
【ＪＲ大阪三越伊勢丹】
勝負 切口 ルール 売場・ブランド 商品名 税込価格 限定数 商品内容

対決１ ご馳走弁当
・20品目以上であること
・1,500円から2,500円以下であること
・ご飯は2種類以上であること

下鴨茶寮 選べる弁当「いろは」 1,974
各日
30

ご飯盛、おばんざい盛各567円、料理盛840円の3種から自由に組合せを
セレクトできるお弁当。ご飯盛は帆立・筍ご飯もしくは鶏そぼろご飯のどち
らかを選べます。

天一 GOGO天丼 550
各日
30

たっぷりと7種類の天ぷらが入ったﾎ゙ﾘｭーﾑある丼。

ｽｼｱﾍ゙ﾆｭーk's 海鮮ちらし弁当 550
各日
30

多彩な海鮮の具をあしらったちらし弁当。

魚の駅 刺身寿司 899 30
刺身の盛合せを彷彿させるちらし寿司。握り寿司のように食べるも良し、
ちらし寿司の様に食べるも良し、お好みに合わせてお召上がりください。

魚の駅 まぐろ丼 500 30
てんこ盛りのマグロ丼。マグロ尽くしの一品です。ワンコインでこのボ
リュームは行列必至！

魚の駅 手ごね風カツオ丸 1,000 30
シャリを手ごね寿司風にした盛合せ。旬のカツオをふんだんに載せ、本マ
グロも入ったまさに「ごちそう寿司」。

二幸 神戸牛 2,935
各日
30組

神戸牛の部位ごとに展開された商品を選り取り３点で2,935円で販売！
選ぶ楽しさもあり、味の食べ比べをご堪能ください。

イセタンミート 国産黒毛和牛切落し 1,129 30 黒毛和牛の切落しがふんだんに！

ジャンボ　ニダヴェーユ
・1本 840円

・1/4ｶｯﾄ 210円
ピーナッツの香ばしさと食感が特徴の半生菓子。濃い目のコーヒーとの
相性が抜群です。

ハーブとオニオンのジャンボフォカッチャ
・1本 1,260円

・1/4ｶｯﾄ 315円
ワインのお供に、食事用のパンとしても美味しいフォカッチャ。玉ねぎの甘
みがアクセントになっています。

・日本茶専門店とコラボをしていること
・茶葉の風味を活かしていること

ジョアン
＜茶粋八葉　放香堂×ジョアン＞
・和紅茶のヴィエノワ
・和紅茶の豆パン

各231円 渋みが少なく甘みのある和紅茶（国産紅茶）の味わいを楽しめるパン。

対決６ デザイン菓子 ・花の形をモチーフにしていること 老松 花あそび 450
各日
20

花あそび（<老松>らしい斬新さと繊細な美が表現された上品な味わいの
和菓子。可憐な花をイメージして。

対決７ こだわり産地スウィーツ
・こだわりの柑橘系フルーツを使ってい
ること

みかげ山手ロール 晩柑ロール 1,680
各日
20

晩柑ロール（熊本産のあまくさ晩柑をたっぷり使い、生クリームと隠し味
のチーズクリームを包みました。

対決８ ボリュームスウィーツ ・ジャンボサイズであること ぶるうまうんてん Ｂｉｇ クリームパフ 1,050
Ｂｉｇ クリームパフ（イチゴとクリームたっぷりのシュークリームはボリュー
ム満点）

お買い得フランスワイン3本セット 5,250 200
ジュヴレ・シャンベルタン、シャブリ、シャンパーニュ。
フランスを代表する赤、白、スパークリングを3本セットに。

フランス・ボルドー地区フルボディ
赤ワイン6本セット

5,250 200
バイヤーが厳選した飲み応えのあるフランス・ボルドー地区のフルボディ
タイプの赤ワインをお買い得な6本セットに。

対決１０ レストランメニュー
・2,100円以下であること
・卵をメインにしたメニューであること

高麗橋　吉兆 穴子と独活の柳川風小鍋ｾｯﾄ 1,995
一日
20食

老舗吉兆が季節の食材である穴子と独活を使用して卵料理を提供。
通常では提供できないﾒﾆｭーと価格をお楽しみください。

注：商品等一部内容が変更になる場合がございます。

　　　　　　　　　対決１　　　　　　　　　　　　　　　　　　対決６　　　　　　　　　　　　　　　　　　対決７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対決９　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　対決１０
　下鴨茶寮　選べる弁当「いろは」　　　　　　老松　「花あそび」　　　　　　みかげ山手ロール「晩柑ロール」　　　「お買得フランスワイン３本セット」　　高麗橋吉兆「穴子と独活の柳川風小鍋セット」

がっつり「肉」
・価格が2,935円（肉最高）もしくは
1,129円（いい肉）であること

対決４

大阪ステーションシティ　フーズフェスタ　うまいもん対決！　大阪春の陣　10番勝負　商品リスト

新生活応援
GOGO　ｂｅｎｔｏ

対決２
・550円であること
・ボリュームがあること

対決３ ご馳走寿司
・価格は朝が899円、昼が500円、夜が
1,000円であること
・時間毎に商品が変わること

対決９ ワインセット

対決５ ベーカリー

・通常の2倍の大きさ
・通常の2倍の重さ

ジョアン

・赤、白、泡のワイン3本
・価格が5,250円であること

ワイン･洋酒
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【大丸梅田店」
勝負 切口 ルール 売場・ブランド 商品名 税込価格 限定数 商品内容

料亭の味さえき 春の香弁当 2,300 10
桜の花を練り込んだ桜豆腐や桜エビ、筍ご飯、ちらし寿司の入った
季節感たっぷりのこだわりの弁当です。

かなたに 春の三都物語（神戸、大阪、京都） 2,100 20
神戸、大阪、京都をイメージしたおかずやご飯、菓子等が入ったお弁
当。春の行楽に最高です。

ミートデリ
スギモト

肉御膳 550 30 すき重と焼豚、たまごの入った元気の出るお弁当です。

仕度屋 特別ロースかつ弁当 550 30 ビタミンも豊富なトンカツをメインにしたボリュームあるお弁当。

魚屋さんの寿司 春麗（はるうらら）チラシ寿司 899 30
朝10時から販売、春の海の幸と山の幸をボリュームいっぱいに
トッピング。

魚屋さんの寿司 春の海鮮丼 500 30 12時から販売。いろんな味を手軽に楽しめる丼です。

魚屋さんの寿司 春の寿司盛りあわせ 1,000 30 桜鯛などの春素材を使ったにぎり寿司。菜の花や筍なども使って。

柿安本店 近江牛　モモステーキ約130g×2枚、焼肉用300g 2,935 50 「ブランド牛　近江牛」をたっぷり召し上がっていただけます。

柿安本店 黒毛和牛こま切れ　400ｇ 1,129 50 万能に使えるお肉がたっぷり入ってこのお値段。

・通常の2倍の大きさ
・通常の2倍の重さ

ポールボキューズ ジャンボ明太タルティーヌ 840 50
フランスパンをベースにし、明太子をたっぷり塗ってマヨネーズ、
青海苔を振りかけました。特別にジャンボサイズを作りました。

・日本茶専門店とコラボをしていること
・茶葉の風味を活かしていること

ダンマルシェ 金の知覧茶を使ったゴルデンリーフ 180 50
日本車専門店のお茶の香りがふんわり。上品な甘みのコラボパンで
す。

対決６ デザイン菓子 ・花の形をモチーフにしていること イグレックプリュス フルール 525 30 かわいい花をモチーフにしたショートケーキです。

対決７ こだわり産地スウィーツ
・こだわりの柑橘系フルーツを使っている
こと

ペシュレザン 愛媛県産ﾌ゙ﾗｯﾄ゙ｵﾚﾝｼ゙と香りの柑橘タルト 2,940 10 愛媛県産のｵﾚﾝｼ゙の濃い香りとﾀﾙﾄの上品な甘みがぴったりです。

ペシュレザン フルーツパーテイージュレ 1,000 20 フルーツたっぷりのジュレ。パーテイーにぴったり。

バッハ つぶつぶ苺のカスクートエクレア 1,260 20
いちごのつぶつぶ入りのチョコレートに、いちごのクリーム
やいちご。いちごがたっぷり！

対決９ ワインセット
・赤、白、泡のワイン3本
・価格が5,250円であること

和洋酒売場 赤、白、泡 5,250 120
ぶどうの味がしっかり！ワイン好きの人に喜ばれるセット。
シャンパーニュが入って3本でこのお値段！

対決１０ レストランメニュー
・2,100円以下であること
・卵をメインにしたメニューであること

つる家 特製卵あんかけ丼白魚和え（味噌汁と香の物付） 1,600 20 卵の甘みと季節の白魚がとっても良くあいます。

注：商品等一部内容が変更になる場合がございます。

　料亭の味さえき「春の香弁当」　　ミートデリスギモト「肉御膳」　　　　魚屋さんの寿司　　　　　　　　　　柿安本店　近江牛　　　ポールボキューズ「ｼ゙ｬﾝﾎ゙明太子ﾀﾙﾃｨーﾇ」　　　　ペシュレザン「柑橘ﾀﾙﾄ」　　　つる家「特製卵あんかけ丼白魚和え」

ボリュームスウィーツ

ベーカリー

　　　　　　　　対決１　　　　　　　　　　　　対決２　　　　　　　　　　　　　　対決３　　　　　　　　　　　　　　　対決４　　　　　　　　　　　　　　　　　対決５　　　　　　　　　　　　　　　　　対決７　　　　　　　　　　　　　　　　対決１０

対決３ ご馳走寿司
・価格は朝が899円、昼が500円、夜が
1,000円であること
・時間毎に商品が変わること

対決４ がっつり「肉」
・価格が2935円（肉最高）もしくは
1129円（いい肉）であること

対決５

対決８ ・ジャンボサイズであること

対決２
新生活応援
GOGO　bento

・550円であること
・ボリュームがあること

大阪ステーションシティ　フーズフェスタ　うまいもん対決！　大阪春の陣　10番勝負　商品リスト

対決１ ご馳走弁当
・20品目以上であること
・1,500円から2500円以下であること
・ご飯は２種類以上であること
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【エキマルシェ大阪】
勝負 切口 ルール 売場・ブランド 商品名 税込価格 限定数 店舗からの紹介コメント

対決1 ご馳走弁当
・20品目以上であること
・1,500円から2,500円以下であること
・ご飯は２種類以上であること

Deli Festa たぬき庵　「春の宝石箱」 2,000 10
彩り鮮やかで見た目に宝石箱のような美しい華やかなお弁当です。
行楽のおでかけ、桜の時季のお花見のお伴にいかがですか？

今日のごはん
和saiの国

おむすびバスケット 550
ボリューム感のある十八穀のおにぎりとおかずがギュッと詰まり、
持ち運びやすいパッケージにしました。

チャンロイ タイバジル炒めと焼きそば弁当 550 10
タイ料理の定番を合わせたボリューム満点のお弁当です。
甘味のある焼きそばとちょっと辛い鶏肉のバジル炒めが相性抜群です。

できたておかずや
おかずや煮平

彩華弁当 550 10
お弁当ごとにご飯もおかずも少しずつ違う！？
おかずや煮平オリジナルのボリューム弁当です。

スシコースト マリーナ 899 15
中トロ、生うになど人気の高いネタの入った握りの盛り合わせ。
ちょっと贅沢なお寿司をお手頃価格でご提供。

回転寿司
がんこ

千紫万紅「春らんまん寿司」 1,000 10
春の厳選素材を使用した、かわいい美味しいお寿司です。
ここだけ、今だけのご馳走寿司です。　　※要前日予約

対決４ がっつり「肉」対決
・価格が2935円（肉最高）
もしくは1129円（いい肉）であること

不参加 無念・・・精肉店がありません。

・日本茶専門店とコラボをしていること
・茶葉の風味を活かしていること

デ トゥット
パンデュース

PAOPAOPain（パオパオパン）
※茶専門店がありません。点心→飲「茶」で参戦。

200
数量
限定

エキマルシェ大阪にある点心専門店PAOPAOとのコラボ。
PAOPAO豚まんの具材を牛乳で仕込んだほんのり甘い生地で包みました。

・通常の2倍の大きさ
・通常の2倍の重さ

デ トゥット
パンデュース

胚芽のグランデ６倍パン 2,700
数量
限定

胚芽入り生地を低温長時間発酵させたパンデュース得意の
ハードパン。通常の６倍サイズで仕込むことでさらにもっちもっちに。

対決６ デザイン菓子 ・花の形をモチーフにしていること ミエルジャルダン ミエルのHANA 1,785 10
スポンジとはちみつ入り生クリームにたっぷりの苺をサンドし
花に見立てたピンクのクリームがかわいいデコレーション。

青木松風庵 清見まるごとゼリー 420 30
和歌山県産の清見を贅沢にまるごと使用しました。
さわやかな清見が香るゼリーは春にぴったりです。

神戸旧居留地
美侑

デコポンのテリーヌ 525 10
甘みと酸味のバランスがとれた「鹿児島産デコポン」をふんだんに
使用して仕上げた、美侑の千賀シェフのオリジナルテリーヌです。

地中海ドーナツ
地中海ドーナツの
ジャンボパフェ

780 10
有機オリーブオイルで揚げた地中海ドーナツがジャンボパフェに！
いちごホイップ、豆乳ソフトクリームにドーナツラスクで創る春のパフェです。

TSUTSUMI TSUTSUMIスペシャルろーる 1,260 10
生クリームサンドのロールケーキをベースに金ごまシューの生地や色とりど
りのフルーツでボリュームたっぷりに仕上げたスペシャルろーるです。

マダムヨーコ スーパーカップ・ド・プランタン 473 10
チーズ・抹茶・２色のチョコレートのボリュームたっぷりな
春の３層クリーム。マダムヨーコのスポンジ入り。

対決９ ワインセット
・赤、白、泡のワイン3本
・価格が5250円である事

Deli Festa
イタリアンワインセット
赤、白、スパークリング

5,250 20
北イタリアで有名なスパークリング、プロセッコを含む
いかり直輸入「イタリアンワイン３本セット」。

利久
牛テールスープの
だし巻き卵

525
ふっくら焼いただし巻きに、
利久自慢のテールスープのあんをかけました。

ガブリッチ
カルボナーラピッツァ
（Mサイズ）

1,150
もっちもっちのピザ生地にホワイトソースと、
とろ～り卵の相性はバツグン！！黒胡椒がアクセント。

星と月
アスパラガスの串
温玉クリームのチーズソース

400
季節素材のアスパラガスを丸々１本揚げて
卵とクリームチーズのほんのり甘いソースを合わせました。

かにチャーハンの店 かにかにカニ玉チャーハン 820 30
チャーハンの中にカニ肉15ｇ、半熟のとろとろ卵の中には
カニ肉60gを入れた”かに”たっぷりのスペシャルチャーハンです。

対決３ ご馳走寿司
・価格は朝が899円、昼が500円、夜が
1000円であること
・時間毎に商品が変わること

対決５ ベーカリー

大阪ステーションシティ　フーズフェスタ　うまいもん対決！　大阪春の陣　10番勝負　商品リスト

対決２
新生活応援GOGO
bento

・550円であること
・ボリュームがあること

対決７
こだわり産地
スイーツ

・こだわりの柑橘系
フルーツを使っている事

対決８ ボリュームスイーツ ・ジャンボサイズである事

　　　　　　　　対決１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対決２　　　　　　　　　　　　　　　　 対決６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対決７　　　　　　　　　　　　　　　　　 対決８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 対決１０
　　Deli Festa　「たぬき庵　春の宝石箱」　　　　　　　　　 和saiの国　「おむすびバスケット」　　　　　ミエルジャルダン　「ミエルのＨＡＮＡ」　　　　　　　　 美侑　「デコポンのテリーヌ」　　　　　地中海ドーナツ　「ジャンボパフェ」　　　ガブリッチ　「カルボナーラピッツァ」

対決10 レストランメニュー
・2,100円以下であること
・卵を使ったメニューであること

注：商品等一部内容が変更になる場合がございます。


