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札幌市

イートイン営業時間

いろはすハスカップ 555ml 152円［札幌市 / 北海道コカ・コーラ］

札幌おかきOh! 焼きとうきび18g×6袋 648円［札幌市 / YOSHIMI］

やきそば弁当 1個 195円［小樽市 / 東洋水産北海道工場］

炭焼さんま丼 1袋 292円［厚岸町 / 近海食品］

［帯広市 / カルビーポテト帯広工場］ 16g×6袋 648円ぽてコタン
白いブラックサンダー 12袋 648円［札幌市 / 有楽製菓札幌工場］

［函館市 / 五島軒］ 200g 432円函館海の幸カレー

〈ポテトファーム〉の人気商品「じゃがピリカ」。
北海道産のカラフルな3種の
じゃがいもを使用。

【480点限り】
じゃがピリカ

864円18g×10袋

［帯広市 / ポテトファーム］

今夏、鷹栖町とその近郊で朝摘みされた
完熟トマトだけをその日のうちに加工
しました。どさんこプラザで人気を誇る
甘く濃厚なトマトジュースです。

オオカミの桃（新物・有塩）
864円1本（1L）

［鷹栖町 / 鷹栖町農業振興会社］

北海道のオフィシャルアンテナショップ

味
噌
塩

実演

実演

十勝骨付きウデハム
［池田町/ 十勝池田食品］

3.8kg 7,001円
十勝骨付きハム 130g 1,080円

いかごはん
［函館市 / マルヒロ太田食品］

1,080円3尾

生たきしらす 佃煮
［寿都町 / 山下水産］

852円100g

②朝のがごめ
①真昆布の根
［札幌市 / 自然村フーズ］

1,001円90g×2

2,001円250g

日高昆布ちりめん
［小樽市 / 木の屋］

1,296円160g

②

①北海道利尻島産 利尻昆布 1,651円
②北海道知床産 羅臼昆布 1,350円

［利尻町 / 大松］
170g

120g

②
①

①

140g 2,592円北海道産 まるごと貝柱
［札幌市 / テイネフーズ］

1個 540円ジャンボたらばがにコロッケ
［函館市 / マルヒロ太田食品］

200g

200g

①北海道日高産 天然根昆布 1等検 2,160円
②北海道産 鮭とばスティック 1,350円

［帯広市 / 宇野フーズ］

①

②

［清水町 / あすなろ
  ファーミング］
牧場のミルク
ソフトクリーム
351円1本

［札幌市 /
 ノースサンクチュアリ］
北海道メロンゼリー

1,080円21g×18個

①

②

各3,240円【各日各10点限り】
各3,240円【各日各10点限り】

【各日30点限り】

業務用北海道産［利尻町 / 大松］ 業務用北海道産［利尻町 / 大松］ 
①道南産 真昆布

③道東産 天然煮出し昆布 1.3kg
1kg

1kg

②襟裳産 天然日高昆布

①
②

③

100g本数の子黄金松前 864円
［函館市 / 布目］

9月26日○～28日○ 
オープニング
サービス

火 木

9月29日○～10月1日○  特別提供品金 日

※ご来店の方に限らせていただきます。  
※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。

浜ゆで毛がに
【各日60点限り／お一人さま2点限り】

1杯

1,501円

［函館市 / 船岡商店］ 
かりんとう饅頭

【100点限り】12個入 1,001円

［小樽市 / 円甘味］ 
利尻こんぶ生姜

【50点限り】80g 432円

［小樽市 / 木の屋］ 
たらこ切子
【25点限り】200g 1,001円

［北斗市 / 味の匠］ 
北海道の昆布だし
3本セット（箱入）

3,240円

［利尻町 / 大松］ 

〈最終日は午後4時閉場〉

後援： 北海道、愛媛県、松山市、松山商工会議所、愛媛新聞社、南海放送、
　　   テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛CATV、FM愛媛

9月26日（火）～10月9日（月・祝）
松山三越 7階催物会場秋の

じゃがぽぉ 12個／冷凍 1,080円
［札幌市 / 五洋物産］

坊っちゃんかぼちゃグラタン
1個／冷凍 864円

［札幌市 / キッチンアクティブ］

ざんぎ・塩ざんぎ
いずれも100g 432円各

［札幌市 / ダット］
実演 実演

実演

ネギ・トロロ飯
［小樽市 / 木野商事］

1,296円80g

エッグタルト 1個 281円
5個1,350円

［白老町 / まいこのマドレーヌ］ ［白老町 / まいこのマドレーヌ］

わらび餅（三温糖・黒糖・抹茶）
1パック（各220g入）651円

［余市町 / わらび餅 一代］

1,944円1L用／100g

ミネラルウォーターの源
［札幌市 / 自然村フーズ］

※ペットボトルは別売りです。

弱アルカリの
ミネラルウォーターが
繰り返し作れます。

北海道の良質な大豆を使用した
イソフラボンがたっぷりの「黒豆茶」です。

溢れんばかりの肉厚なたらばがにが入った
贅沢なコロッケ。

北海道産の豚肉・野菜を、じゃがいもで
作ったもちもち・つるつるの皮で包みこむ
ことで、もっちり感を出しています。

札幌王様ホルモン
200g／冷凍 1,080円

［苫小牧市 / 札幌王様 わんじゃ］
独自のタレで煮込んだ人気の一品。

［むかわ町/ 祝黒本舗］
 黒豆茶 100g  648円

北海道産小麦粉100%使用
さっぽろ生ラーメン

［恵庭市 / まるは製麺所］

 2食入、スープ付 651円各

牧場直営だからできる、
自然豊かな濃厚な
ミルクの味わいが
楽しめます。

早朝水揚げされた新鮮なイカナゴを
炊きあげ柔らかく仕上げました。

お買いあげ
プレゼント

9/26（火）～10/2（月）の期間中
ロイズ商品を税込2,000円
以上お買いあげの方、
各日先着50名さまに

「保冷バッグ」を
プレゼント！

②

1,080円

［利尻町 / 大松］ 

よりどり3点

根こんぶ入とろろ
手すきおぼろ昆布

※お一人さま1点限り。

 1,296円直径約14cm／冷凍

［富良野市 / SHINYA］
ふらの雪どけチーズケーキ

378円1個

［小樽市 / 円甘味］
ブリュレカスタードインバウム

【各日30点限り】1,728円直径約12cm／冷凍

［小樽市 / 小樽洋菓子舗 ルタオ］
ドゥーブルフロマージュ

室蘭うずらのプリン
［室蘭市 / 室蘭うずら園］

431円1個（90g）

ポテトチップチョコレート
（新じゃが）

778円190g【200点限り】

おつまみチョコ
（ブラウン・レッド）
おつまみチョコ
（ブラウン・レッド）

501円各501円各
左：ブラウン（6種計9個）、右：レッド（8種計12個）左：ブラウン（6種計9個）、右：レッド（8種計12個）

生チョコプラリネ（オーレ）生チョコプラリネ（オーレ）
735735円12個 円12個

スイートポテト（特大）
1,512円500g

北海道産 新
じゃがの

味わいをポテ
トチップ

チョコレート
で。

ロイズの人気
商品が

少しずつ入っ
ているので

気軽にいろい
ろな

味が楽しめま
す！

①白い恋人
●ホワイト

●ブラック

［札幌市 / 石屋製菓］

762円12枚【各日30点限り】

②白いバウム TSUMUGI
直径約12.5cm 1,296円【250点限り】

7個入 【各日30点限り】

 1,296円8個入【各日30点限り】

［函館市 / ペイストリースナッフルス］
チーズオムレット

5個 651円
マルセイバターサンド
［帯広市 / 六花亭］

1,080円ボナペティ
［函館市 / ペイストリースナッフルス］

北海道開拓おかき各種
［砂川市 / 北菓楼］

441円各1袋（枝幸帆立・増毛甘エビ）

松山三越初登場商品

松山三越初登場商品

松山三越初登場商品

季節数量限定商品

各

①北海道釧路産 天然長根昆布1等検
②北海道日高産 天然日高昆布

［帯広市 / 宇野フーズ］ 

220g

300g

1,080円【各日各50点限り】

北海道産 天然干帆立貝柱小粒
［帯広市 / 宇野フーズ］ 

70g 1,350円【各日50点限り】

北海道産牛ヒレステーキ弁当
1折【各日30点限り】1,458円

［中川町 / 道の駅なかがわ］ 

贅沢な北海道産牛の  
ヒレ肉を使用した数量限定弁当です。

特製多聞御殿弁当 1折 2,160円［札幌市 / 多聞天］ 

新鮮な海の幸を贅沢に盛り込んだ
豪快な弁当は迫力満点です。
新鮮な海の幸を贅沢に盛り込んだ
豪快な弁当は迫力満点です。

道産牛ローストビーフ海鮮弁当 1折 1,674円
［稚内市 / 稚内駅立売］ 

道産牛のローストビーフと
海の幸を組み合わせた豪華な弁当です。
道産牛のローストビーフと
海の幸を組み合わせた豪華な弁当です。

メイプルシュガーのまろやかな甘さ、
卵の優しい風味が味わい深いハート形のマドレーヌです。

醤油味 味噌味 塩味

 756円18個

［函館市 / ホテル フェローハウス］
旭山動物園 アニマル人形焼

1,143円18枚【各日18点限り】

9月26日（火）～30日（土）の限定販売

9月29日（金）から限定販売！！ ギュウギュウ

サーロイン牛かつサンド
3切1,080円

［札幌市 / 牛かつ いち華］

札幌市・新琴似で人気の牛かつ
専門店が初登場。道産牛をレアに
仕上げた牛かつサンドです。

韓国伝統のレシピを再現。甘さと
辛さの絶妙な味わいが特徴です。

実演

ベストセラ
ーが

勢揃い！
ベストセラ

ーが

勢揃い！

※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。 ※記載のない商品は素材・原産国各種。 ※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。

大人気大人気

実演

①

②

ホワイトチョコを
ラングドシャクッキーで
優しくサンドしました。

北海道を代表するチョコレートといえば、「ロイズ」！
今回の秋の北海道展では、定番の商品はもちろん、
初出品や季節限定の商品も多彩に取り揃えてご紹介いたします。

北海道を代表するチョコレートといえば、「ロイズ」！
今回の秋の北海道展では、定番の商品はもちろん、
初出品や季節限定の商品も多彩に取り揃えてご紹介いたします。

ロイズのおいしさ大集合

道産味噌と信州味噌に
20種類以上のスパイスを混合熟成させた
味噌ダレで作る“味噌らぁめん”は納得の一品。

豚骨ベースながらも、あっさりと仕上げた
スープは年齢を問わず親しまれる味。
まずは塩らーめんから
召しあがれ！！

午前10時30分～午後7時
10月2日［月］と最終日は午後4時閉場
〈ラストオーダー：各日終了30分前〉

海と大地のな　まらおいしい！をお届け

素材を活かした魅力のスウィーツ素材を活かした魅力のスウィーツ

実演

各日70点限り

味噌らぁめん
1人前   891円

燻りチャーシュー味噌らぁめん
1人前   1,281円

味噌らぁめん
1人前   891円

燻りチャーシュー味噌らぁめん
1人前   1,281円

見た目も味も豪華なお弁当

MILK
ミルクの本場
“北海道”は
スウィーツの宝庫

ミルクの本場
“北海道”は
スウィーツの宝庫！

北海道展名物お弁
当は前日までのご連絡で

ご予約を承ります
。

ご予約・お問い合
わせ

【承り時間:午前
10時～午後6時

】

0120-95-7886
北海道展名物お弁

当は前日までのご連絡で
ご予約を承ります

。

※1,000円弁当は対象
外です。 ※状況により

承りができない場合も
ございます。詳しくは

係員にお問い合わせ
ください。 

ご予約・お問い合
わせ

【承り時間:午前
10時～午後6時

】

0120-95-7886 うにめしといくらのコラボ弁当です。うにめしといくらのコラボ弁当です。

うに・いくら弁当
1折【各日20点限り】

1,512円

［利尻富士町 / 食堂丸善］ 

実 演

愛媛
初登場

実演

ん

たくさ
ん買ったら、みんなでシェア♪

いくら醤油漬け 70g

［函館市 / 船岡商店］ 

【各日60点限り／お一人さま2点限り】
札幌王様 わんじゃ
辛みそホルモン（豚肉）

［苫小牧市 / 札幌王様 わんじゃ］ 

200g／冷凍【各日20点限り】
300g 【50点限り】

500ml×3【20点限り】

1本【各日20点限り】

【各日5点限り】

8点セット【50点限り】

300g【各日30点限り】
むろらんうずらの味付け
たまご ヤヤン昆布だし味

［室蘭市 / 室蘭うずら園］ 

1袋（150g）

冷凍ハスカップ果実
［清水町 / あすなろファーミング］ 

函館メンチカツ
5個【各日50点限り】

［函館市 / マルヒロ太田食品］ 

200g【25点限り】

明太子切子
［北斗市 / 味の匠］ 

甘口紅鮭
［函館市 / 船岡商店］ 

【各日60点限り／お一人さま2点限り】
5切 北海道道南産 塩蔵わかめ

［利尻町 / 大松］ 
①道東産 天然厚葉根昆布1kg
②道東産 天然根頭昆布1kg

北海道産 お楽しみ袋
［帯広市 / 宇野フーズ］ 

北海道産 鮭の重ね巻

500g【各日30点限り】

松前漬け
［函館市 / 船岡商店］ 

300g【各日30点限り】

北海道産 きざみとろろ
［札幌市 / テイネフーズ］ 

60g【各日30点限り】

手羽揚げ 10本セット
［札幌市 / ダット］ 

【各日30点限り】

［帯広市 / 宇野フーズ］ 
北海道羅臼産
天然羅臼昆布
200g【各日30点限り】

［帯広市 / 宇野フーズ］ 

ざんたれ
［札幌市 / ダット］  

100g【各日30点限り】
甘えび塩辛
［函館市 / 布目］  

70g【各日20点限り】
かに身入り かにみそ
［函館市 / 布目］  

【50点限り】

手造りバター
［清水町 / あすなろファーミング］ 

160g

3串

【各日20点限り】

十勝ハムお得セット
［池田町 / 十勝池田食品］ 

【各日20点限り】
4個【各日50点限り】

ほたてどさんこ焼
［新ひだか町 / 天の川］ 

有機完熟トマトジュース
1L【50点限り】

［札幌市 / 自然村フーズ］ 
旭山動物園 アニマル人形焼
32個入【各日50点限り】

［函館市  / ホテル フェローハウス］ 
まるごと（かに・えび・ほたて）
コロッケと函館メンチカツのセット

［函館市 / マルヒロ太田食品］ 
北海道道北産 天然利尻昆布
［帯広市 / 宇野フーズ］ 

200g【各日30点限り】

［帯広市 / 宇野フーズ］
北海道十勝産 大正金時・
北海道産 黒豆大粒大豆

［帯広市 / 宇野フーズ］ 
北海道十勝産 小豆
1kg【各日30点限り】

【30点限り】

きなこねじり よりどり3点
［むかわ町 / 祝黒本舗］

801円 880円 540円

1,080円 1,001円

1,080円
1,080円30g【各日30点限り】

北海道産 帆立貝柱
［札幌市 / テイネフーズ］ 

1,001円

3,240円 1,080円
2,160円

1,080円 864円 1,080円

1,620円

1,080円 701円 540円

1,080円 2,000円 1,001円 1,620円 999円
1,080円

四国
初登場

四国
初登場

四国
初登場

四国
初登場

1,350円
各各1kg【各日各30点限り】 1,188円

864円

1,080円

実 演

実 演

実 演

贅沢な北海道産牛の  
ヒレ肉を使用した数量限定弁当です。

北海道産牛3種食べ比べ
1折【各日30点限り】2,592円

［中川町 / 道の駅なかがわ］ 

北海道産牛の3種類の
部位を一度に食べ比べ
できる肉好き必見の
お弁当です。

北海道産牛の3種類の
部位を一度に食べ比べ
できる肉好き必見の
お弁当です。

北海道産牛の3種類の
部位を一度に食べ比べ
できる肉好き必見の
お弁当です。

北海道産牛の3種類の
部位を一度に食べ比べ
できる肉好き必見の
お弁当です。

実 演

よくばり弁当 1折【各日30点限り】1,728円
［札幌市 / 牛かつ いち華］ 

札幌・新琴似で人気の牛かつ専門店。
肉好きにはたまらない！！
牛かつとステーキがコラボした
よくばりな弁当です。

9月29日（金）から限定販売！！

四国
初登場

実 演

9月26日（火）～
10月2日（月）

前半

9月26日（火）～
10月2日（月）

前半
9月26日（火）～
10月2日（月）

前半

各日50点限り

塩らーめん
 1人前   850円

塩チャーシューめん
みそチャーシューめん

1人前   各 1,188円

斜里郡

波
飛
沫

波
飛
沫
四国
初登場

10月3日（火）～
9日（月・祝）

後半

10月3日（火）～
9日（月・祝）

後半

10月3日（火）～
9日（月・祝）

後半

39月26日○～28日○ 火 木 の限定販売

［札幌市 / 牛かつ いち華］
牛かつミニ弁当

［中川町 / 道の駅なかがわ］
北海道産牛ステーキ（6枚のせ）

［稚内市 / 稚内駅立売］
かにローストビーフ弁当

［札幌市 / 市場めし 兆］
貴船弁当

［小樽市 / おたる 巽鮨］
三色丼

［札幌市 / 多聞天］
海鮮ミニちらし

お一人さま各2点限り／各日各50点限り
※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。1,000円1,000円1,000円均一弁当 実 演

90g×3十勝の恵みソフトサラミ 1,080円
［池田町 / 十勝池田食品］  

3本【各日10点限り】チーズ入り いももち 1,001円
［新ひだか町 / 天の川］  

90g【各日50点限り】道南産 がごめとろろ昆布 864円
［帯広市 / 宇野フーズ］

150g【各日50点限り】北海道産 浜焼帆立貝柱 864円
［帯広市 / 宇野フーズ］ 

3本【各日10点限り】とうきびバター焼き 1,001円
［新ひだか町 / 天の川］  

午後3時以降ラーメンをご注文の方に
チャーシュー1枚トッピングサービス

①
①

②
③

②

①


