
星ヶ丘三越 誕生祭10/1（土）スタート! 第36回 秋の

北のふるさと
工芸まつり
●10月1日（土）～7日（金） 
●7階リビングステージ
〈最終日午後5時終了〉

7階で開催!

※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。※コクミンショクドウは7日（金）は午後4時ラストオーダーとさせていただきます。
※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。
※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。

※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。

※整理券は発行いたしません。
※お並びいただいた順にお買い求め点数の確認をさせていただきます。

10/1（土）▶13（木）まで開催! 8階催物会場 〈最終日午後5時終了〉

¦¦ 函館 ¦¦ すし処 雑魚亭
人気のかに、いくらなどの海の幸を
ぎっしり盛り付けた賑やかな海鮮弁当です。
e海の饗宴・・・【各日100折限り】1折 1,728円

北海の恵
み

海鮮三昧
!

肉が旨い!タレもウマイ!

実演

¦¦ 札幌 ¦¦ 蟹工船
蟹専門店ならではの、
かに食べ比べ箱寿司。
qたらばと花咲の食べくらべ箱寿司
・・・・・・・・・・・・・・・【各日50折限り】1折 2,160円

実演

¦¦ 旭川 ¦¦ 炭や
「炭や」秘伝の塩で味付けし、
プリプリ食感と、かみしめるたびに
広がる濃厚な旨み。
e塩ホルモン（豚）・・・240g 1,301円
アメリカ産

実演

¦¦ 札幌 ¦¦ 肴や一蓮蔵
魚のすりみを使用した、ふわふわ
とした食感の海鮮しゅうまい。
eかにしゅうまい・・・・・6個入 1,080円

¦¦ 札幌 ¦¦ じゃがいもHOUSE
コーンや玉ねぎなどの「山の幸」をクリーム生地に
練り込み、蟹・帆立「海の幸」を包みこみました。
e北の山海の幸クリームコロッケ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100個限り】1個 519円

¦¦ 札幌 ¦¦ キッチンアクティブ
甘くてホクホク「坊ちゃんかぼちゃ」に
まろやかグラタンソースを合わせました。
e坊ちゃんかぼちゃのグラタン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 864円

¦¦ 白老町 ¦¦ 牛の里
深いコク、まろやかな味わい、「白老牛」と
道内産牛肉で作った牛肉100％ハンバーグ。
rビーフハンバーグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110g×4枚 1,080円

¦¦ 留萌 ¦¦ 田中青果
保存料・着色料不使用。
キャベツそのものの甘みと
ニシンの旨みをいかした伝統漬物。
e①やん衆にしん漬け 100gあたり 249円
②やん衆鮭はさみ漬け 100gあたり 432円

実演

¦¦ 札幌 ¦¦ 箱BAY
肉の旨みをそのまま味わう。アツアツ
ご飯に十勝産牛の脂がとろけます！
e牛とろフレーク
・・・・・・・・・【各日100個限り】180g 2,700円
●時鮭とろフレーク
・・・・・・・・・・【各日50個限り】140g 2,268円

¦¦ 札幌 ¦¦ 佃善
もちもちとした食感の皮で豚肉と
野菜を包みこんだ北の味です。
eじゃが豚・・・・・・・・・・・12個入 1,080円

¦¦ 帯広 ¦¦ 北のダイニング縁
自家製の皮に行者にんにくの
餡がぎっしりで奥深い味わい。
e行者にんにく餃子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12個入 1,124円
●生姜たっぷり野菜餃子（冷凍）
・・・・・・・・・・・・【50点限り】15個入 1,080円

実演

実演

¦¦ 函館 ¦¦ 太公望
函館産の真いかに北海道産の米を
使用し炊きあげたこだわりの一品。
eジャンボいかめし・・・・・・・・・・・・・1本 756円

¦¦ 弟子屈町 ¦¦ くまうし
上段のバラ肉を食べすすむと
下段にはロースが!
e豚丼「松」・・・・・・・・・1折 1,250円

実演

実演

¦¦ 小樽 ¦¦ おたる政寿司
小樽の寿司通りに創業して70余年。
「おたるの味」を発信し続けています。
活きのいい食材の蝦夷前すしを
どうぞ、ご堪能ください。
花園・・・・・・・・・・・・・・1人前 3,888円

実演

¦¦ 札幌 ¦¦ 大金ハム
こだわりの骨付きハムは厳選した北海道産豚肉を使用。
肉の旨み・甘みがしっかり詰まっています。
e骨付きももハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 735円
あらびきウインナー・・・・・・・・・・・・【各日20セット限り】150g×2パック 1,080円
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¦¦ 函館 ¦¦ 船岡商店
r①開きさんま（北海道産）・・・・・4枚 1,080円
②真ほっけ（北海道産）・・・・・・・・・・・1枚 1,080円

¦¦ 枝幸町 ¦¦ 丸二永光水産
ぷりぷりで甘みが強く、濃厚な味わい。自社
工場にて職人が丁寧に燻製に仕上げました。
e北海シマエビ（北海道産・スモーク）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 1,350円

¦¦ 札幌 ¦¦ 大幸フーズ
e北海道産寒風やぐら干し「鮭寿」・・・・・・・・・・・・・・・・・1切 648円
北海道産生いくら醤油漬（白醤油・黒醤油）・・・100g 各 1,381円

¦¦ 札幌 ¦¦ 海光
eずわいがに甲羅盛り・・・・・・・・・1盛 1,080円
生ずわいがにむき脚・・・・100gあたり 1,080円
ともにロシア産またはカナダ産

伝統製法の鮭は
独特の旨みが自慢。
生のいくらは

毎日北海道より直送!

手軽にかにを
楽しむ!

¦¦ 小樽 ¦¦ なると屋
小樽のソウルフード！若鶏半身揚げは、
あっさりとした塩味で皮はパリッ！中はジューシィ。
e若鶏半身揚げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 981円

ざんぎ
・・・・・・・・・・・1個 131円

¦¦ 函館 ¦¦ ペイストリースナッフルス
ふんわり、濃厚、とろけるようなおいしさ！
e①チーズオムレット8個入1,296円
②プティ・ショコラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・【200箱限り】4個入 486円

¦¦ 札幌 ¦¦ 七福
余市のぶどう果汁を使った
秋限定の生クリーム大福。
eふわっふわ生クリーム大福 
ぶどう・・・・・・【各日100個限り】1個 378円

¦¦ 札幌 ¦¦ みれい菓
定番のカタラーナに加え、
星ヶ丘三越初登場の「ブリオッしゅー」は
ミルクブレッドの新食感シュークリーム。
eブリオッしゅー各種
・・・・・・・・・・・・・・・【各日100個限り】1個 各 216円

¦¦ 札幌 ¦¦ 大幸フーズ
w紅鮭切身（ロシア産）
【200パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・1パック5切 1,080円

¦¦ 帯広 ¦¦ 宇野フーズ
q天然帆立貝柱・・・・・・・・・・・・・70g 1,188円
●やわらかい早煮真昆布・・・200g 648円
●天然日高昆布切り出し・・・200g 864円
●がごめとろろ昆布・・・・・・・・・・・・90g 648円 【いずれも各日50点限り】　

¦¦ 函館 ¦¦ 三浦商店
w天然真昆布
・・・・・・・・・・・・【100点限り】200g 1,080円
¦¦ 函館 ¦¦ 橋本食品
qまるごとタコのペペロンチーノ
・・・・・・・・・【30パック限り】200g 1,501円

¦¦ 苫小牧 ¦¦ 小沼商店
wおかかだもん
・・・・・・・・・【50点限り】100g 756円

¦¦ 札幌 ¦¦ アトリエルートスリー
eオカメインコの時計・・・・・・15,120円 
銅・七宝（ガラス）、約Ｗ27×Ｄ6.5×Ｈ16.5ｃｍ、ムーブメント
タイ製　※置時計・掛時計としてお使いいただけます。

¦¦ 小樽 ¦¦ 染織アトリエKazu
q婦人ウール
ボトルネック
チュニックニット
各 14,040円 
毛100％、Ｍ～Ｌ

¦¦ 函館 ¦¦ 小さなガラス館
eネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
ガラス、首廻り長さ42ｃｍ

¦¦ 小樽 ¦¦ スタジオJ-45
e小樽ガラスリトルブーケ
シリーズ バスケット 2,700円
約Ｗ10×Ｄ7×Ｈ9.5ｃｍ

¦¦ 千歳 ¦¦ 
北海道純馬油本舗
　馬油スキンケアセット
・・・【30セット限り】19,980円
［セット内容］
◎ピュアホワイトＱ10アジアンスパ 65ｇ
◎ナチュラル
セラミドローション 
150ｍＬ
◎馬プラセンタ
美容液 30ｍＬ

¦¦ 旭川 ¦¦ 
イワシタ
qめかぶ茶
【30点限り】
・・・80g 864円

¦¦ 函館 ¦¦ ずん・どう
w生ラーメン4食入（塩×2・醤油・味噌×各1）
【各日30箱限り】
・・・・・・1箱 1,080円

¦¦ 旭川 ¦¦ 三葉製菓
eかりんとう選りどり3袋
【各日30セット限り】1セット1,080円

¦¦ 函館 ¦¦ 布目
　松前漬
・・・・・【50点限り】300g 1,080円

¦¦ 北見 ¦¦ 北見ハッカ通商
北見からハッカの
優しい清涼感をお届け。
eウォッシュミント・・・10ml 2,700円
メンタブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・70粒入 253円

¦¦ 小樽 ¦¦ 小樽洋菓子舗 ルタオ
「ルタオ」自慢のロイヤルモンターニュを
クロワッサン生地に入れ焼きあげました。
eロイヤルクロワッサンリング【各日20個限り】1個 1,080円
●ドゥーブルフロマージュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ホール 1,728円

¦¦ 札幌 ¦¦ ひまわり屋
人気のちくわパンに加え、
冷やしてもおいしい新作クリームパンが登場。
e①ちくわパン・明太ちくわパン・・・・・・・・・・・・・・1個 各 281円
②スノーミルキークリームパン
（プレーン・ラムレーズン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 260円

¦¦ 富良野 ¦¦ SHINYA
甘みの強い富良野産メロンをペーストにし
合わせた特製クリーム、ほんのり香るラベンダークリームを
シュー皮に包みこんだ、星ヶ丘三越オリジナルスウィーツも登場。
①ふらの雪どけチーズケーキ・・・・・・・・・・・1ホール 1,296円

②ふらのメロン生シュー ③ふらのラベンダー生シュー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 270円
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10/1㊏～7㊎の期間限定販売

10/1㊏～7㊎の期間限定販売

10/1㊏～7㊎の期間限定販売

10/1㊏～3㊊の期間限定販売

10/1㊏～3㊊の期間限定販売

¦¦ 清水町 ¦¦ あすなろファーミング
qとう蜜・・・【各日30セット限り】160g×3個 1,080円

10/1㊏～3㊊の期間限定販売

各日午後3時から
お取り寄せ限定販売

実演

¦¦ 砂川 ¦¦ 北菓楼
w夢不思議
（ジャンボパイシュークリーム）
【各日140箱限り】1箱3個入 540円
●夢車輪（シフォンケーキ）
【各日45ホール限り】1ホール 648円
 お一人さま各2点限り

1日（土）オープニングサービス ＆ 特別提供品 ※いずれの品もお一人さま2点限り。

初登場の洋風どら焼きは
北海道小麦のシフォン生地に
十勝産の白豆「大手亡豆」
仕立ての北海道生クリームを
サンドしました。
w①シフォンどら焼き
・・・・・・【各日30個限り】1個 981円
②北海道生パウンド
・・・【各日30個限り】1個 1,201円

¦¦ 千歳 ¦¦ morimoto

¦¦ 清水町 ¦¦ あすなろファーミング
wソフトクリーム・・・・・・・・・1個 331円

¦¦ 帯広 ¦¦ 六花亭
wマルセイ
バターサンド
・・・・5個入 651円 ¦¦ 札幌 ¦¦ 石屋製菓

e白い恋人
（ホワイト＆ブラック）
・・・・24枚入1,523円

¦¦ 帯広 ¦¦ 柳月
w①三方六・・・・・・・1本 630円
②三方六 珈琲・・・1本 720円

¦¦ 砂川 ¦¦ 北菓楼
q北海道開拓おかき
「白老虎杖浜たらこ味」
・・・・・・・・・・・・・・・・170g 411円
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¦¦ 七飯町 ¦¦ 若松毛皮
eポンチョ【1点限り】
・・・・・・・・・54,000円 ラム、Ｍ～Ｌ
※10/14（金）まで出店いたします。

北海道産の新じゃがの
味わいをポテトチップチョコレートで。

カカオ分90％

カカオ分80％

ロイズのおいしさ大集合！

¦¦ 札幌 ¦¦ ロイズ
最高の“口どけ”、多彩な“味わい”。ロイズだからできた、12種類のおいしさ。
eピュアチョコレート各種［12種類］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20枚入 各 443円

ナッツペーストを練り込み、
風味付けにナッツのリキュールをブレンド。
ナッツの香りと深いコクが広がります。
r生チョコレート［ジャンドゥーヤ］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50箱限り】20粒入 778円

2016年秋に収穫したロイズの工場がある
北海道当別町産のじゃがいもだけでつくった
ポテトチップチョコレート。
eポテトチップチョコレート［新じゃが］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日300箱限り】190g 778円

星ヶ丘三越初出品

¦¦ 札幌 ¦¦ シーフードファクトリー北海道
qミニピザよりどり3枚
・・・【50セット限り】1セット 1,801円

¦¦ 函館 ¦¦ 船岡商店
e銀だら味噌漬
【100パック限り】3切 1,296円


