
● 1月16日（火）　 　 　 　 　 ▲

22日（月）
● 本館地下1階・2階 食品フロア

〈スープストックトーキョー〉
東京ボルシチ（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・525円

〈スープストックトーキョー〉
とうもろこしとさつま芋のスープ
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525円

〈スープストックトーキョー〉
牡蠣のポタージュ
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525円

〈スープストックトーキョー〉
オニオンクリームポタージュ
（180g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・525円

※写真はイメージです。
※商品はすべて冷凍です。 ※電子レンジ調理可。

スープに合わせたいデリ＆パンスープに合わせたいデリ＆パン
●本館地下1階 ダイニングマリアージュ

各日3ｋｇ限り

〈農家の息子 こむぎ〉
ペンネでラザニア風
（100gあたり） 200円

隠し味に使った
味噌がポイントです。

各日5ｋｇ限り

〈柿安ダイニング〉
海老・帆立と7品目野菜のイタリアンマリネ
（100gあたり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 454円

海老と帆立に
彩り鮮やかな野菜をあわせた
目にも楽しいマリネです。

〈ケーファー〉
ペッパーシンケン（100gあたり）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

豚もも肉を粗挽き黒コショウで
まぶして、香り高くスモークした

ボンレスハムです。

各日10点限り

〈モワザン〉
サンジョン（3枚）
・・・・・・・・・・ 173円

気泡が大きく、
皮がやわらかいのが特徴の
優しい味わいのパンです。

道内
〈札幌三越〉
限定ショップ

Soup Stock Tokyoは、「食べるスープの専門店」です。
時間をかけて丁寧に引き出されたスープストック（だし）は、食材のおいしさを
味わっていただくため、余計なものを使用せず素材が持つ自然な味と風味を
大切にしながら、時間をかけて一つひとつ丁寧に作り上げています。

1月16日（火）150点、
20日（土）50点限り

東京〈京粕漬 魚久〉
いろとりどり四人家族
（本さわら酒粕白味噌漬、銀鮭京粕漬、
さば京粕漬、銀ひらす京粕漬、
いずれも小各1切）

・・・・・・・・・ 864円

北海道産天然真昆布を使用し、山椒がほのかに
香る上品な甘さの昆布の佃煮です。

大正3年創業。旬を活かし、味
を守るを銘に代々引き継がれる
伝統の味です。

50点限り
大阪〈神宗〉
塩昆布（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円

国産の良質なちりめん、九条ネギを使用し炊き上げ
ました。九条ネギの上品な香りが特徴です。

50点限り
京都〈下鴨茶寮〉
九条ネギちりめん（60g）・・・・・・・・・・ 1,080円

〈ダイニングマリアージュ〉のお取り寄せ ●本館地下1階

〈スープストックトーキョー〉
オマール海老のビスク（180g）・・・・525円

季節
限定

季節
限定

人気
No.1

道内
〈札幌三越〉
限定ショップ

道内
〈札幌三越〉
限定ショップ

※写真はイメージです。



食品特別提供品 ● 1月16日（火）～22日（月）　● 本館地下1階

各日30点限り

〈魚勢〉
九州産 うなぎ長焼き（1枚）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,296円 各日15点限り

〈神田明神下 みやび〉
お楽しみ袋（お弁当（利休）、お茶）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 864円 各日20パック限り

〈魚沼庄屋〉三色むすびミニパック
（ちりめんカリカリ梅、生姜とみょうがの南蛮むすび、12雑穀米）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 432円 120セット限り

〈白子のり〉スペシャルパック
（6点入）
 ・・・・・・・・・ 1,296円 30点限り

〈ハマヤ〉コーヒーお楽しみ袋
（レギュラーコーヒー200g×3袋）
 ・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円

36セット限り

〈エノテカ〉ボルドーグレート
ヴィンテージ2本セット（赤、各750ｍｌ）
 ・・・・・・・・・・・・・ 2,970円各日30セット限り

〈ITO〉温惣菜よりどり3点
（からあげ1パック、ピザ（ハーフサイズ）1枚、
カレーグリル1パックなど）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 各日20点限り1,080円 50袋限り1,080円

〈梅の花〉お楽しみ袋
冷凍（一口豆腐しゅうまい12個入、
豆腐ハンバーグ5個入、湯葉揚げハーフ1個）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈まるこし・ピクレッドサラダ〉
漬物のまるこしスペシャルパック
（京つけもの2点、ごぼうとナッツ味噌漬1点、たくあん1点）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングマリアージュ

福岡〈アンプレスィオン〉フィロソフィーショコラ（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,404円1月16日（火）から80個限り

海外から届く上質な素材と、九州近郊農家で作られる素
材を活かしたチョコレート。オーナーシェフ小代氏の料理哲学
が詰まったアソートです。

〈ふわもち邸〉
a.キタノカオリプレミアムカスタード
b.キャラメルバナナティラミス
c.オレンジフロマージュショコラ
・・・・・・・ 各238円各日各種午前10時から30個、午後2時から30個限り

〈ふわもち邸〉が札幌
三越にオープンして
1年を記念して、こ
の１年間で販売した
三越限定の人気が
あったドーナツ3種
を期間限定でご用
意いたしました。

大阪〈キャギ ド レーブ〉
エグザゴナルマンディアン（2枚入）

1,620円1月16日（火）から20個、
1月23日（火）から50個限り

UHA味覚糖が手掛ける「鍵」を
モチーフとしたチョコレートブランド
から。4種類のドライフルーツとナッツ
の組み合わせが楽しいタブレット
チョコレートです。

福岡〈カカオ研究所〉
和三盆ニブ（5g×6個入）
・・・・・ 1,620円1月16日（火）から50個限り

和三盆の優しい甘さにカカオの香りを
加え、カカオニブで食感のアクセントを
つけました。カカオ80％のビターチョコ
との組み合わせを楽しめる一品。

大阪
〈ショコラティエ パレ ド オール〉
獺祭ショコラ（6粒入）

2,484円1月16日（火）から50個、
2月3日（土）から100個限り

人気の日本酒「獺祭」を贅沢に練り込んだショ
コラ。粗塩をあしらったミルクタイプと吟醸香を引き
立たせたビタータイプの2種類の詰合せです。

〈蛸勝〉たこ焼き
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・540円

一つひとつ丁寧に焼き上げ、
冷めても美味しいたこ焼き。
ソース、醤油、塩、出汁、ポン
酢から味を選べます。

〈Kurojishi〉長井の水ゼリー（180g）
a.プレーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
b.コーヒー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
c.フルーツミックス、グレープフルーツ、パイン・・・

324円
378円
各540円

山形県長井市の超軟水
の水で作ったわらび餅の
ような食感のゼリーです。
コーヒー、グレープフルーツ、
プレーン、フルーツミックス、
パインの5種の味。フルーツ
入りは生フルーツを使用
しています。

1月16日（火）～2月14日（水）　　本館地下2階 デザートマリアージュ内

三越セレクション
三越のバイヤーが日本各地からセレクトした個性あふれるショコラの数々。

道内〈札幌三越〉
のみのお取扱い

大分〈テオムラタ〉
ビーンズショコラ3本桐箱セット
（アマンドショコラミルク40g、ノアゼットショコラ38g、
ピスタチオショコラ40g）

2,411円1月16日（火）から50個限り

アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオをそれぞれ相性の
良いチョコレートでコーティングしました。繊細で美しい
パッケージもこだわりのひとつです。

30点限り

〈ピエトロ〉お楽しみ袋
（ドレッシング×2、パスタソース×2）
 ・・・・・・・・・・ 1,080円

a

b

c

感謝の気持ちを込め、期間中1,200円（税込）以上
お買いあげの各日先着30名さまに次回使えるおひとつ
無料券を進呈します。

ふわもち邸
オープン
1周年記念

本館地下2階 イベントスペース
1月17日（水）～22日（月）

b ccc a

ビーン トゥ バー
「Bean to Bar」特集 日本各地の個性的な「Bean to Bar」をご紹介いたします。 

1月16日（火）
～22日（月）

《　　  　　　》

道内〈札幌三越〉
のみのお取扱い

道内〈札幌三越〉
のみのお取扱い

道内〈札幌三越〉
のみのお取扱い

道内〈札幌三越〉
のみのお取扱い

だっさい

だっさい

※写真は一例です。

※いずれも天候・交通事情などにより商品が入荷しない場合や遅れる場合、産地及び
商品内容が異なる場合がございます。※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦
ください。※写真はいずれも盛り付け例・イメージです。盛り皿等は商品に含まれておりま
せん。※限定数に「各日」の表記があるものは、期間中は連日同数をご用意いたします。
「各日」の表記がないものは、期間中に限定数がなくなり次第終了となります。※未成年者
の飲酒は法律で禁止されています。※価格はすべて税込です。

旬のフード情報は、三越
食品フロア公式ページ

札幌三越グルメ
Facebookを
チェック！


