モンブランなど

お楽しみいただけます！

信州ならではの個性的なスイーツが登場！

別

紙

◆◆◆京急百貨店 ≪大信州展≫について◆◆◆
開催日：2017 年５月 18 日（木）～24 日（水）７日間
場 所：７階催事場，新・横浜家族の店
出店数：56 店（食 40 店・工芸 16 店）
１．「信州フード」が揃う３店舗！ 約 80 席のイートインコーナー
■信州各地５店舗の行列らーめん店の看板メニューが数量限定日替りで登場

期間中毎日ご提供【京急百貨店オリジナル】

«５月 18 日（木）限定»

佐久市 七代目 助屋【安養寺味噌らーめん】

佐久市 風見鶏【鶏白湯らーめん】

（信州ハーブ鶏・諏訪美豚チャーシュー入）

«限定 150 杯»（1 人前）851 円（税込）

（1 人前）981 円（税込）

●５月 19 日（金）
・20 日（土）
佐久市 麺匠文蔵

【王様中華そば】

各日 150 杯限定（１人前）851 円（税込）

●５月 21 日（日）
・22 日（月）
松本市 凌駕（りょうが）【煮干し中華そば】

各日 150 杯限定（１人前）851 円（税込）

●５月 23 日（火）
・24 日（水）
長野市 さくら木【塩らーめん】

各日 150 杯限定（１人前）851 円（税込）

■現地の職人がその場で打った香り高い手打ち蕎麦を旬の味覚と一緒に【戸隠蕎麦 山故郷】

【京急百貨店オリジナル】

【16:00 からの限定メニュー】

信州みゆきポークと葉わさびの

ほろ酔いセット

胡麻つゆ冷かけそば

（ふきのとう天ぷら，ざるそば,川中島の地酒（桂正宗）１合）

«各日 20 食限定»

（1 人前）1,383 円（税込）

（1 人前）1,404 円（税込）

■≪イートイン≫信州駒ヶ根名物グルメ

駒ヶ根市 明治亭【ソースかつ丼】

ご飯とキャベツの上に，サクサクと揚げたかつをのせ
て秘伝のソースをたっぷりと。熱々をどうぞ。
ソースかつ丼定食
（味噌汁，漬物付）

（1 人前）1,404 円（税込）
※お持ち帰りもございます。

２.信州の個性的な甘味をおとどけ！『スイーツ特集』
■小布施町【栗の木テラス】モンブラン

【実演】

栗の木テラス

桜井甘精堂

モンブラン

栗どらやき

«各日限定 500 点・お一人様５点まで»

（１コ）195 円（税込）

（１コ）451 円（税込）

■信州のおすすめスイーツ

【実演】【京急百貨店オリジナル】

小豆とニッキの絶妙な組み合わせが，

長野市 デザートランドりんごの木

独特で絶妙な味わいの珍しい蒸菓子です。

食べ比べアップルパイ

松本市 開運堂

（信州共和地区産フジ・シナノゴールド使用）

開運老松

（各１コ）1,458 円（税込）

（１本） 1,080 円（税込）

３．地元で愛される地酒
■５月 18 日（木）限定販売

左 諏訪市 宮坂醸造

真澄 銀撰
«限定 18 本»（1.8l）

1,836 円（税込）
右 上伊那郡 小野酒造店

頼母鶴 精撰
«限定 18 本»（1.8l）

1,836 円（税込）

■いち押し！「真澄 酒粕シェイク」初出品
真澄の酒粕と牛乳を使用したやさしい甘さの
シェイクです。

諏訪市 宮坂醸造

真澄 酒粕シェイク
（アルコール 0.1%以下）

（150ml）350 円（税込）

４．信州伝統のクラフト作家＆名工芸
安曇野クラフト作家展

信州伝統の名工芸

安曇野市 Modeless Factory

安曇野市 十色屋

軽井沢町 かるいざわ・ガラスの森

リネンチュニック

帆布トートバッグ

Ｋ18 オールドクリスタルネックレス

（リネン 100%，フリーサイズ）

（綿 100%，持ち手部分：革）

«現品限り» 19,440 円（税込）

«現品限り»15,660 円（税込）

（ペンダントトップ約 16 ㎜（枠含む））

«限定３点»66,001 円（税込）

５．イベント情報
■５月 18 日（木）・19 日（金）限定！
各日先着 200 名様に信州の銘菓「くるみやまびこ」プレゼント

各日 10：00 より

※プレゼントのお求めの方は，１階＝緑のエレベーターより７階＝催事場へお越しください。
※お一人様各日１点限りとさせていただきます。

【５月 18 日（木）ご来店】

【５月 19 日（土）ご来店】

第 50 代 ミス志賀高原

2017 ミス松本

あらき れ な

ふじなみ ち ほ

荒 木 怜奈さん

藤 波 千穂さん

■「信州の２大絶景ビューポイント」パネル展
日 時：2017 年５月 18 日（木）～24 日（水）
場 所：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路
※最終日は 15：00 にて閉場いたします。

『星が最も輝いて見える場所』日本一に認定されたことがある「阿智村」の星空と，『天国
に一番近いカフェ』と言われ，雲海が広がるテラス「SORA terrace」から見える絶景をパネ
ルにてご紹介。
■「阿智村」と「北志賀高原」観光ＰＲコーナー
日 時：2017 年５月 18 日（木）～24 日（水）
場 所：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路
※最終日は 15：00 にて閉場いたします。

協 力：長野県観光部，阿智昼神観光局，（株）北志賀竜王志賀高原観光協会
６．お客さまのお問い合わせ先
京急百貨店
TEL 045-848-1111（代表）

【受付時間

営業時間内】

以

上

