
プレーン

抹茶

塩キャラメル 苺 ショコラ

かぼちゃ ティラミス 小豆

ブルーベリー
ヨーグルト

オレンジ

日替わり

　 1,080円
弁当

各日120折限り
お一人さま2折限り

1
折

第 1会場 第 2会場7階催物会場●9月10日（水）～18日（木）

第2会場

6階特設会場（北海道 職人・工芸まつり）

［小樽］小樽洋菓子舗　ルタオ

［札幌］ロイズコンフェクト

  ①渋皮栗のカフェモンブラン
【各日50ホール限り】１ホール 2,500円

②ポティロンドゥーブル １ホール 1,728円

③ミルフィーユブレッド【各日50個限り】１個 497円

④生デニッシュ【各日50個限り】１個 1,296円

  ①生チョコレート（マロン）
【各日50箱限り】1箱 756円

②ガトーガナッシュ
【各日50箱限り】1箱6個入 1,253円

③ポテトチップ
チョコレート（オリジナル）
1箱 756円

［札幌］海光　
  北海道産 生うに
１パック 6,480円

［砂川］北菓楼・ＨＯＲＩ
  ①開拓おかき 1袋 各391円
②じゃがいもコロコロ 

（チーズ・赤唐辛子） 1袋 各391円

③北の天使たち（マドレーヌ）
（プレーン・パンプキン） 1個 各119円

［函館］船岡商店
  北海道産海峡
根ぼっけ
１枚 1,620円

［千歳］もりもと
  ①太陽いっぱいの
シャーベット
（トマト・ハスカップ・ぶどう）　

１個 各324円

［函館］梶原昆布店
  無添加がごめとろろ昆布 80g 1,080円

［利尻］北洋食産
  利尻産
えぞばふんうに昆布蒸し
【各日30個限り】40g 2,160円

［函館］

ペイストリースナッフルス
  ①チーズオムレット
②蒸し焼きショコラ
③メイプルオムレット
１箱8個入 各1,296円

［留萌］

田中青果
  ①道産長いも
醤油漬け・
梅酢漬け
１袋 各648円

②道産長いも
ピクルス
１瓶 756円

［札幌］

コーキーズ
クッキー

  ショート
ケーキクッキー
１箱3枚入 561円

［白老町］牛の里
  ビーフハンバーグ
120g×4枚 1,080円

●白老牛
ローストビーフ 
ソースセット
【50セット限り】 

300ｇ 3,240円

［札幌］スイートオーケストラ
  ぽんとおもっちーず
１個 540円

［札幌］

シーフードファクトリー
北海道
  帆立貝柱とアスパラベーコンピザ
1枚 1,480円

［富良野］菓子司 新谷
  雪どけチーズケーキ・ミニ
【各日10種各50個、合計500個限り】よりどり5個 1,080円

［小樽］いちふじ柴田商店
  ①北海道栗山町産ホワイトコーン
1本 399円

②北海道森町産くりりんかぼちゃ 
1/4カット 298円

［小樽］美園アイスクリーム
  ①大正浪漫アイスモナカ １個 206円

②大正ロマンアイスクリーム １個 324円

［函館］いくら亭
  函館全部のせ丼
【各日50食限り】 1人前 2,376円

［虻田郡］蝦夷富士家
  麗水のかき氷 ハスカップ
１杯 864円 ［小樽］おたる政寿司

  秋の陣 政寿司厳選にぎり 
１人前 4,100円

［池田町］

パパラギ
  ブルーベリー
ロール
【各日30本限り】

１本 1,836円

［帯広］六花亭
  ①マルセイバターサンド5個入 601円
②マルセイキャラメル6個入 461円

［札幌］

YOSHIMI

  かりかりまだある？
えび 8袋入 648円

  北海道クッキーごまチョコ
サンド 9袋入 1,001円

［札幌］石屋製菓
  ①白い恋人　
1箱9枚入 577円

人気のルタオからは、新作、季節限定のスウィーツや、
名古屋初のブレッドまで数多く取り揃えました。

［札幌］みれい菓

  ①葡萄とベリーのカタラーナ
【各日200個限り】320g 1,350円

②アイヤシュッケ【各日50ホール限り】１ホール 1,350円

葡萄とベリーのさわやかなカタラーナは名古屋初出品。
また、新商品のドイツ風4層チーズケーキは
プティショコラ監修です。

［札幌］ディアーズ

  ネージュポポシュー（クリームバニラポポ・イチゴポポ・ショコラポポ・マッチャポポ）

100gあたり 各385円

北海道産小麦粉と卵で生地はもっちりふんわり。
生クリームたっぷりのホワイトチョコで雪化粧した新しい
シュークリームが登場。

［夕張郡］あいすの家

  ①牛乳プリン（ミルク・北海道メロン）

【各日100個限り】 1個　各481円
②トリプルチーズケーキ 1個 1,080円

③ながぬまカチョカバロ 200g 841円
④えびすかぼちゃのソフトクリーム 1本 351円

北海道産の手作り乳製品のお店からミルク本来の甘みと
コクが楽しめる牛乳プリンやスウィーツ、チーズ、季節限定の
ソフトクリームをご用意しました。

［富良野］富良野牧場＆FURANO BAKERY

  ①モモハム 100gあたり 701円
②ベーコン 100gあたり 601円
③パン・ド・ミ 1袋 450円

長期熟成した昔ながらの製法のハム・ベーコン。
道産小麦使用の自家製パンと一緒にお召し上がりください。

［札幌］百戦麺磨 鬼武者

  鬼味噌ラーメン 1人前 852円

数種の味噌、豚骨スープ、鶏ガラスープを独自の調合で絡め、
濃厚かつ後味さっぱりの味に仕上げました。
不動の人気No.1「鬼味噌」をお楽しみください。

［せたな町］わっかけ岩

  今金男爵コロッケ 1個 191円

コロッケ詰め合せパック（今金男爵・放牧黒豚・ごろごろ黒豆・

たっぷりチーズ・とりごぼうサンド）1パック 1,080円

ホクホクでなめらかな食感の北海道最高級ブランド品
「今金男爵」を使用したコロッケなど、地元食材を使った
多彩なコロッケをご用意しました。

［小樽］いちふじ柴田商店

  江別市「滝農園」朝採りとうきび「味来」
【各日400本限り、お一人さま6本限り】１本 324円

とうもろこし職人がつくる甘みの強いこだわりのとうもろこしを
美味しくお召し上がりいただけるよう、朝採りをその日のうちに
名古屋へ空輸します。

※9月14日（日）、18日（木）の販売はございません。※お持ち帰りのみとさせていただきます。

  〈札幌 ALL北海道〉
婦人用防滑・防寒シューズ
・・・・・・・・・・・・・7,020円
合成皮革、22.5～24.5cm、
ブラック・オーク

  〈網走郡 ウッドペッカー〉
スカシ模様彫り振子時計
・・・・・・【2点限り】54,000円
胡桃材、W21×D10×H30cm

  〈札幌 アトリエルートスリー〉
シマフクロウ親子の置掛け
インテリア・・・・18,360円
銅・七宝焼（ガラス）、
W24×D8×H19cm

  〈札幌 北海道馬油工房〉
①北海道馬油
クリーミー石鹸・・・1個864円
②ムニマユピュア―ナチュラル
・・・・・・・・・・・・・・70g1,944円

  〈小樽 水芭蕉〉
バッグ・・・ 43,200円
鹿革・牛革、
W27×H30×D9cm

 〈小樽 染織
アトリエKazu〉
婦人シルクブラウス
【10点限り】28,080円
絹100％、M

  〈江別 玲工房〉
①七宝しずく型
ペンダント
・・・【5点限り】12,960円
紫水晶、ビーズ、
首廻りの長さ：約40～45cm

②七宝しずく型
イヤリング
・・・【5点限り】4,320円
七宝

  〈七飯町 若松毛皮〉
ストール
・・・【1点限り】75,600円
ブルーフロスト・
黒染フォックス

  〈札幌 ブロンジェル〉
バッグ・・・・43,200円
牛革、W30×H15×D8cm

その他の出店店舗
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北海道 
職人・工芸まつり

大北海道展

●6階特設会場

〈第1会場・第2会場の最終日午後6時終了〉

イート
イン

名古屋初出品
道外初登場

名古屋栄三越初登場
名古屋地区初登場

東海地区初登場 特別企画

道外初登場

［札幌］大幸フーズ
  ① 北海道産寒 風やぐら干し「鮭寿」
１切 648円

②甘汐　完熟たらこ 

100gあたり 880円

 札幌
 札幌
 札幌
 札幌
 札幌

 寿都
共和町
 北見

函館
札幌
札幌
札幌

旭川
札幌

帯広

森住製麺〈ブランドラーメン〉
テイネフーズ〈まるごと帆立〉
佃善〈じゃが豚〉
肴や一蓮 蔵〈海鮮シュウマイ〉
北海道観光物産興社
〈北海道銘菓〉
山下水産〈生たきしらす〉
クレイル〈チーズ〉
北見ハッカ通商〈ハッカ飴〉

魚丸〈漁火いかめし〉
竹山食品〈煮豆・佃煮〉
サンユー農産〈紫蘇ジュース〉
キッチンアクティブ
〈坊ちゃんかぼちゃグラタン〉
三葉製菓〈野菜フレーク〉
春雪さぶーる
〈行者にんにくウインナー〉
柳月〈三方六〉

その他の出店店舗
工房BARK〈木工品〉
きんぎょ庵〈着物リメイク服〉
ながぐつをはいたねこ
〈婦人服〉　
小樽硝子の灯・彩や
〈ガラスアクセサリー・ランプ〉

札幌
札幌
札幌

小樽

１０日（水）・
１４日（日）・１８日（木）

［札幌］北海工房

１２日（金）・
１６日（火）

［中川郡］道の駅なかがわ

１３日（土）・
１７日（水）

［札幌］札幌蟹工船
    潮風弁当

    道産牛ミニステーキ弁当

    特得かにかに弁当

    姫海鮮弁当

１１日（木）・
１５日（月・祝）

［札幌］市場めし兆
  ［札幌］大幸フーズ・・・甘汐紅鮭切身（ロシア産）
【200セット限り、お一人さま2セット限り】5切 1,080円

  ［札幌］海光・・・北海道産浜ゆで毛ガニ
【100杯限り、お一人さま2杯限り】１杯 1,080円

  ［函館］梶原昆布店・・・函館産真昆布カット
【各日100袋限り】250g 1,080円

  ［小樽］いちふじ柴田商店・・・北海道産赤肉メロン
【50玉限り】1玉 1,080円

  ［帯広］宇野フーズ・・・北海道産天然干帆立貝柱
【各日200袋限り】80ｇ 1,080円

  ［函館］船岡商店・・・北海道産真ほっけ
【各日200枚限り】1枚 594円

  ［函館］布目・・・松前漬【各日50パック限り】200ｇ 540円

10日（水）限り

10日（水）限り
10日（水）限り

10日（水）・11日（木）の2日間限り

10日（水）・11日（木）の2日間限り

10日（水）・11日（木）の2日間限り

10日（水）・11日（木）の2日間限り

  ［利尻］北洋食産
①北海道産ほしたこ【各日80点限り】200ｇ 2,160円
②利尻産天然利尻昆布蔵ごもり【各日30点限り】200ｇ 3,240円

※テイクアウトはできません。

イート
イン

名古屋栄三越初登場

名古屋初出品

季節限定の生チョコレート

マロンをはじめ、初出品の

ガトーガナッシュもご用意。

太陽いっぱいシリーズに
シャーベットが登場。

前回大人気の特別企画が今回も！新フレーバーを含む

全10種類の中からお好きな味を5個お選びいただけます。

いくら亭のネタを全部のせた贅沢丼。

旬の魚やその日のおすすめ３貫が
入った厳選にぎり。

新商品のじゃがいもコロコロ

チーズ味や北菓楼人気の

お菓子を取り揃えました。

ふわふわで

濃厚な味わいが大人気の

オムレットシリーズ。

※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせたもので、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。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦くださいませ。※イートインコーナーのラストオーダーは午後7時20分、最終日は午後5時までとさせていただきます。
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ぜったい買いたい！名古屋栄三越名物 売り切れ必至！お買得品特集

各日午後3時30分からの限定販売

［札幌］札幌蟹工船
  焼きがに食べ比べ弁当
【各日100折限り】１折 2,295円

［札幌］市場めし兆-ＫＩＺＡＳＨＩ-

  兆弁当-海得-
【各日50折限り】１折 1,944円

［札幌］北海工房
  豪快かに蟹弁当
【各日100折限り】１折 2,700円

［中川郡］道の駅なかがわ

  道産牛ステーキデラックス弁当
【各日100折限り】１折 1,998円

イート
イン

名古屋栄三越限定商品 名古屋栄三越限定商品

名古屋栄三越限定商品 名古屋栄三越限定商品

旨味、甘みが凝縮した炙りがにの

脚肉と爪肉の食べ比べです。

タラバガニ、花咲ガニ、毛ガニ、

ズワイガニを豪快に

盛り込みました。

牛肉とホタテのステーキに

特製ウインナーと

ボリューム満点のステーキ弁当。

かに、うに、いくら、北海道産の

鮪、帆立、ボタンエビを豪快に

盛り付けた海鮮弁当です。

①

①

②

●朝市小ぶり丼【各日午前11時までの販売】

　　　　　　　　　　　　　　　　 1人前 1,080円から

①


