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［手土産］

イタリア産生ハム

大人向けの手土産に挑戦したいのならば

プロシュートの一番のおすすめは、
24 カ 月熟成 させたイタリア 産 のも
の。ワインによく合うので一緒にど
うぞ。店頭では、その場でスライス
する生ハムも販売。1,050 円／ B

ちょっと気の利いたアイテムをセレクト！
食事ものからドリンク、
お茶まで
十人十色の手土産選びを楽しもう。
［その他］

あげかま 竹皮包
かまぼこの身に、山海の風味を加え
た揚げもの。木の葉、
ごま丹、
えび扇、
ひさご、白梅と 5 種類の味わいがセ
ットになった。軽く温めるとより香
ばしくいただける。1,101 円／ I

天むす 33個入り
冷めても美味しい米と鮮度の高い天
然海老を海苔で巻いた、手作りの天
むす。33 個入りで約 6 人分。ちょっ
とした集まりや差し入れに喜ばれる。
4,158 円（要予約）／ A

ブルーマウンテンブレンド

しそ巻くるみ揚
宮城の伝統的な保存食。独
自の調合を加えた仙台味噌
にくるみや砂糖などを合わ
せ、火にかけて練り上げた
ものをシソの葉で巻き、揚
げる。無添加だが、常温で
1 カ月もつ。1050 円／ J

サンジョベーゼ
イタリアの『タンブリーニ』
のレストランで出されてい
る赤ワイン。日本で手に入
るのはここだけ。すみれの
花のような芳しい香りが特
徴。2,100 円／ B

一杯珈琲
トライアルセット5パック

華麗で気品のある香りの特徴を十分
に味わえるようブレンドした、調和
のとれた味わいの最高級品ブルーマ
ウンテン。優雅なコーヒータイムを
味わえる。1,974 円／ C

生レモンドレッシング
旬の素材を生かしたオリジ
ナルドレッシング。生レモ
ンは、カルパッチョやマリ
ネに最適。ほかにも、にん
じんやタマネギ、焼にんに
く、青しそなど種類も豊富。
399 円／ G

カフェ・ノ・バールの限定のスペシ
ャリティーコーヒーのブレンドが 5
杯分楽しめるセット。挽いた後、1
時間以内にパックをされた粉は、新
鮮そのもの。714 円／ C

築地の玉子焼
都内最大級の生け簀を構える大型和
食店「築地 竹若 池袋店」の知る人
ぞ知る玉子焼き。かつおダシの旨み
とアオサの風味が磯を感じさせる、
築地の名店ならではの味。840円／ D

いくら醤油漬け／さけ茶漬
キングサーモンを焼きほぐしたさけ茶漬けと、プチプチと弾
ける食感がたまらない北海道産のいくら。ご飯がさらに美味
しくなる贅沢なお供だ。1470 円／ 1260 円／ H

焼小籠包
多 い 時 は 1 日 で 3,000 個 を 売 り 上 げ
る人気商品。上部の皮をかじって穴
を開け、スープをすすってから食べ
るのがおすすめ。こんがり焼けた底
はカリカリの食感。6 個 570 円／ E

スモークサーモン＆ほうれん草
キッシュ＆ケーク・サレ専門店で一番人気のキッシュ。じゃ
がいも、玉ねぎも入って具沢山。素材の旨みたっぷりのあっ
さり味。日持ちは冷蔵庫で 2~3 日。1 切れ 450 円／ F
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JIRAIYA

豊島区南池袋 1-28-1
西武池袋本店 B1F
☎ 03-3590-5033
営業／ 10:00 〜 21:00、
日・祝日〜 20:00
定休／西武に準ずる
MAP ／ P124 D-3

地雷也

TAMBIRINI

豊島区南池袋 1-28-1
西武池袋本店 B1F
☎ 03-5949-2048
営業／ 10:00 〜 21:00、
日・祝日〜 20:00
定休／西武に準ずる
MAP ／ P124 D-3

A

タンブリーニ

Cafe no Bar

豊島区西池袋 1-10-10
東武アネックス B1F
☎ 03-3987-2121
営業／ 11:00 〜 22:30
（平日中休みあり）
定休／アネックス休館日
http://www.takewaka.co.jp/
MAP ／ P125 C-2

B

カフェ・ノ・バール

Tsukiji takewaka

豊島区西池袋 1-29-2
☎ 03-6914-1566
営業／ 11:30 〜 23:00
定休／なし
http://www.ei-show.com/
MAP ／ P124 D-1

C

築地 竹若 池袋店

永祥生煎館

豊島区目白 3-14-18
目白ヒカリハイツ 1F
☎ 03-6908-1544
営業／ 10:30 〜 19:00
定休／火曜
http://www.
quichequiche.com
MAP ／ P123 C-4

Yong xiang sheng
jian guan

quiche quiche

豊島区西池袋 1-1-25
東武百貨店池袋店
本館 B1F
☎ 03-5391-7096
営業／ 10:00 〜 21:00、
日・祝日〜 20:00
定休／東武に準ずる
http://www.saisonfactory.co.jp/
MAP ／ P125 C-2

E

キシュ キシュ

SAISON FACTORY

セゾンファクトリー

Niigata Kashimaya

豊島区西池袋 1-1-25
東武百貨店池袋店 本館 B2F
☎ 03-5951-5108
営業／月〜土曜 10:00 〜
21:00、日曜〜 20:00
定休／東武に準ずる
MAP ／ P125 C-2

G

新潟加島屋

Suzuhiro-Kamaboko

豊島区西池袋 1-1-25
東武百貨店池袋店
プラザ館 B2F
☎ 03-5951-5035
営業／ 10:00 〜 21:00、
日・祝日〜 20:00
定休／東武に準ずる
http://www.kamaboko.com/
MAP ／ P125 C-2

H

鈴廣かまぼこ

Miyagi Furusato Plaza

057

宮城ふるさとプラザ

豊島区東池袋 1-2-2
東池ビル 1・2F
☎ 03-5956-3511
営業／ 11:00 〜 20:00
定休／年末年始
cocomiyagi.jp/
MAP ／ P124 D-2

I

豊島区南池袋 1-28-1
西武池袋本店 B1F
☎ 03-3981-0111
営業／ 10:00 〜 21:00、
日・祝日〜 20:00
定休／西武に準ずる
MAP ／ P124 D-3
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