
◎6月1日（水）→7日(火)

※天候異変・交通事情等により販売開始時間が遅れたり、販売を中止することもございます。※三重県の加工品、産品を厳選しておりますが、原材料は三重県産以外のものも使用しております。※売り切れの節はご容赦ください。

〈マルカワ〉三重県伊勢産 生本まぐろ(養殖)解体ショー 5日（日）午後2時～ 【地1階】※天候異変・交通事情など
により入荷が遅れたり、産地が変更となる場合がございます。　〈牛長〉三重県産 松阪牛サーロインステーキ(冷凍)【地1階】 
〈鶏太郎（精肉）〉三重県産 朝引き伊勢赤どりモモ［販売は1日(水)・3日(金)・6日(月)各日午前11時～］【地1階】
〈鳥羽市/伊勢志摩真珠館〉〈伊勢市/常磐パールジュエリー〉本真珠アクセサリー【1階】 ほか

知ってる？食べたことある？こんな“三重のうまいもの”。

このほかにも各階に、三重の名産品や三重県産の食材を使ったグルメがぞくぞくと！

三重の人気スイーツ 日替り限定販売　

松阪名物 黒毛和牛使用 モー太郎弁当 1折 
【限定数50】 1,501円 ※お一人さま1点限り

【販売方法】当日午前10時から、地2階「ルピシア」横にて販売整理
券をお渡しいたします。※予定数に達し次第、終了させていただきます。

第2回

地2階
「諸国銘菓」
コーナー

詳しくは
こちらから

➡

自然・農業・手づくりがテーマの
農業公園から、形もユニークな
ソーセージなどが登場。

うま味あふれるすき焼き肉た
っぷり。フタを開けると童謡
が流れるパッケージも人気。

①ぐるぐるウインナー 2本入 1,080円
②超あらびきウインナー 1パック(160g入) 580円

③もっちりブール 1個 550円 ほか

伊勢神宮外宮前で
創業200余年を誇る
老舗醸造元の、自慢
の発酵スイーツ。

小豆あんを餅でく
るんで平たく長く
のばし、両面を香
ばしく焼きました。

丁寧に焼き上げたカ
ステラをキューブ型
に切り分け、愛らしい
焼き印を押しました。

イベントスペース
B2F①

1日（水）※販売は正午から 2日（木） 3日（金）※販売は正午から

〈伊賀市/伊賀の里
手づくりもくもくファーム〉

〈伊勢市/糀屋〉
こうじや

〈松阪市/
駅弁のあら竹〉

◎対象コーナー：「三重県のいいもの・うまいもの
フェア」開催場所 ※一部、除外売場・商品がございます。
期間中、対象コーナーでそれぞれの条件をクリア
した方に、コーナー1箇所につき1個、スタンプを押
印。スタンプを3個集めた方に抽選ですてきな賞品
が当たります。※開催場所・スタンプ押印の条件など、
詳細はスタンプラリー用紙をご覧ください。※当選者の
発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

〈四日市市/
なが餅 笹井屋〉
なが餅(竹皮風袋入) 1袋(7本入) 【限定数60】 701円

国産うるち米使用。
和風カレーたれに
ブラックペッパー
をきかせたスパイ
シーな味わい。

〈桑名市/美鹿山荘〉
カレーのおせんべい(スタンド袋) 1袋 
【限定数48】 864円

びろく

◎6月1日(水)→7日(火)

〈津市/
DE CARNERO CASTE〉
羊のカスティーリャ(プレーン/キューブ) 
1箱（6切入） 【限定数50】 1,461円

デ　カルネロ　カステ

糀ぷりん 1個
360円

〈紀北町/石原商店〉

※写真はイメージです。
（写真の焼印は「くまひつじ」です。）

◎6月4日（土）・5日（日）◎大阪上本町駅1階コンコース
※各キャラクターの登場時間は

近鉄百貨店上本町店のホームページで
ご確認ください。

※キャラクターの来場は
予告なく変更、中止となる場合が

ございます。

近鉄百貨店上本町店では 午前10時～午後8時

地2階

海藻類 3点よりどり 1,080円
紀州ひじき (1袋/20g)･
塩蔵ひろめ 
(1袋/100g)･
きざみアカモク 
(1袋/15g)
各389円  
お徳用米ひじき 
1袋
1,296円 ほか

。

4日（土）【1日限り】
◎地2階特設会場
※販売は正午から

高糖度の完熟いちごをその
まま凍らせ、練乳をかけて
いただく贅沢な味わい。
いちごだけ氷 1杯 594円

〈津市/いのさん農園〉

©はっとりみつる

イートイン

●① ●②

●③

◎6月4日(土)・5日(日)
各日午前11時～、午後1時～、

午後3時～

「ハ
ルカス3

00(展望台)」キャラクター



※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。※期間中、新型コロナウイルス感染拡大の状況次第で、一部イベント・内容を変更することや臨時休業する場合がございます。

人気の「観光列車 つどい」が「大阪上本町駅」
のホームに停車。三重を訪れた気分でお買物
をお楽しみいただけます。

三重県産の厳選した食材を使った、
期間限定メニューをご提供。

まだまだ、食べたい！《期間限定》三重グルメ。

12階〈和食 つきひ〉〈東京風鰻料理 江戸川〉
では、三重の地酒をご用意！

車内で三重の名産品をズラリ！販売。

「シェラトン都ホテル大阪」では ◎6月1日(水)→30日(木) 近鉄百貨店上本町店 各階喫茶＆12階レストラン街では
◎6月1日(水)→7日(火) 

 

「大阪上本町駅」9番ホームでは ◎6月4日（土）・5日（日）限り 各日午前11時～午後3時 

〈日本料理 うえまち〉◎3階

〈和食 つきひ〉◎12階
◎営業時間：午前11時～午後10時

三重県関西事務所
Twitter⬇

ご来店予約は
こちらから⬇

「上本町 駅ナカマルシェ」 

三重県の観光情報が盛りだくさん。

〈レストラン＆ラウンジ eu(ゆう)〉◎2階

伊勢赤どりもも肉の
赤ワイン煮と胸肉のコンフィ 
彩り野菜とともに
2,600円

緋扇貝ぬた和え 2,000円
あかもく酢の物 1,200円
伊勢茶水ようかん 800円

松阪牛ロースト・鉄板焼 各1,980円
伊勢 真鯛昆布〆 980円
三重県産ブリ柚子香り塩干し 780円
鯛の三重あおさ揚げ 780円
伊勢のめひびの佃煮 480円

〈中国料理 四川〉◎3階

〈鳥羽市/珍海堂〉伊勢開運海老せんべい･にゃんこ行進曲
〈松阪市/風味堂〉伊勢海老あられ･松阪牛あられ 
〈名張市/名張市物産振興会〉風農園いちごジャム･伊賀牛しぐれ煮
〈尾鷲市/三起産業〉さんま寿司･めはり寿司
〈南伊勢町/山藤〉串干物
〈伊勢市/マルエス田中商店〉さつま揚げ
〈伊賀市/百姓工房 伊賀の大地〉伊賀米 米麹食パン
〈志摩市/志摩三商会〉青さ･青さのり佃煮･花かつお 

◎ご予約・お問合せ：
　電話(06)6773-1302

◎ご予約・お問合せ：
　電話(06)6773-1253

◎ご予約・お問合せ：
　電話(06)6773-1274

「大阪上本町駅」1階コンコースでは ◎6月1日(水)→7日(火) 各日午前11時～午後6時

※写真はイメージです。

〈近畿日本ツーリスト〉の「三重の魅力ご紹介コーナー」
では、話題のスポットや人気ショップ、おすすめツアーを
満載したパンフレット、カタログなどをご用意。

「近畿日本ツーリスト株式会社 上本町店」
◎近鉄「大阪上本町駅」地階 「タイムズプレイス上本町」内
◎営業時間：午前10時30分～午後6時30分(ご来店受付は午後6時まで)
◎ご予約・お問合せ：電話(06)6772-9101
“近ツー”スタッフがいま行きたい！三重県の人気スポットや話題のグ
ルメ、おすすめホテルなどをご紹介。ご希望に応じた旅のプラン作りの
ご相談を承ります。

フェアの内容やウラ話を中心に、三重県の最新情報も
オモシロ楽しくつぶやいています♪

さぁ、一度見たらクセになる！？ツイートを、
今すぐチェック＆フォロー！！

「三重県関西事務所Twitter」(＠kansaimie）では
「[第2回]三重県のいいもの・うまいものフェア」を

◎営業時間：ランチ 各日午前11時30分～午後2時30分 
 ディナー 各日午後5時～午後9時(ラストオーダー午後8時30分) 

◎掲載以外のメニューも期間限定でご用意いたしております。
 詳しくはこちらから➡

※写真はイメージです。

今すぐチェック＆フォロー！！
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「兎の助」（　　     ）と
一緒に実況中！

三重県応援
キャラクター

うさ すけ

〈洋食レストラン ソラーレ・ドーノ〉
◎12階 
◎営業時間：ランチ 各日午前11時～午後3時　
 ディナー 各日午後5時～午後10時

松阪牛のメンチカツレツ 1人前、
サラダ・あおさスープ・
ライス付 1,680円

〈喫茶 カルムカフェ カバリエ〉
◎1階
◎営業時間：午前7時30分～午後8時
五ヶ所のみかんジュース【志摩】
1杯 430円

〈鈴鹿市/清水清三郎商店〉
作（ZAKU） 純米吟醸 
奏乃智 1合 1,100円
〈津市/寒紅梅酒造〉
寒紅梅 純米吟醸
酒うさぎ 1合 1,100円
〈名張市/瀧自慢酒造〉
滝水流 辛口純米 
1合 880円

たきじまん

はやせ

かなでのとも

観光特急「
しまかぜ」の

車内メニュ
ーが

期間限定で
登場。

観光特急「
しまかぜ」の

車内メニュ
ーが

期間限定で

◎「上本町 駅ナカマルシェ」は近畿日本鉄道（株）に
よる販売イベントとなります。

※20歳未満のお客さまへの酒類の提供・販売、お車を
運転される方への酒類の提供はいたしません。

【出品商品一例】
①〈熊野市/畑辰商店〉干物(あじ･
さんま ほか)
②〈四日市市/
グリーンズ〉
伊勢茶と黒豆の
パウンドケーキ

●①

●②


