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京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：上野 賢了）では，2017年１月

24 日（火）から２月２日（木）までの 10 日間，７階催事場および新・横浜家族の店にて大九

州展を開催いたします。今回は，『九州の熱気伝える 10日間』といたしまして，初出店店舗を

含む食 45店，工芸 18店，計 63店を展開いたします。 

イートインコーナーでは『九州７県麺めぐり』と題し，福岡博多の人気店「らーめん二男坊」

にバイヤーが半年かけて依頼した，九州７県ご当地らーめんを日替わりで紹介。また，初出店

「亀の井別荘」や「由布院温泉 山荘無量塔」など大分県・由布院の名湯『名旅館の味』特集

や，鹿児島県・奄美市西平酒造「珊瑚 30 度」や大分県八鹿酒造「銀座のすずめ」など様々な

銘酒が味わえる試飲販売会を開催し，1 月 24 日（火）～29 日（日）には催事場内に銘酒バー

を設置いたします。さらに，1月 28日（土），29日（日）には，鹿児島酒造総杜氏黒瀬安光氏

がご来場し，28日（土）には，焼酎造りのこだわりや焼酎のおすすめの飲み方など，実際に焼

酎を試飲しながらお楽しみいただけるトークショーを開催いたします。 

７階新・横浜家族の店では，大分県「アコヤ真珠ネックレス」や長崎県「ふくろうのブロー

チ」など『九州の匠と技』といたしまして 18店を展開いたします。 

そのほか，日替わりでゆるキャラやミス宇佐が登場し，各日先着 200名様にご来場プレゼン

トをお渡しいたします。1月 27日（金）には「くまモン」も登場いたします。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イートインでは，「らーめん二男坊」 

 
1 月 27日（金）には「くまモン」も登場♪ 

©2010 熊本県くまモン 



別 紙 

◆◆◆京急百貨店 ≪大九州展≫について◆◆◆ 

開催日：2017年１月 24日（火）～２月２日（木） 10日間 

場 所：７階催事場，新・横浜家族の店 

出店数：63店（食 45店・工芸 18店） 

 

１．≪イートインコーナー≫日替りで味わう九州７県麺めぐり 

■初出店【福岡県 らーめん二男坊】 

博多の行列店【らーめん二男坊】が目指しているのは，「男性も満足，女性にも愛される、新しくて

なじみ深い博多豚骨ラーメン」。濃厚でまろやかなスープとコシのある細麺との相性が抜群です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【九州７県の日替りらーめん】 

●１月 26日（木） 佐賀≪有明のり豚骨らーめん≫     限定 100食（１人前）972円（税込） 

●１月 27日（金） 熊本≪黒マー油豚骨らーめん≫     限定 100食（１人前）972円（税込） 

●１月 28日（土） 長崎≪角煮豚骨らーめん≫       限定 100食（1人前）1,080円（税込） 

●１月 29日（日） 大分≪大分県産ねぎ豚骨らーめん≫   限定 100食（１人前）972円（税込） 

●１月 30日（月） 鹿児島≪黒豚チャーシュー豚骨らーめん≫限定 100食（１人前）1,080円（税込） 

●１月 31日（火） 宮崎≪辛麺≫             限定 30食 （１人前）972円（税込） 

 

２．大分県・由布院『名旅館の味』 

■初出店【亀の井別荘】 

森の庭園３万㎡を併設した森の別荘【亀の井別荘】。その敷地内で地元の土産・名産品を販売している

「西国土産・鍵屋」で人気の品々と，２階にある茶房「天井桟敷」で多くの人に愛されているスイー

ツをセレクション。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡県 らーめん二男坊】 

味付半熟玉子らーめん（1人前）864円（税込） 

1 月 26 日（木）限定 

有明のり豚骨らーめん 

（100 食，1 人前）税込 972 円 

1月 24日（火），25日（水）限定 

辛子めんたい豚骨らーめん 

（各日 100食，1人前）972 円（税込） 

≪イートイン≫【天井桟敷】 

鴨サンド・ホットコーヒー 

（1人前）1,296円（税込） 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■初出店【由布院温泉 山荘無量塔】 

【山荘無量塔】がプロデュースする洋菓子のスイーツの中から人気ケーキを選びました。 

マスタードの実を丸ごと使った新感覚スパイスもぜひ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪１月 28 日（土）限定≫ 

現地直送！空輸便にてできたてをお届けします。午後３時より販売。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーズケーキ（１コ）2,160 円（税込） 

 

粒マスタード（1 コ・140ｇ）1,080円（税込） 

 

山荘無量塔のロールケーキ専門店 

【B-Speak（ビースピーク）】 

Ｐロール 
（プレーン，保冷バッグ付，長さ 15㎝，１本） 

≪限定 80点・お一人様２点まで≫1,671円（税込） 

 

 

 

※午後 3時頃よりの販売予定でございますが，交通事情により入荷遅

れ，もしくは販売が中止となる場合がございます。 

※混雑時は「人数確認券（整理券ではありません）」をお配りする 

場合がございます。 

 

≪イートイン≫【天井桟敷】 

モン・ユフ セット（1 人前）896 円（税込） 

コーヒーセット（アーモンド付）（1人前）630 円（税込） 

≪お持ち帰り限定≫【西国土産・鍵屋】 

ゆずこしょう（100g） 

（1コ）669 円（税込） 

 



■その他 

 

 

 

 

３．鹿児島酒造総杜氏 黒瀬安光氏 

（１）ご来場 

日 時：2017年１月 28日（土）・29日（日） 

※各日①11：00～12：00 ②14：00～16：00 ③18：00～19：30 
 

（２）トークショー 

日 時： １月 28日（土）11：00～（約 40分） 

 参加費： お一人様 1,000円（税込） 

 ご参加人数：10名様（完全予約制） 

 ご予約・お問合せ：地下 1階和洋酒売場 045-848-7536（営業時間内） 

  ※1/23（月）午前 10：00より先着にて承ります。 

４．銘酒バー 

日 時：2017年１月 24日（火）～１月 29日（日）各日 11：00～20：00 

※ラストオーダー19：00まで 

 

 

 

 

 

 

５．九州の匠と技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特別出店【玉の湯】 

とりそぼろ 

（限定 100点）（１コ）881円（税込） 

【由布院 花麹菊家】 

ぷりんどら 

（１コ）173 円（税込） 

【大分県/禧水（きすい）】 

由布院わらび餅（きな粉） 

（限定 800点）（１コ）648円（税込） 

1 月 26 日（木）限定 

有明のり豚骨らーめん 

（100 食，1 人前）税込 972 円 

黒瀬安光氏 

【福岡県 丸亀絣織物工場】 

フード付コート（フリーサイズ） 

<現品限り> 64,800円（税込） 

【宮崎県 梅里竹芸】健康長椅子 

（幅 154×高さ 96×奥行 70cm） 

（3人掛け，キャスター付，収納付） 

<現品限り> 410,400円（税込） 

【大分県 オーハタパール】 

アコヤ真珠ネックレス 

（9×9.5㎜，識別書付） 

<現品限り> 356,400円（税込） 

希少・人気銘柄，バイヤーこだわりの逸品など 

数量限定でご提供いたします。 

●お好みの銘柄３杯 

（１銘柄１杯まで，おつまみ付） 1,500円（税込） 



６．イベント情報 

（1）日替わりで「めじろん」や「がんばくん」などが登場！ 

各日先着 200名様にご来場プレゼント。※お一人様各日１点限り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１月 28日（土）10：00        ミス宇佐・樗木紫帄さん「ゆずごしょう（1個）」をプレゼント  

●１月 29日（日）10：00・15：00  久留米市イメージキャラクター・くるっぱ 

                「あまおう豆乳（１個）」をプレゼント 

●１月 30日（月）        宮崎県シンボルキャラクター・みやざき犬 「ひぃ」 

10：00・13：00・15：00    「みやざきマンゴーラングドシャ（１枚）」をプレゼント 

 

（2）くまモン来場 

   日 時：2017年１月 27日（金） ①13：00～ ②16：00～  各回約 30分 

  場 所：京急百貨店１階鎌倉街道沿い広場特設会場 

   

（3）後世に残したい九州の「遺産」パネル展 九州各県観光コーナー設置 

  日 時：2017年１月 24日（火）～２月２日（木） 

  場 所：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路 

      ※最終日は 15：00にて閉場いたします。 

 

（4）大分・いいちこ焼酎試飲会 

  日 時：2017年１月 28日（土）11：00～17：00 

  場 所：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路 

      ※酒類は 20 歳以上のお客様を対象とさせていただきます。 

        ※お車でのご来店のお客様のご利用はお断りいたします。 

  

（5）竹鈴つくり体験 

  日 時：2017年１月 28日（土）①11：00～ ②13：00～ ③15：00～ 各回 20分 

各回先着 20名様 

  場 所：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路       

 

７．お客さまのお問い合わせ先  

京急百貨店  TEL 045-848-1111（代表）  【受付時間 営業時間内】  

●1月 24 日（火）10：00・15：00 

大分県応援団“鳥”・めじろん 

「とり天せんべい（１枚）」をプレゼント 

●1月 25 日（水）10：00・15：00 

長崎県がんばらんば隊・がんばくん 

「佐世保バーガー風スナック（１袋）」を 

プレゼント 

●1月 26 日（木）10：00・15：00 

佐賀空港マスコットキャラクター 

むっぴー 

「鯉こくフリーズドライ（１個）」を 

プレゼント 


