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 江別〈ちとせや〉
プランタニエ（イチゴロール）
1個 【各日30個限り】 1,350円

北海道の生クリームを巻き上げた季節のロールケー
キ
♡

⬅小樽〈小樽洋菓子舗 ルタオ〉
ベリーミルクドゥーブル
～北海道産ジャージーミルク～
・・・1ホール：直径約12㎝ 1,728円

ベリーベイクドチーズケーキの上に、
マスカルポーネムースを重ねました。

 江別〈ちとせや〉 
苺生大福・・・・・・1個 【各日100個限り】 378円

珍しいホエー豚のロースとバラを
トッピングした、限定ラーメンです。
第1弾限定

会場にてお召し上がり
いただけます。
午前10時～午後6時30分
※22日（水）は午後4時まで
※オーダーストップは
   営業時間終了の30分前

イートイン

                  帯広〈麺屋 開高〉
➡十勝ホエー豚麺
・・・・・・・・・・１杯 【各日40杯限り】 1,296円
●みそラーメン・・・・・・・・・・・・・・・１杯 864円

第1弾限定

長沼〈あいすの家〉
⬅ちーずゴロゴロフランク
・・・・・・・・・・・・240g 972円
⬇カチョカバロ・ピッコロ
・・・・・・・・・・・・200ｇ 972円

⬅
上富良野〈きゃらうえいふらの〉
●熱薫ベーコン・・・・・・・・・・・100gあたり 551円
●フランクフルトソーセージ・・・100gあたり 456円

第1弾限定

外は求肥、中には
生クリームとイチゴ、
ショートケーキのような大福。

 中標津〈フランダース〉
⬅スイートポテト
・・・1個：400g 【各日50個限り】 1,188円
⬇ドゥーブル スティック チーズケーキ
（イチゴ・チーズ・チョコ） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1本 各299円

第1弾限定

⬆          小樽〈桑田屋〉
ぱんじゅう 各種 ・・・各１個 各98円

ぱんじゅう12個詰合せ
・・・【各日50セット限り】

1,101円

北海道伊達市近郊産の
「だて牛乳」をたっぷり
使っています。
⬅伊達〈牧家（ぼっか）〉
①牧家の白いプリン 
・・・・・・・・・・4個入 884円
②牧家のクレームブリュレ 
・・・・・・・・・・4個入 884円

⬆ 富良野〈SHINYA〉
ふらの雪どけチーズケーキ ・・・1ホール 1,296円

⬆          札幌〈めめ〉
めめおやき いちご桜 
・・・・・・・・１個 250円

➡千歳〈morimoto〉
①ハスカップジュエリー 
・・・・・・・・・・・・・・・6個 961円
②北の散歩道 ハスカップ 
・・・・・・・・・・・・・・・8枚 648円

北海道のバター、卵を
使い、

しっとりとした風味に
仕上げました。

⬆札幌〈札幌の森〉
よくばりカタラーナ 豊潤いちごとミルクジャム
・・・・・・・・・・・・・1個 【各日30個限り】 1,400円

⬆
中川〈道の駅なかがわ〉
黒毛和牛サーロイン＆ヒレモモステーキ弁当
・・・・・・・・・・・・・・1折 【各日50折限り】 1,782円

第1弾限定

牛肉部
位の味

の違いを
お楽しみ

ください
。

第1弾限定➡
札幌〈札幌蟹工船〉
かに脚肉豪快弁当 
1折 【各日50折限り】 
2,754円

初登場

初登場

初登場

初登場

初登場
初登場

第1弾限定

サクサクのタルト生地にとろけるような
チーズクリームで焼き上げました

。

小
樽地区での有名菓子。七種類のお

味が
楽し

めま
す。

二層仕立ての濃厚な味
わい
。

実 演

実 演

実 演

①

②

（会場にてお召し上がり
いただけます。）

実 演

実 演

カニ専門店がつくる

豪快な脚肉がギッシリ弁当。

➡
長沼〈あいすの家〉
夕張メロン
ソフトクリーム
・・・・・・1個 351円

①

②

③
③牧家 飲むヨーグルト 
・・・・・1本：200ｇ 281円

実 演

実 演

⬆
江別〈ちとせや〉
とろ～り生？チ－ズタルト
・・・・4個 1,188円

実 演

連日お買得品

初登場

実 演

第  1  弾 2月16日（木）～22日（水）
■2月16日（木）～3月5日（日）
■新館5階催物会場 ※3月5日（日）最終日は

午後5時閉場。

後援／北海道庁、札幌市、（社）帯広物産協会、釧路市物産協会、函館物産協会、（社）小樽物産協会

春風がはこぶ、笑顔あふれる美味しさ勢揃い！

北海道の生クリームを巻き上上げたげげ

木  2 /167 高松三越

 2月21日（火）  本館1階コスメティックワールド  リニューアルオープン！
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江別〈町村農場〉
⬅           マスカルポーネとクリームチーズの
はちみつサンデー・・・・・・・・・・1個 601円
⬇クリームチーズ はちみつ
・・・130ｇ 【会期中150個限り】 1,102円

日 替 り サ ー ビ ス ※各種お一人さま2点まで 連日お買得品

16日（木）オープニングサービス 17日（金） 18日（土）

※各種お一人さま
　2点まで

北の海の具材がたっぷりのった
豪華弁当。

毎日、浜ゆでの毛がにを、直送し
て販売いたします。

〈水野商店〉
三色弁当
1折 【100折限り】 

1,080円

〈梶原昆布店〉
日高カット昆布
280ｇ 【120袋限り】 

1,080円

〈すし処 雑魚亭〉
さざなみ
1折 【50折限り】 

1,080円

〈函館朝市 船岡商店〉
ボイル冷凍毛がに
300ｇ 【100杯限り】 

1,501円

〈フランダース〉
フランダースロール
1本 【30本限り】 

1,080円

〈函館朝市 船岡商店〉
船岡特製 味噌漬5点盛
5切 【50セット限り】 

1,080円

〈あいすの家〉
ソフトクリーム各種
各1個 【50個限り】 
各301円

〈やきにくれすとらん沙蘭〉
牛ステーキとハンバーグ
ミニ弁当 1折 【50折限り】 
1,080円

〈札幌蟹工船〉
かに寿司盛合せ
1折 【100折限り】 

1,001円

〈道の駅なかがわ〉
道産牛ミニステーキ弁当
1折 【50折限り】 

1,080円

〈布目〉
松前漬
300ｇ 【50パック限り】 

1,080円

〈札幌の森〉よくばり
カタラーナ 香ばしカラメル
1個 【30個限り】 

1,001円

⬅〈ヤマキヨ
宇野フーズ〉
日高昆布
220ｇ 
【各日30袋限り】 

1,080円

〈すし処 雑魚亭〉磯波
1折 【各日100折限り】 2,160円

〈道の駅なかがわ〉北海道満喫弁当
1折 【各日30折限り】 1,080円

〈札幌蟹工船〉特得かにかに弁当 
1折 【30折限り】 1,080円

〈厚岸海産〉特製あさり・ホタテ飯
1折 【各日30折限り】 1,080円

〈morimoto〉北海道素材100％どら焼き
3個 【各日50袋限り】 601円

毎日、浜ゆでの毛がにを、直送し
て販売いたします。

実 演          釧路〈水野商店〉
市場弁当 ・・・1折 【各日50折限り】 2,160円

➡函館〈橋本食品〉
いくら醤油漬
100ｇ 
1,498円

⬆八雲〈坂本漬物店〉
紅鮭と越冬大根の麹漬
5枚 【各日50セット限り】 1,250円

帯広〈ヤマキヨ宇野フーズ〉
●鮭とばスライス 120ｇ 1,080円
●天然干帆立貝柱SA 50ｇ 1,350円
●天然羅臼昆布 200ｇ 3,240円
●十勝産 大正金時豆 500ｇ 918円

⬅幕別
〈十勝大望〉
かぼちゃフレーク・
とうもろこしフレーク 
・・・・・・・・各140ｇ 
   各1,080円

⬅奥尻〈さとう食材〉
あわび姿煮（大）
3個 【各日10セット限り】 
8,001円

帯広〈北のダイニング縁〉
行者にんにく餃子 
・・・10個 1,080円

 函館〈やきにくれすとらん沙蘭〉
道産牛サーロインとランプ食べ比べ弁当
・・・・・・・・・１折 【各日50折限り】 2,160円

実 演

 厚岸〈厚岸海産〉
厚岸かきめし 1折 881円
●厚岸かきめし・カキフライ弁当 1折 1,350円

実 演

札幌〈ロイズ〉 
生チョコレート［オーレ］・・・・・・・・・・・・・・・・・・20粒 778円

札幌〈ロイズ〉 
ポテトチップチョコレート［オリジナル］ 190g 778円

⬆札幌〈佃善〉
じゃが詰合せ（じゃが豚・じゃが蟹・
じゃが豚カレー・じゃが鶏ゴボウ） 
各3個：計12個入 【各日100パック限り】

1,080円

          函館〈すし処 雑魚亭〉 
潮騒の宴・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,593円

札幌〈ムラキフードプランニング〉
●すみれ（味噌・醤油・塩）らーめん 
・・・・・各1袋1食分 各540円
●開高（味噌）らーめん 
・・・・・・・・・1袋2食分 648円

⬆函館〈布目〉
本数の子黄金松前 100ｇ 864円

➡函館〈梶原昆布店〉
天然がごめ手造りおぼろ昆布
・・・・・・・・・・45ｇ 1,080円

札幌〈テイネフーズ〉
まるごと貝柱 
・・・140ｇ 2,592円

札幌〈ダット〉
ざんぎ 
100ｇあたり 432円

札幌〈ココロ〉
とろーりチーズコロッケ
・・・・・・・・・・・1個 324円

⬅苫小牧〈農研百姓塾〉
無塩せき造りベーコン 
200ｇ 【各日50個限り】 
1,201円

長万部〈サンミート木村〉
厚切りラム肩ロース 400ｇ 1,350円

21日（火）10：00～11：00の間に、
会場内で1,080円（税込）以上お
買いあげいただいたお客さまに、
「花咲がにの鉄砲汁」（一人前）を
サービスいたします。
■11：00より新館5階エスカレーター前
　にて整理券配布（先着100名さま）
■11：30～12：00 新館5階エレベーター前にてご提供。　
※お買いあげレシートのご提示をお願いいたします。
※無くなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

漁師の作るふるまい汁

↑〈厚岸海産〉花咲がにの鉄砲汁
※写真はイメージです。

EVENT

2月27日（月）
まで

第2弾は
2月23日（木）から！

➡札幌
〈究麺 十兵衛〉
みそラーメン

⬅札幌
〈創風庵〉
抹茶大福

予   告

第2弾限定

第2弾限定

初登場

⬆札幌〈一刀流まぎり〉
縞ほっけ 1枚 1,296円

北の工芸
スタイル

■2月16日（木）～22日（水）
■本館5階美術画廊前

札幌〈ガラス彫刻 阿久津〉
シマフクロウ
手彫りストラップ
【色・柄込20点限り】 

5,400円
ガラス他、長さ約12㎝

幕別〈工房 十勝の木のうつわ〉
カフェオレボウル
【6点限り】 8,640円
約直径13×高さ8.5㎝

⬅          札幌
〈プルマンベーカリー〉
①男爵カレーパン 
・・・・1個 220円
②男爵ビーフシチューパン
・・・・・1個 260円

⬆函館〈ペイストリー スナッフルス〉
①チーズオムレット・・・・・・・・・・8個 1,296円
② プティ・ショコラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個 【150セット限り】 486円

●札幌〈石屋製菓〉白い恋人・・・・・・・・・・・・・・12枚入 762円
●砂川〈北菓楼〉開拓おかき 各種・・・・・・・1袋 411円から
●帯広〈六花亭〉マルセイバターサンド・・・5個入 651円

函館〈函館朝市 船岡商店〉
茹でたて毛がに 
・・・・・・・・約350ｇから 2,800円から

実 演

実 演

実 演

実 演 実 演

甘口紅鮭 ・・・5切
【各日30セット限り】 1,080円連日お買得品

     ソフトクリーム
（バニラ・メロン・ミックス）
各1個 【100個限り】
各216円

①

①

②

②

第1弾限定

第1弾限定

■2月16日（木）～3月5日（日） ■新館5階催物会場 ※3月5日（日）最終日は
　午後5時閉場。

後援／北海道庁、札幌市、（社）帯広物産協会、釧路市物産協会、函館物産協会、（社）小樽物産協会

2月16日（木）～22日（水）第  1  弾

高松三越は毎日営業いたしております。
営業時間／午前10時～午後7時（壱番街三越店舗は営業時間／午前10時～午後7時30分）

この折込チラシは、森林認証制度に基づいて認証されている森林認証紙を使用しています。
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