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■4月4日（水）→9日（月）
営業時間 午前10時30分～午後7時30分、最終日は午後６時まで。※

※都合により出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。

かな 店舗名 代表品目 柱番号 かな 店舗名 代表品目 柱番号

【8階催会場】

（50音順） （50音順）

まつい あご匠 松井 つまみあご H-7

あつぎ 厚木ハム 春のサンドイッチ桜ハム F・G-1

きむら あゆの店 きむら 小あゆ煮 H-7

いすこ イスコ レモン入りオリーブオイル レモネーノ G-8
えーでる エーデルワイスファーム 「望来豚」ベーコンスライス G-7
えまさ 江政商店 ほたるいか漁師漬 I-6

おきの 沖の島水産 かつおわら焼きたたき H-4
おくい 奥井海生堂 蔵囲利尻昆布「蔵囲五年物」 D-3

ふむろや 加賀麩 不室屋 宝の麩 ひとひら G-5

むかい 辛子明太子 むかい 無着色中辛 辛子明太子 H-5

くちーな クチーナ ヒラタ 春野菜のラザニア D-1
ぐんじ 郡司 至福みそ I-5
けいげつ 渓月堂 柚子柿 A-2
こばやし 小林商店 生紫うに H-4

せきね 胡麻油の関根 関根の胡麻油 E-3

さかすて 堺捨 富山の春ちらし I-4

た

たかのや 髙野屋 からすみ H-7

たんの 丹野こんにゃく 刺身こんにゃく「桜えび」 H-3

きんき 賀茂とうふ 近喜 花麩きんかん（さくら） E-2
ぎょくしん 玉子屋別館 玉辰樓 ひつまぶし D-2

きすけ 味の牛たん 㐂助 ゆでたん D・E-2

まるかめ 鮭乃丸亀 蔵造り塩引鮭スライス D・E-2

さとう 佐藤養助商店 稲庭干温飩 切落し D-3

はなおれ 花折 味百選弁当 I-3

さんぽう 三宝庵 花ちりめん I-8
じゃぱん ジャパンファーム 藤子ばあちゃんのまごころ米 F・G-2

しらけん 白謙蒲鉾店 極上笹かまぼこ H-8

すしこう 寿司幸本店 春の菜の花まぐろちらし弁当 C-1
すずなみ 鈴波 銀だらみりん粕漬 C-2

おおたき 駿河府中 大滝商店 あげ桜えび G-2

ちんりう ちん里う本店 小町梅 E-3
つくば 筑波ハム ロースハム I-7

ほんちょう つけもの処 本長 春の塩こうじ漬 H-5

てんたつ 天たつ 雲丹あわせ天然あわび H-4

とくなが 徳永屋本店 島津揚げ G-7

とりいち とり市老舗 京都・洛西塚原産 たけのこ F-7

なかたや 中田屋 きんつばさくら F-8
な

た

にほん 日本ハチミツ料理研究所 純粋国産れんげの花の蜂蜜 H-5

はちき 八起庵 鴨なんば G-2

ふうりゅう 風流堂 」り便きよ「」らひとひ「」るた来幸「

はね 和三盆 羽根さぬき本舗 こどもの日わさんぼん G-6

ぶるー ブルーベリーフィールズ
紀伊國屋治兵衛 小豆ジャム甘酒桜入り C-3

ほうぼう 芳房堂 芳房堂の水ようかん F-8

まつばや 御菓子司 松葉屋 月よみ山路 B-3

みくにや 三國屋 焼寿司 G-6
みすず みすゞ みすゞ G-5
みっく ミック メイプルヌーヴォー G-7

むらかみ 京つけもの 村上重本店 菜の花漬 F-2

とめぞう 本家 留蔵 銚子産蒸しサバの春キャベツと
菜の花仕立て「マスタードソース」 G-8

ひろきゅう A-3
はまみね 浜峰のひもの 花見鯛潮干し G-4

は

ま

やおひで 八百秀商事 本場鳴門生わかめ I-6

やまやす 山安海苔店 やわらかのり G-3
よしの 吉野寿司 春の上方寿司取合せ F・G-3

やまがた 山形養蜂場 あかしや蜂蜜 B-3

やまつ やまつ 田 春七味 A-2
や

すぎやま 杉山フルーツ 生フルーツゼリー
直通EV横しん 新世界 グリル梵 ビーフヘレカツサンド

直通EV横
たまひで 鳥料理 玉ひで 元祖親子丼 直通EV横
ふくや 冨久家エマーユ イタリアンロールケーキ

4月4日（水）・5日（木）・6日（金） 午前10時30分から販売

4月4日（水）→９日（月） 正午頃・午後4時30分頃から販売
※9日（月）は午後4時30分頃の販売はございません。

4月4日（水）→8日（ 日） 正午頃・午後4時30分頃から販売

4月７日（土）・８日（日） 午後2時頃から販売 直通EV横

さ

た
は

りゅうおう 柳桜園茶舗 抹茶「小櫻」 B-3

たちばな 料理旅館 橘 桜鯛めし弁当 F-4

れすとらん レストランMURA 紅鮭スモークサーモンスライス E-1

どん ローストビーフの店 ＤＯＮ幸庵 しずおか和牛赤身ローストビーフ H-3

ら

やまぐち 輪島海房 やまぐち 鯛のカルパッチョ H-6

のざくら 野桜本店 わさび昆布レモン風味 F-4

せいりゅう 錦の里 清流庵 柿えくぼ G-3

おかの 虎ノ門 岡埜栄泉 豆大福 B-2

しろたえ 西洋菓子しろたえ レアチーズケーキ C-3

あいづ 上菓子司 会津葵 かすてあん会津葵 F-7

しゃんはい 上海餃子 たけのこ水餃子 H-6

ちょうえい 老舗 長榮堂 スカイベリー 生ふわ苺もち
「宇治抹茶プレミアム］ H-8

かねみつ かねみつ 富山マリアージュ
春の昆布じめアンティパスト I-4

かなや 金谷ホテルベーカリー いちごブレッド A-3

てんぱく かつおの天ぱく てびやま華かつを G-4

かがか 加賀かきもち丸山 豆つなぎ H-6

春の

特別限定販売 ※混雑状況により整理券を配布する場合がございます。

銘酒百選
◆4月4日［水］→10日［火］ ◆地下1階 催会場 

G-5


