
■ 9月19日（金） ～28日（日） 　　　　　 ■ 松山三越7階催物会場〈最終日は午後5時閉場〉

※いずれも写真はすべてイメージです。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ませ。※天候や交通事情により入荷遅れまたは、入荷できない場合がございますので予めご了承くださいませ。

日（日） 　　　　（金）～28日日
三越秋の第

8
回 北海道展
北の美味が満載の10日間！！

オープニングサービス
20日19日 3日間限り21日

金

9月

土 日

　小樽にぎり・・・10貫 3,780円

ピリ辛みそバターコーン
1杯・・・・・ 【各日50食限り】  1,101円
みそラーメン・・・・・・・1杯  801円
しょう油ラーメン・・1杯  751円
しおラーメン・・・・・・・1杯  751円

素材のちがいが、美味しさのちがい！

スウィーツ王国から、あま～い誘惑♪

初登場

初登場

初登場

〈札幌月見軒 本店〉札幌市

「あっさり、懐かしの味わい！」

毎回大好評！！オリジナルスープと
北海道の野菜をふんだんに使った
スープカレーの専門店です。
昆布を隠し味に
使ったスープに
25種類のスパイスを
ブレンド。

ベイクド・アルル〈江別市〉

はちみつレモンのセミフレッド 260g 864円 

ジェラート 2種盛 1個  451円

パティシエが作る思わず笑顔になるジェラート
北海道産牛乳・生クリームなど厳選された
食材のテイストを活かしています。

レ・ディ・ローマ・プラス 〈札幌市〉

はちみつとレモンの香りが
すっきり爽やかなケーキです。

ショートケーキクッキー 3枚入 各 561円

ほんのりミルク風味のクレープとコク
深い生クリームのロールケーキです。

桃花堂〈札幌市〉
丁寧に裏漉ししたさつま芋ペーストと
中のカスタードクリームが絶妙な滑らかさ。
特製スイートポテト・・100gあたり 260円

ベルパルク〈札幌市〉

道産栗カボチャのパイ包み
スープカレー
【各日30食限り】 1,501円

あすなろファーミング〈十勝清水市〉

ベリーベリーパフェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 481円 
〈あすなろファーミング〉と〈ときいろファーム〉のコラボ商品。

ときいろファーム〈帯広市〉

北海道十勝産ラズベリースムージー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1杯 391円

北の大地帯広市郊外の畑で、栽培された
こだわりのラズベリーを、贅沢にひんやり
スムージーにしました。甘酸っぱい本場の
味をご賞味ください。

道産牛モモ・カルビ弁当 1折

1,000円均一弁当
100点限り

100点限り

100点限り 100点限り

100点限り100点限り100点限り

9月24日（水）

お一人さま

2点限り

〈おたる巽鮨〉
    まかない丼 1折

〈函館朝市栄屋〉
    三色弁当 1折
〈函館朝市栄屋〉
    三色弁当 1折

〈厚岸海産〉
    かきめし フライ入 1折

〈多聞天〉
　 ミニ御殿弁当 1折

〈道の駅なかがわ〉
    道産牛ミニステーキ弁当
　 1折 

北のお弁当
選
り
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ぐ
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〈函館朝市栄屋〉函館市

〈厚岸海産〉厚岸町

　あっけし かきめし 1折 881円

　蝦夷あわび弁当
   1折 2,001円

　特製多聞御殿弁当
　 1折 2,160円

    道産牛＆ホタテステーキ弁当
　 1折 1,998円

初登場

初登場

かにづくし弁当 1折
〈道の駅なかがわ〉 〈多聞天〉

9月25日（木）

海鮮ミニチラシ 1折
〈多聞天〉

9月23日（火・祝）

かにいくら丼 1折
〈おたる巽鮨〉

〈多聞天〉
限定三色弁当 1折

〈道の駅なかがわ〉
道産牛ヒレ・モモステーキ弁当 1折

〈おたる巽鮨〉
三色丼 1折

〈函館朝市栄屋〉
よさこい弁当（いくら） 1折

〈厚岸海産〉
かきめし フライ入 1折

9月22日（月）

9月26日（金）～28日（日）

三越限定メニュー

9月19日（金）・20日（土）・21日（日）

初登場 生クリームいっぱいの生地に苺と
ホワイトチョコをトッピングした生クッキー。

レア

コーキーズクッキー〈札幌市〉

ミルクレープロール・・・・・・1本 1,620円

ハニーズ・ハニー〈函館市〉

ふわふわシュー・・・・・・・・・・・・1個 351円 

特製生地に、しっとりフワフワな
クリームをたっぷりのせました。

北海道ならではの
新鮮食材を
贅沢に盛り込んだ
特製海鮮弁当。

生食用の蝦夷あわびを
1個丸ごと、北海道産の
いか・いくら・ほたてなど
7種盛りの豪華海鮮弁当。

牡蠣の本場・厚岸産の牡蠣を
ふんだんに使用し美味しく
炊き上げました。
絶妙な味わいが人気です。

50点限り

50点限り

50点限り

50点限り

50点限り

50点限り 50点限り

北優〈札幌市〉

バターまんじゅう・・・・・・・・10個入 864円

十勝粒あんとカスタードの2種類。
懐かしい味がします。

すし食べ放題！！

● 時間／午後2時・3時（各45分）
● 定員／各回8名さま

9月19日（金）・20日（土）
〈午前11時～午後5時〉

0120-45-3254
お申し込み・お問い合わせ

お一人さま 3,240円

要予約

松山三越限定メニュー

〈札幌ラーメン〉

伝統的な札幌ラー
メンの味を

守り続け、濃厚な
スープが多い

札幌ラーメンの中
、あっさりとした

スープで地元の方
にはもちろん

有名タレントもお忍
びで来客する名店

。

本場・北海道の味覚が
その場で食べられる！！ 北の食べ処イート

イン

【営業時間】午前10時30分～午後7時
　　　　　　〈ラストオーダー：午後6時30分〉
※最終日のラストオーダーは午後4時まで

「スープが絶妙！」
〈札幌らっきょ〉札幌市

「活きたネタを粋な技で！」
〈おたる 巽鮨〉〈おたる 巽鮨〉小樽市

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24日（水）・25日（木）限定

（※生タラバ、アワビは除外となります。）

※定員になり次第終了となります。
※ご予約は1組2名さまの受付となります。

みんな大好き！

クセになるおいし
さ

①ポテトチップチョコレート（新じゃが）190g

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【各日150点限り】 756円
②生チョコレート（オーレ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20粒 756円
③生チョコレート（マロン） 20粒・・・・・ 【各日30点限り】 756円

③

②
①

2014年秋に収穫した北海道のじゃがいもでつくった
ポテトチップチョコレートや、秋限定の生チョコレートが登場！
ロイズの定番人気商品も見逃せない！

ロイズコンフェクト〈札幌市〉

〈多聞天〉

〈道の駅なかがわ〉中川町

札幌市

指折りの名店が建ち並ぶ
通称「寿司屋通り」に
店舗をかまえる「おたる巽鮨」。
腕利きの職人が、
厳選したネタで握る極上寿司を
ぜひご賞味ください。

初

　とろとろ骨付き
　チキンスープカレー（ライス付）
   1人前 1,201円

お1人さま 2杯限り お1人さま 2点限り

〈コーキーズ〉
ミルキューブクッキー
各3種類
【各日50点限り】 8個入  501円

〈鶏屋kenken〉
手羽先唐揚げ
【各日50点限り】10本  1,080円

〈ひまわり屋〉
メロンパンラスク
【各日50点限り】 1袋  216円

〈橋本食品〉
匠の塩辛
【各日50点限り】
300g  1,080円

〈あすなろファーミング〉
低温殺菌牛乳
【各日50点限り】 200ml 86円

〈木野商事〉黒千石茶
【各日50点限り】 70g 各 432円

〈木の屋〉
焼きたらこちりめん
【各日50点限り】 80g  432円

〈ベイクド・アルル〉
お豆腐レアチーズ
【各日50点限り】約200g  501円

〈マルヒロ食品〉
まるごとコロッケとメンチカツセット
えび・かに・ほたて・函館メンチカツ

【各日50セット限り】各1個入 1,080円

〈宇野フーズ〉
北海道道南産
がごめとろろ昆布
【各日50点限り】 90g  648円

〈北洋食産〉
鮭・ほっけ西京漬けセット
【各日50セット限り】 5切 1,080円

〈宇野フーズ〉
北海道産 真いかスルメ
【各日30点限り】5枚入 1,080円

〈宇野フーズ〉
北海道釧路産天然長根昆布
【各日50点限り】300g  1,080円

〈宇野フーズ〉
北海道羅臼産天然羅臼昆布
【各日50点限り】200g  1,296円

〈宇野フーズ〉
北海道日高産天然日高昆布
【各日50点限り】250g  1,080円

〈桃花堂〉
スイートポテトシュー
（ミックスクリーム）

【各日50点限り】 1個  216円

〈宇野フーズ〉北海道産
天然干帆立貝柱
【各日50点限り】 80g  1,080円

〈レ・ディ・ローマ・プラス〉
ジェラート ドッピオ
【各日50点限り】 1個  401円

〈十勝池田食品〉
十勝ローストビーフ
【各日20点限り】 250g 1,601円

〈海光〉
いくら醤油漬け 200ｇ
 【各日60点限り】  1,080円

〈海光〉辛子明太子 300ｇ
 【各日60点限り】  1,080円

〈海光〉
浜茹で毛がに（チルド空輸）
 1杯 【各日60杯限り】  1,080円

〈海光〉塩紅鮭（半身切身）
 1点 【各日60点限り】  1,080円

お1人さま 1点限り


