
北海道 de ひなまつり

3月1日（水）ー13日（月） 
8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

※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。
※いずれの商品も売り切れの節はご了承ください。

※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。
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回春  大北海道展

大地の恵みに感謝!  素材の旨みを
味わう

!

札幌［海光］
ほど良い塩分と口に残る甘味。
ギュッとしまった身肉は、まさにカニの王様。
w①たらばがに脚（アメリカ産）
・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,080円
②紅鮭ほぐし・焼鮭ほぐし
・・・・・・100gあたり 各 648円

寿都町［山下水産］
北海道産の牡蠣の旨みと食感を
そのままいかし炊き上げた逸品。
e生たき牡蠣甘露煮・・・100gあたり 1,481円

札幌［大幸フーズ］
厳冬の浜風を受け、雄 し々く姿を変えていく
寒風干し。伝統製法の鮭は、熟成した香りが
独特の旨みをつくりだします。
e寒風やぐら干し「鮭寿」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1切 648円
北海道産いくら醤油漬（白醤油・黒醤油）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 各 1,381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。
qビーフハンバーグ・・・・・・・110ｇ×4枚 1,080円

札幌［じゃがいもHOUSE］
道産ホタテとカニ味噌の濃厚な味わいが
楽しめる贅沢な一品です。
e道産ホタテのカニ味噌クリームコロッケ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100個限り】1個 540円

函館［橋本食品］
オリーブ香るバジルソースを使用した
イタリアン海鮮珍味。
eまるごとタコのペペロンチーノ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 861円

旭川［イワシタ］
q海藻サラダ
300g 

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

小樽［なると屋］
小樽のソウルフード！ 若鶏の半身揚げは、
あっさりとした塩味で外はパリッ、中はジューシィ。
w①若鶏半身揚げ・・・・・・・・・・・・・・・1個 981円
②ざんぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 131円

弟子屈町［くまうし］
上段にはバラ肉、中にはロース。
ボリューム満点の豚丼。
q豚丼「松」・・・1折 1,350円

札幌［佃善］
eじゃが豚
・・・・・・・・・12個入 1,080円

札幌［肴や一蓮蔵］
eかにしゅまい
・・・・・・・・・・・・・6個入 1,080円

札幌［キッチンアクティブ］
e坊ちゃんかぼちゃのグラタン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 864円

帯広
［北のダイニング縁］
w行者にんにく
餃子
・・・10個入 1,080円
●生姜たっぷり
野菜餃子（冷凍）
【30セット限り】
・・・・・・・10個入 756円

3/1㊌～7㊋の期間限定販売
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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［すずや食堂］
函館朝市のすずや食堂、
海鮮問屋直営だから
素材にこだわります。

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た逸品。

札幌［箱BAY］
q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

新鮮
美味

!  これ
ぞ北海道

の醍醐味、海の幸!

函館［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。
w海の饗宴 
・・・・・・・・・・・・【各日100折限り】1折 1,728円

函館［船岡商店］
脂のりが良く、身の締まった
　真ほっけ、特製味噌漬けの
　　人気の一品。

札幌［蟹工船］
蟹専門店の素材にこだわった
蟹づくし弁当です。

実演

実演

w①北海道産
真ほっけ
・・・・・・・1枚 1,080円
②赤魚味噌漬け
・・・・・・・・・・・1切 432円①
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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。
活のいい食材の
蝦夷前寿司を
どうぞご賞味ください。
w花園
・・・・・・1人前 3,888円

七飯町［若松毛皮］
eミンクポシェット【1点限り】
・・・・・21,600円 肩ひも：合成皮革
※3/14（火）まで出店いたします。

札幌［レザーアート ブロンジェル］
e花モチーフトートバッグ
・・・・・・・・・・・・【1点限り】64,800円 
牛革、Ｗ40×Ｈ31×Ｄ10ｃｍ

小樽［染織アトリエKazu］
q綿チュニック・・・【10点限り】14,040円 
綿100％、Ｍ～Ｌ
※手染めのためすべて色合いが異なります。

函館［小さなガラス館］
eガラス金彩点描ネックレス
・・・・・・・・・・・・【1点限り】24,840円 
長さ75ｃｍ

札幌［アトリエルートスリー］
q七宝焼と彫金の白ふくろうペア
壁掛インテリア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 
銅・七宝（ガラス）、Ｗ24×Ｄ10×Ｈ28ｃｍ

千歳［北海道純馬油本舗］
wピュアホワイトQ10
ベルガモット・・・3,780円 65g

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

函館［船岡商店］
e北海のみそ漬け5点盛り
【100セット限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット 1,080円
利尻郡［北洋食産］
w①利尻産天然利尻昆布 蔵こもり
・・・【各日20点限り】200g 3,240円
②北海道産ほしたこ
・・・・・・・・【50点限り】200g 2,160円

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

清水町［あすなろファーミング］
q手造りバター
・・・・・・・・【50点限り】160g 1,080円

天塩郡［タカオ］
e大麦若葉粉末
【100点限り】300g 5,001円

苫小牧［小沼商店］
eおかかだもん
・・・【50点限り】100g 756円

帯広［宇野フーズ］
e天然干帆立貝柱 70g 1,350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】

札幌［海光］
w刺身用帆立貝柱（冷凍）
【100点限り】
・・・・・・・・・・・・300g 1,080円

函館［三浦商店］
　特用根昆布【50点限り】
250g 1,080円

小樽
［おたる政寿司］
w特製ひなちらし
【100折限り】
・・・・・・・・・・・1折 1,381円

千歳［morimoto］
qもりもとかすていら さくら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 141円

小樽［小樽洋菓子舗 ルタオ］
wストロベリープディング アラモード
～春のきざし～【各日20ホール限り】
・・・・・・・・・・・・・・・1ホール（約12cm） 2,484円

3/1㊌～3㊎の期間限定販売

3/1㊌～3㊎の期間限定販売

3/3㊎ 限定販売

3月1日（水）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。

r
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②

小樽
［小樽洋菓子舗 ルタオ］
素材や製法にこだわり、ひとつひとつ手作りで
仕上げたルタオ自慢の一品。
e塩バタークラウン
・・・・【各日20箱限り】5個入 1,620円

札幌
［ひまわり屋］
w①北海道
メロンパン
・・・・・・・・・・・1個 195円
②明太ちくわぱん
・・・・・・・・・・・1個 281円

帯広［六花亭］
e①マルセイバターサンド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5個入 651円
②ストロベリーチョコ（ホワイト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 601円

札幌［石屋製菓］
r白い恋人
（ホワイト＆ブラック）
・・・24枚入 1,523円

帯広［柳月］
e①三方六しょこら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 720円
②三方六・・・・・・・1本 630円

清水町［あすなろファーミング］
w牧場のミルクソフトクリーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 351円

札幌［札幌 プティ ドーナツ］
eプティ ドーナツ オールミックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32個入 1,301円

旭川［三葉製菓］
e春ゆたかかりんとう
（黒糖・はちみつ）
・・・・・・・・・・・・・・・150g 各 432円

函館［ペイストリースナッフルス］
定番のふんわり、濃厚な「チーズオムレット」はもちろん。
ほっくりとやわらかなソフトクッキー「チッチキー」が仲間入り。
eチッチキー チーズ＆ココア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100箱限り】12個入 1,188円
●チーズオムレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8個入 1,296円

富良野［SHINYA］
富良野産小麦のふわふわ生地で
ふらの牛乳のクリームを包み込んだ、
シンプルにおいしい一品。
r①ふらのスノードーム・・・・・・・・・・・1個 251円
②ふらの雪どけチーズケーキ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ホール（直径約14cm）1,296円
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北見［北見ハッカ通商］
eウォッシュミント
・・・・・・・・・・・・・・・・・10ml 2,700円
●メンタブ
・・・・・・・・・・・・・9g（70粒入） 253円

　　　　　　札幌［みれい菓］
道産生クリームを使用した濃厚なめらかなアイスプリンに、
いちごとみるくで仕上げた春限定品。
e札幌カタラーナ いちごみるく（みるくソース付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100個限り】320g 1,350円

砂川［北菓楼］
r①北海道開拓おかき
（たらこ・甘エビ・帆立）・・・170g 各 441円  
（いか）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170g 各 411円
②妖精の森バウムクーヘン
・・・1ホール 1,166円 約直径14×高さ4cm

札幌
［北海道土産館］
e①じゃがピリカ
・・・・・・・・・・・・・・・・18g×10袋入 864円
②とろっとチーズ味の
カリカリポテト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g×3袋入 324円
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e①ホタテ焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1串 432円
②すり身アスパラベーコン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 486円
wいかめし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個入 756円

3/1㊌～7㊋の期間限定販売

3/1㊌～7㊋の期間限定販売

3/1㊌～7㊋の期間限定販売

3/1㊌～7㊋の期間限定販売
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札幌
［シーフードファクトリー北海道］
wえびたっぷりグラタン
・・・・・・・・・・・【100点限り】1点 881円

星ヶ丘三越
初出品

季節
限定

やさしく香る桜と味わい深いチーズをストロベリー風味の
ホワイトチョコレートにブレンド。桜のやわらかな香りが
ストロベリーの甘酸っぱい味わいとともにふわりと広がり、
チーズのコクとまろやかに溶け合います。
e生チョコレート［桜フロマージュ］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20粒入 778円

パリッと香ばしいポテトチップの片面に、
まろやかなチョコレートをコーティングしました。
eポテトチップチョコレート［オリジナル］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190g 778円

ストロベリー風味のミルクチョコレートに、
ラズベリーとブルーベリーのソースを入れました。
eプラフィーユショコラ［ベリーキューブ］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30枚入 778円

ミルク感たっぷりのミルクチョコレートと、すっきりとした甘さと
やさしい味わいが魅力のホワイトチョコレートのセットです。
eピュアチョコレート［クリーミーミルク＆ホワイト］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種計40枚入 778円

e蟹工船かに弁当
【各日50折限り】
・・・・・・・・・・・1折 2,160円

7Fで開催

北のふるさと工芸まつり
●3月1日（水）～7日（火） 
●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉

第1弾

スウ
ィー
ツ王

国北海
道の逸品の数々を召し上がれ !①

②

千歳［morimoto］
「黒の贅沢」は、ロングセラー商品
「ハスカップジュエリー」を、ブランデー仕立ての、
贅沢で大人な味に仕上げました。
w①ハスカップジュエリー 黒の贅沢・・・6個入 2,001円
②ハスカップジュエリー＆ホワイト・・・・・・・・・・・・6個入 961円


