
【営業時間】
午前10時30分～午後7時
最終日は午後4時閉場
〈ラストオーダー：
各日終了30分前〉

イート
イン

北の食べ処

火 月

ま
だ
ま
だ
満
喫
！

北
の
味

3月28日　 ・29日　 の2日間限り 　　日替りサービス

30日　 日替りサービス29日　 日替りサービス

4月2日（日）まで〈最終日は午後4時閉場〉 7階催物会場 ［中川町 / 道の駅なかがわ］
道産牛ステーキ誉弁当

［帯広市 / 豚丼 たむら］
ぶた丼弁当
［小樽市 / おたる 巽鮨］
三色丼

［稚内市 / 稚内駅立売］
かにサーモンいくら三色弁当

［札幌市 / 多聞天］
海鮮ミニちらし

※ご来店の方に限らせていただきます。
※状況により整理券を配布する場合が
　ございます。

和歌山県産ほか ブロッコリー
1株【300点限り】99円

徳島県産ほか

八朔

熊本県産ほか いちご
1,080円4パック 【100点限り】

熊本県産ほか 

トマト（Lサイズ）

●熊本県産ほか トマト（Mサイズ）
299円4個 【300点限り】

佐賀県産ほか さがほのか

299円1パック【300点限り】

●長崎県産ほか 新玉ねぎ
108円3個【各日100点限り】 ●フィリピン産 甘熟王バナナ 139円1袋【各日50点限り】

●熊本県産ほか スナップえんどう
●鹿児島県産ほか そら豆
●鹿児島県産ほか いんげん

各299円1袋【各日各50点限り】

●京美厳選 きのこセット

500円
（生しいたけ・ぶなしめじ・えのき・まいたけ・えりんぎ）

徳島県産ほか 大根

99円1本【300点限り】

福岡県産 あまおう
1パック【200点限り】399円

熊本県産ほか ミニトマト

199円約300g【200点限り】

兵庫県産ほか レタス

99円1個【300点限り】

28日 3日～

28日 30日～

［札幌市 / 札幌パークホテル］［札幌市 / 札幌パークホテル］
ダブルチーズケーキ ハーフサイズ 1,869円440g（8.5×15×4cm）ダブルチーズケーキ ハーフサイズ 1,869円440g（8.5×15×4cm）

［帯広市 / 豚丼 たむら］
温玉丼〈各日50点限り〉 1,404円1人前

［札幌市 / 麺屋 雪風］鶏ガラ汐らーめん 864円1杯

3月

水

火 水

木

北海道産 白目大粒大豆
1kg 648円

［帯広市 / 宇野フーズ］

100g
150g100g

［帯広市 / 宇野フーズ］

各864円

〈各日30点限り〉

北海道産 ふりかけとろろ
北海道産 浜焼帆立貝柱

北海道道南産
天然真根昆布1等検

［帯広市 / 宇野フーズ］

300g 1,296円〈各日30点限り〉

北海道道南産
天然真昆布長のし

［帯広市 / 宇野フーズ］

200g 1,080円〈各日30点限り〉

〈各日各30点限り〉

［帯広市 / 宇野フーズ］
北海道産 大納言小豆
1kg 1,350円〈各日30点限り〉

70g

4個

801円

甘口紅鮭

1,080円

［函館市 / 船岡商店］
いくら醤油漬け
［函館市 / 船岡商店］

とろろ巻昆布・おやつ昆布
ゆず昆布・昆布入りあめ

［利尻町 / 大松］

［帯広市 / 宇野フーズ］

540円

5切

4切

北海道道南産 干しわかめ

500g 2,501円各〈各日10点限り〉

まるごとコロッケとメンチセット
［函館市 / マルヒロ太田食品］

1,080円〈各日50点限り〉

〈各日30点限り〉

〈各日60点限り／お一人さま2点限り〉 〈各日60点限り／お一人さま2点限り〉

1セット【各日50点限り】

［函館市 / 布目］
松前漬
200g 540円〈各日50点限り〉

［北斗市 / 味の匠］
明太子 特切れ
200g 1,080円〈50点限り〉

味噌漬け5点盛
1,080円

［函館市 / 船岡商店］

〈各日20点限り〉
ぎんだらの味噌漬け

1,296円

［函館市 / 船岡商店］

〈各日60点限り〉

4月1日（土）・2日（日）のラストスパート情報もございます！お見逃しなく！！

お一人さま各2点限り/各日各50点限り

〈豚丼 たむら〉
2週目イートインに
登場！！

〈麺屋 雪風〉2週目限定メニュー！

〈札幌パークホテル〉
ダブルチーズケーキ2週目からの限定販売！

〈麺屋 雪風〉2週目限定メニュー！

〈札幌パークホテル〉
ダブルチーズケーキ2週目からの限定販売！

〈豚丼 たむら〉
2週目イートインに
登場！！

北海道展担当
赤沢 桂子

3月28日（火）・29日（水
）

99円1束 【300点限り】

京都府産ほか ほうれん草

かりんとうまんじゅう
［小樽市 / 円甘味］

1,080円〈各日100点限り〉

うずらのパンプキンプリン
［室蘭市 / 室蘭うずら園］

90g

12個

431円

北海道日高産
天然日高昆布切だし

［帯広市 / 宇野フーズ］

200g 864円〈各日30点限り〉

十勝骨付きウデハム
［池田町 / 十勝池田食品］

3.8kg 7,001円〈10点限り〉

のむヨーグルトセット
［清水町 / あすなろファーミング］

450ml×2・140ml×1

1,080円〈30点限り〉

寒干し野菜昆布
［札幌市 / 自然村フーズ］

125g 1,000円〈各日30点限り〉

串焼盛合せ
［帯広市 / 北味旅情］

1盛 1,151円〈各日30点限り〉

手羽揚げ
［札幌市 / ダット］

10本 1,080円〈各日30点限り〉

18個入2袋をお買いあげで
 9個入1袋プレゼント！！

［札幌市 / ノースサンクチュアリ］

キューブシュー よりどり4個
［小樽市 / 円甘味］

1,080円〈各日100点限り〉

新鮮な

　　お野菜と

　　  相性抜群！

29日は肉の日です！29日は肉の日です！

●カルパッチョ用スライス

各 399円1パック【各10点限り】

4種（鯛、カンパチ、サーモン、たこ）

●寿司12貫
798円1パック【20点限り】

●宮城県産 銀鮭
120円1切【100点限り】

●南シナ海産 ハマグリ詰め放題
540円1カップ【5kg限り】

●島根県宍道湖産 しじみ
145円100g【5kg限り】

2割引

28日 火

29日 水

30日 木

31日 金

●国産和牛 肩肉全品

780円100g【20ｋｇ限り】

●国産黒毛和牛 切落し
680円100g 【10kg限り】

【10kg限り】

●国産黒毛和牛 モモ肉すき焼用

3割引
●愛媛県産豚 ロース肉とんかつ用

980円4枚入（400g）【30点限り】

28日 火

29日 水

30日 木

31日 金

対面コーナー
〈店頭表示価格より〉

〈店頭表示価格より〉

（うす切り・焼肉用・ステーキ用・切落し）

牛肉・豚肉
肉の日ならではのスペシャル価格！種類豊富にご用意！

“京美”オープン記念協賛セール

※加工品は北海道以外の素材を使用している場合がございます。 ※天候・交通機関等の影響により、産地変更や入荷遅れまたは、入荷できない場合がございます。 ※毛がにの加工品は毛がにの毛が入る場合がございます。予めご了承ください。  ※いずれも写真はイメージです。  ※調理や盛りつけの一例としてご紹介している場合がございます。
※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。 ※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。 ※状況により整理券を配布する場合がございます。

小さめだけど
大満足!! 大人気

70周年記念スペシャルセール

※いずれもお一人さま5点限り。 ※いずれもお一人さま5点限り。

※いずれも
　お一人さま5点限り。

3月 4月

掲載しきれないお買い得品の情報は
松山三越のホームページでご紹介！

創業当時から変わらぬ秘伝のタレで
焼き上げた豚丼に温泉卵をのせました！

特選塩と利尻昆布、しいたけ、鰹節などを使用し、
鶏ガラスープで仕上げたあっさりとした味わいです。

77円 77円 77円 77円
宮崎県産ほか 

きゅうり
3本 【各日100点限り】 1個 【各日100点限り】 1個 【各日100点限り】 1個 【各日100点限り】

熊本県産ほか グリーンアスパラ
99円1束 【300点限り】

愛知県産ほか キャベツ
89円1個 【300点限り】

●和歌山県産ほか うすいえんどう
399円約500g 【100点限り】

●和歌山県産ほか 清見オレンジ
299円4個 【100点限り】

●ニュージーランド産ほか かぼちゃ
99円1/2個 【200点限り】

青森県産ほか 

サンふじりんご

旬の野菜をお買い
得価格でご提供！

旬の野菜をお買い
得価格でご提供！

旬の野菜をお買い
得価格でご提供！

NEW OPEN記念

イート
イン

イート
イン

春の 松山三
越70周年記念企画

春の

毎日お買い得が続々！

1,000円
均一弁当
1折1,000円
均一弁当
1折

食卓から春を
  はじめませんか
食卓から春を
  はじめませんか

3 28 公開火◯

お花見にぴったり♪

「京美」は、京野菜をはじめ全国各地の
こだわりの農家と提携し、
皆さまに旬の食材を
ご提供いたします。

火 木

しっかりしたコクのベイクドチーズと
口どけの良い爽やかな酸味と上品な
甘さのレアチーズを重ねました。

しっかりしたコクのベイクドチーズと
口どけの良い爽やかな酸味と上品な
甘さのレアチーズを重ねました。

ご好評の北海道展！  3月28日（火）から2週目スタート！！

地階食賓館 青果コーナー
3月28日（火）オープン！！京 美

京都
発

このほかにもお買い得品が盛りだくさん！

オープニングサービス28日3月 火 ※いずれもお一人さま5点限り。


