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1月10日(水)→16日(火)  
地1階、地2階 食料品、各階喫茶、8階ローズダイニング 

ご褒美スウィーツ 

[オードリー] 
オードリー〝ホワイト“ 
（スカイベリー） 
（1箱・4個入）1,134円 
■地1階 洋菓子 

※産地の収穫状況・天候などによりお届けが遅れたり中止する場合もございますので、ご容赦ください。※品数に限りがございますので売り切れの節はご容赦ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※写真はイメージです。 

  ●期間中、栃木商品の取り扱いブランド ※商品は主な商品です 
  

栃木県のいちごは、1968年から生産量日本一の座をずっと保ち続けているまさに”いちご王国“。 
「とちおとめ」「スカイベリー」といった栃木県の苺と各ブランドのコラボレーションが期間限定で登場します。 

★は横浜髙島屋限定品 

スカイベリー 
使用 

甘みと酸味のバランスが良いスカイ
ベリーをシャンパン香るホワイトチョコ
レートガナッシュと合わせました。 

苺スポンジ、苺チョコムースに 
スカイベリーをトッピングしました。 

チョコレートスポンジとクリーム
の上にとちおとめをたっぷりのせ
ました。 

ミラノプリンと甘味・酸味のバランス
の良い苺のハーモニー。 

[新宿高野] 
スカイベリーフレーズ 
 （1個） 972円 
■地1階 洋菓子 
※写真はイメージです。デザインが変更する 
  場合がございます。 

スカイベリー 
使用 

[デメル] 
エルトベアー 
シュニッテン（ 1個）540円 
■地1階 洋菓子 

[ミラノ ドルチェ トレ・スパーデ] 
とちおとめのラ・モーダ 
 （1個） 670円 
■地1階 特設売場 
  （クラブハリエ前） 

和で楽しもう！ 

職人の手作りでとちおとめ
と和三盆の上品な甘さを
いかした一品。 
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[美濃吉]苺わらびもち 
 （1個） 648円 
■地1階 惣菜  

いちごの甘酸っぱさと
あんこがよく合います。 

[村上] 
とちおとめ大福 
（ 1個）324円 
■地1階 和菓子  

どっちがスキ？ 

[日本橋 千疋屋総本店] 
とちおとめフロート 
（ 1杯） 810円 
■地2階 ジュース 

[Be! ジューススタンド] 
スカイベリージュース 
 （1杯） 648円 
＜各日30杯限定＞ 
■地1階 ジュース 

みんなでシェアしよう！ 

[パティスリー モンシェール] 
堂島ロール  
(とちおとめ入り) 
（1本） 1,781円 
（ハーフ） 972円 
■地1階 洋菓子  

スウィーツ？食事？ 

[メルヘン] 
トリプルベリー 
生クリーム 
（ 1袋） 476円 
■地1階 パン 

てみやげに。 

[BLOMA ROSA] 
スカイベリーバームクーヘン 
（1個） 756円 
■地1階 洋菓子 

[大麦工房 ロア] 
大麦ロイヤルセット 
 （9種・12個入）1,080円 
■地1階 特設売場 
     （仙太郎前） 

[もめん弥] 
ふわおとめ 
（1個） 152円 
■地1階 和菓子銘菓百選 

[ワッフルアトリエ エルム] 
ストロベリー 
（1個）216円 
■地1階 特設売場 
     （クラブハリエ前） 

冷たい幸せ 

[ジェラテリア・パンチェーラ] 

ミルフィーユ 
（シングル） 360円 
■地2階 ジェラート 

とちおとめ 
使用 

とちおとめ 
使用 

1月15日は「いいいちごの日」 

ウィークリーイベント 
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たのしいイベント  魅力いっぱいの栃木県を感じてください！ 

 

栃木の応援隊が、苺の味をご紹介いたします。 
 

1月13日(土)・14日（日）各日 
正午から：地1階 Ａエスカレーター付近※1月13日（土）のみ 
        8階 ローズダイニング※1月14日（日）のみ 
午後3時：地2階 生鮮 
午後5時：1階 正面玄関 
  

※産地の収穫状況・天候などによりお届けが遅れたり中止する場合もございますので、ご容赦ください。※品数に限りがございますので売り切れの節はご容赦ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※写真はイメージです。 

おもてなしメイツ 

1月10日(水)→16日(火)  
地1階、地2階 食料品、各階喫茶、8階ローズダイニング 

贅沢スウィーツ 

[タカノフルーツパーラー] 
栃木県産スカイベリーと 
栃木県産とちおとめ苺のパフェ  
1,836円 
■2階 喫茶 

栃木県産のスカイベリーと 
とちおとめをふんだんに使い、いちご 
づくしのパフェに仕上げました。 

栃木県産「とちおとめ」を添えた
自家製ホットケーキ 

[資生堂パーラー] 
苺のホットケーキ  
単品 1,512円、セット 1,998円 
※各日15食限定 
■6階 喫茶  

「いちご王国とちぎ」抽選会 
 

下記の期間中、上記ほか「栃木商品」または
「栃木コラボ商品」をお買上げのお客様を対象
とした抽選会を開催いたします。 
 

期間:1月13日(土)・14日(日) 
抽選場所:地2階 生鮮売場 特設会場 
 

 
いちご賞 「いちごのカレープレミアム」（1食分） 
      各日50名様 
とちまる賞 とちまるくんグッズ 各日150名様 
 

※お買い上げの際にお渡しする抽選券をお持ちください。 

[サンフレッシュ] 
酸味が少なく上品な甘みで 
みずみずしい味わいです。 

栃木県産スカイベリー 
 

鮮やかな赤で、甘みと酸味の 
バランスがよいです。 

栃木県産とちおとめ 
■地2階 野菜・果物   

シンプルに味わう 

[髙島屋ファーム] 
栃木県産特別栽培スカイベリー 
■地1階 グローサリー 

※写真はイメージです。 
※価格は各売場にてご確認ください。 

[中島水産] 
栃木県産・養殖 
プレミアムヤシオマス  
■地2階 生鮮・塩干物 

極薄の皮で包み込み、 
パリッとジューシーな味わい
を実現。 
[宇都宮餃子館] 
健太餃子(焼き餃子） 
10個入り 600円 
20個入り 1,200円 
■地1階 特設売場 
   （華正樓横） 

[なかお] 
栃木県産・養殖 
温泉とらふぐ刺身 
(1皿 17cm) 1,296円 
■地2階生鮮・塩干物 

試飲販売会開催 

[惣譽酒造] 
惣譽 生酛仕込 
純米大吟醸 
（720ml）3,240円 
■地1階  銘酒百選 
 WORLD LIQUOR 

[サンフレッシュ] 
栃木県産那須の白美人ねぎ 
(1袋) 498円 
■地2階 野菜・果物 
 

[ たつみや] 
稲見商店「極」卵 
(1パック・4個入）432円 
■地2階 とうふ・たまご 
       調味料ほか  

「とちまるくん」「おもてなしメイツ」による栃木県の味や魅力のご紹介 

栃木県「農人たち」 
「美味しく生でたべてもらいたい」そんなシンプルな想いから農人たちは 
栽培時に農薬を使用せず、有機肥料100％で野菜を育てています。  
 

取り扱い野菜（予定）ねぎ、かぼちゃ、にんにく、大根、春菊 ほか 
＜1月13日（土）のみ限定販売＞ 
■地1階 グローサリー 髙島屋ファーム 
 

おいしい栃木の味も、大集合！ 

生産者：宮本さん 

[竹紫亭] 
栃木県産とちぎ和牛 
すき焼き用（肩・モモ） 
(100gあたり) 1,404円 
■地2階 精肉 

[サンフレッシュ] 
栃木県産生しいたけ 味じまん 
(1袋) 480円  
■地2階 野菜・果物 
 

ウィークリーイベント 

1月15日は「いいいちごの日」 

掲載商品以外にも、栃木県産苺を使用した商品や栃木県の美味しいものがたくさんあります！ 

※価格は各売場にてご確認ください。 
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