
Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。
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車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時

■好評開催中! 　　■各階
　3月5日（火）まで

〈N organic〉
期間限定フェア

〈ラフィア〉POP UP SHOP
●2月27日（水）～3月12日（火） ●1階特設会場

〈オジコ〉期間限定ショップ
●2月27日（水）～3月12日（火） 
●5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

高橋冬子・中村博之 二人展
●2月27日（水）～3月5日（火） 
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

バッグ＆ラゲージ
2/27（水）リフレッシュオープン
●6階バッグ＆ラゲージ

バイタミックス販売会
●2月27日（水）～3月5日（火） ●7階食器

〈浅草 満願堂〉芋きん期間限定販売
●2月27日（水）～3月5日（火） 
●地下1階フードコレクション

2F 5F

人気の限定商品を
午後5時からさらにご用意! 

マークが
目印です。 

この

2月27日（水）ー3月11日（月） 
8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

第 18 回

春の春の
※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。※～Ｔｕｎａｔｏｒｉ～・おたる政寿司は3月5日（火）は午後4時ラストオーダーとさせていただきます。
※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。※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。
※北海道以外の原材料を使用している商品および北海道以外で製造された商品もございます。

日 替 り 弁 当
1,080円均一

特製味噌が香ばしい
、

特製味噌が香ばしい
、

絶品コクうま味噌ラ
ーメン！

絶品コクうま味噌ラ
ーメン！

バイヤー厳選！ 納得価格のホシミツ限定弁当。
四大蟹を贅沢に盛り

込み

ボリューム満点！ 
四大蟹を贅沢に盛り

込み

ボリューム満点！ 
一番人気の「うに・ま

ぐろ弁当」に

「たたき鮪のたくわ
ん巻」を詰合せ。一番人気の「うに・ま
ぐろ弁当」に

「たたき鮪のたくわ
ん巻」を詰合せ。 北斗プライムビーフ

のウチモモなど

ボリューム満点の肉
弁当！北斗プライムビーフ
のウチモモなど

ボリューム満点の肉
弁当！ 定番のたれ焼と塩焼

の2種盛豚丼。

カゴメ昆布塩で焼上
げ、

こだわりの汐昆布を
アクセントに。

定番のたれ焼と塩焼
の2種盛豚丼。

カゴメ昆布塩で焼上
げ、

こだわりの汐昆布を
アクセントに。

5階 クレードスコープ
3.1（金）オープン!

2階 コムサスタイル
2.27（水）
リフレッシュオープン!
6階で展開していたメンズが加わり、
レディス・メンズ・キッズ・ベビーの
フルラインナップでリフレッシュオープン。
ファッションから雑貨まで幅広い商品が揃います。

スウェーデン語で「洋服ダンス」を意味する
〈クレードスコープ〉。
衣服を通じて心を育てる「服育」が
テーマのブランド。
ボーイズ・ガールズともに動物や電車など、
遊び心のあるモチーフでオシャレが
楽しくなるユーモアあふれるコレクションを
ご用意しております。

ＰＲＥＳＥＮＴ
2月27日（水）～3月4日（月）の期間中、リフレッシュオープンを
記念して、ファイブフォックスメンバーズカードのポイントを
通常の3倍プレゼント。
2月27日（水）～3月4日（月）の期間中、16,200円以上
お買いあげの方に、先着で「タオルハンカチ」をプレゼント。
※数に限りがございます。

ＰＲＥＳＥＮＴ
3月1日（金）～12日(火)の期間中、〈クレードスコープ〉メンバーズカードに
ご入会の方は、メンバーズカードポイントをダブルで進呈いたします。

6F3F 4F

門出を祝うセレモニーは、きれいな色のジャケットで優しい印象に。
その他セレモニーアイテムを多数ご用意しております。

→〈アンタイトル〉
ジャケット・・・・・・31,860円 スカート・・・・・・17,280円
綿・その他繊維 トリアセテート・ポリエステル
ともに1（7号）・2（9号）・3（11号）※ブラウス・アクセサリー・小物は参考商品。

滑らかな
風合いの中に
繊細な張り感を

隠し持つサテンに
水彩画のような優しい
タッチの花柄をプリントした
ワンピースをご紹介
いたします。

→〈ダックス〉
ワンピース・・・85,320円
ポリエステル100％、38
※小物は参考商品。
■4階 ダックス

2019春夏シーズンテーマ「ニューヨーク州を流れ、
大西洋にそそぐハドソンリバー」。
プレッピーでスポーティな

コレクションをご提案いたします。

→〈マックレガー〉
リネン混ラッセルジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・42,120円
ポリエステル・その他繊維、Ｍ・Ｌ

イージーケアシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
綿100％、Ｍ～ＬＬ
※パンツは参考商品。
■6階 マックレガー

SNSで話題の〈Ｎ organic〉が星ヶ丘三越メイクアップ
ソリューションに登場！豊かなアロマの香り。全ての

スキンケアがローションとセラムの
2ステップで完了するので、
忙しいママや働く女性におすすめです。

期間中、1階・2階コスメティック各ショップ、4階エステティックサロン ソシエ、
7階ハウスオブローゼでのお買いあげで、通常税別100円＝10ポイントを
12ポイントにアップ！ おトクにポイントを貯めるチャンスです。
※期間中は何度でもご利用いただけます。※〈ソシエ〉は物販のみ。

名古屋三越
コスメティック
クラブカード

［ポイント換算］20％UPキャンペーン
●好評開催中! 3月5日（火）まで

大人気のドクター
イエローモチーフ。
フロントとバックで
つながるデザインです。
ひよこさんたちも
ヘルメットを被って
ドクターイエローに
乗り込みます。

バッグ＆ラゲージコーナー
移設拡大オープン。
ビジネスバッグ、
旅行用キャリーケースを
中心に、ユニセックスで
使えるカジュアルバッグまで
充実した品揃えで
ご案内いたします。

ヴェネチアンガラスとガーネットを合わせた
ネックレスをご紹介。イベント会場の講習会スペースでは、
お買いあげのパーツをお客さまご自身で
制作することができます。
q中村博之作
「赤いしずくのネックレス」
・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
ヴェネチアンガラス・
ガーネット・マツノビーズ、
44㎝〈アジャスター5㎝〉

パワー、多機能性はそのままに、
キッチンに置きやすい
コンパクトサイズになりました。
w〈バイタミックス〉
ＥxplorianE310・・・64,260円
本体：ＡＢＳ樹脂、
コンテナ容器：コポリエステル樹脂、
ブレード：ステンレス、
約Ｗ19×Ｄ22×Ｈ44㎝、
消費電力：900Ｗ、容量1.4Ｌ

厳選したさつまいもを使い、
焼きたての香ばしさをお届けします。
w〈浅草 満願堂〉芋きん・・・1個 130円／6個入 778円

ＥＶＥＮＴ 実演販売会
●2月27日（水）・3月2日（土）・3日（日）
各日午前11時～午後6時

●2月27日（水）～3月5日（火） 
●2階メイクアップソリューション

e〈オジコ〉Tシャツ「HIYOKO Dｒ（ヒヨコドクター）」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円～5,616円
綿100％、90～155㎝、レディスM・L、メンズM・L・LL
※サイズにより価格が異なります。

実演
販売

ホシミツ ひな祭り
●好評開催中! 3月3日（日）まで　
●地下1階食品フロア
※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。

2019年 福よせ雛プロジェクト「チーム星が丘」 
●好評開催中! 3月3日（日）まで 
●1階 ライオン玄関口他、星が丘周辺施設全14ヵ所にて開催！

各家庭での役目を終えて、供養後不要となった雛人形を「福よせ雛」として
新しい役目をもって再生させるプロジェクトです。展示場所を巡る
スタンプラリーも実施中です。

ガトーラスクとホワイトチョコレートの美味なる旋律。
⬇〈ガトーフェスタ ハラダ〉
グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート（簡易大袋）
・・・・・・・・・・・・・・・10枚入 864円　■地下1階 フードコレクション

2/27（水）～3/5（火）の期間限定販売

縁起が良いとされている
うさぎをモチーフに可愛らしく、
華やかなデコレーションケーキに
仕上げました。フワフワな
スポンジといちごクリームの
やさしい甘さが口いっぱいに
広がります。
w〈アンリ・シャルパンティエ〉
HINA
・・・・1ホール（12㎝） 3,024円
■地下1階 
　アンリ・シャルパンティエ

彩り鮮やかなちらし寿司と甘味にババロアをお詰めした、
見た目にも明るく華やかなひなまつりのお弁当です。
r〈なだ万厨房〉
ひなまつり弁当「ぼんぼり」・・・・・・・・・1折 2,268円
■地下1階 なだ万厨房

3/1（金）～3/3（日）の限定販売

札幌 ■■～Ｔｕｎａｔｏｒｉ～ ■■
①味噌らーめん贅沢盛り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1杯 1,080円
②海老味噌らーめん
・・・・・・・・【各日100杯限り】1杯 918円
●塩らーめん・・・・・・・・1杯 864円
●醤油らーめん・・・・・1杯 864円

札幌 ■■北海工房 ■■
e豪快ホシミツ蟹弁当
・・・【各日100折限り】1折 2,484円

一番人気の味噌らーめんは、
特製の味噌と、生姜の香りが食欲をそそる一品。
限定創作麺は「海老味噌」、自家製のえび油を使用し、
海老独特の風味と味噌との相性は抜群です！

函館 ■■沙蘭 ■■
e贅沢ホシミツ肉弁当
・・・【各日50折限り】1折 2,484円

2/27（水）～3/5（火）
各日20折限り

2/27（水）～3/5（火）
各日20折限り

2/27（水）～3/5（火）
各日20折限り

函館 ■■すずや食堂 ■■
e駒ケ岳ポークの
ホシミツ2種盛豚丼
・・・・・・【各日50折限り】1折 1,404円

札幌 ■■ばにやん ■■
eホシミツうに・まぐろ弁当
・・・【各日50折限り】1折 1,944円

星ヶ丘三越初登場

星ヶ丘三越限定
星ヶ丘三越限定星ヶ丘三越限定星ヶ丘三越限定

2/27（水）～3/5（火）の期間限定販売 EAT
IN

2/27㊌～3/5㊋ 期間限定販売

実演実演実演実演

実演

実演

小樽 
■■おたる政寿司 ■■
w 1折 1,381円

札幌 ■■ばにやん ■■
r 1折 1,458円

札幌 ■■海光 ■■
q北海の幸満載便
・・・・・・【100セット限り】1セット 10,800円［冷凍便・送料込］
［セット内容］◎ボイルたらばがに脚（カット）400ｇ 
◎刺身用ホタテ貝柱６個 ◎刺身用ボタンエビ６尾 
◎真ほっけ開き（一夜干し）２枚 ◎生干しししゃも オス・メス（各５尾） 
◎いくら醤油漬150ｇ ◎甘塩味たらこ150ｇ ◎辛子明太子150ｇ 
◎数の子松前漬け150ｇ ◎いか塩辛150ｇ ◎甘塩味紅鮭4切

札幌 ■■海光 ■■
w十勝和牛と北海の幸満載便
・・・【50セット限り】1セット 21,600円［冷凍便・送料込］
［セット内容］◎ボイルたらばがに脚（カット）400ｇ ◎刺身用ホタテ貝柱６個 
◎刺身用ボタンエビ６尾 ◎真ほっけ開き（一夜干し）２枚 
◎生干しししゃも オス・メス（各５尾） ◎いくら醤油漬150ｇ 
◎甘塩味たらこ150ｇ ◎辛子明太子150ｇ ◎数の子松前漬け150ｇ 
◎いか塩辛150ｇ ◎甘塩味紅鮭4切 ◎ずわいがに甲羅盛2個 
◎紅鮭スモーク150ｇ ◎さんま開き（一夜干し）3枚 ◎焼きいか150ｇ 
◎ローストビーフ200ｇ ◎十勝和牛ロース(ステーキ用)150ｇ×２枚 
◎スイートポテト400ｇ 

札幌 ■■北海道土産館 ■■
qオリジナル生ラーメン3個セット（蟹味噌・帆立醤油・海老塩）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100セット限り】2食入×3種 1,080円

函館 ■■沙蘭 ■■
wミニステーキ
　弁当

ホシミツ ひなちらし 毎日がお買
得！

人気の
日替り弁当

！

※いずれの品もお一人さま2折限り。

札幌 ■■ばにやん ■■
qかしき弁当

札幌 ■■北海工房 ■■
　wズワイ蟹
　　盛り弁当2/27㊌～3/5㊋

各日20折限り

2/27㊌～3/5㊋
各日20折限り
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各日50折限り

各日50折限り

各日50折限り

いずれの品も
お一人さま
各3点限り。

①

②

NEW

3月3日（日）限定販売【各100折限り】
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w〈Ｎ organic〉モイスチュア＆バランシング
①ローション・・・・・・・・・・・4,104円 100mL
②セラム・・・・・・・・・・・・・・・6,264円 60mL

〈アンタイトル〉〈インディヴィ〉
セレモニースタイルフェア

●2月27日（水）～3月7日（木）
●3階エスカレーター横特設会場

セレモニースタイルフェア エムアイカード
“ボーナス”ポイントキャンペーン

①

①

②

②

ドイツ製アクリル
パーツにダイヤレーンや
タッセルを合わせて、
大人オリエンタルな
アクセサリーです。
q〈ジュアキャス〉
①ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・3,672円 
長さ65cm
②イヤリング
・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
ともに合金真鍮にメッキ、
アクリル、ガラス

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

➡〈ゴディバ〉
シェフズチョイス 
ハートボックス
・・・5粒入 2,376円　
■地下1階 ゴディバ

ゴディバが誇る5人の
ショコラティエがお気に入りの
食材を使った2019ホワイトデイ
限定チョコレートと、人気の定番チョコレートを
色鮮やかなハート型パッケージに詰めました。

3/1（金）～3/3（日）の限定販売

2/28（木）・3/2（土）・4（月）

2/27（水）・3/1（金）・2（土）

2/27（水）・3/1（金）・5（火）

ホワイトデイフェア 
好評開催中! 3月14日（木）まで 各階

●好評開催中！ 3月31日（日）まで
●2階・3階・4階・5階 婦人服・こども服および6階紳士服対象ショップ
上記期間中、星ヶ丘三越の対象ショップにて「エムアイカード」の
ご利用で婦人服・こども服・紳士服のセレモニースタイル（卒園・卒業・
入学式用の商品）を15,000円（税込）以上お買いあげの方にもれなく、
ボーナスポイントを500ポイント進呈いたします。
※詳しくは係員にお尋ねください。

星ヶ丘三越
限　　  定

→〈クレードスコープ〉
ジャケット・・・8,532円 ポリエステル100％、90～120㎝
長袖Ｔシャツ・・・・・・・・・4,644円 綿100％、80～120㎝
パンツ・・・・・・・・・6,804円 綿・その他繊維、80～120㎝

ＰＲＥＳＥＮＴ
2月27日（水）から対象商品を
21,600円以上お買いあげの方、
先着20名さまに
「オリジナルノベルティ」をプレゼント。



各日午後3時からの
お取り寄せ限定販売

第 18 回春の

2月27日（水）オープニングサービス ＆ 特別提供品

北の
ふるさと工芸
まつり
●2月27日（水）～3月5日（火） 
●7階リビングステージ
〈最終日午後5時終了〉

第1弾

7階で
開催!

人
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※いずれの品も
　お一人さま2点限り。

1100円クーポンをゲット！
【クーポン引換期間】●2/27（水）～3/11（月）〈最終日午後5時終了〉

LINEの「友だち追加」から登録をしてください。
※開催前に専用クーポンが配信されます。

ＩＤ ： 
＠hoshimitsu

※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。※～Ｔｕｎａｔｏｒｉ～・おたる政寿司は3月5日（火）は午後4時ラストオーダーとさせていただきます。
※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。※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。
※北海道以外の原材料を使用している商品および北海道以外で製造された商品もございます。

2月27日（水）ー3月11日（月） 8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
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旭川 ■■イワシタ ■■
r海藻サラダ
・・・・・・・・・・・270g 1,080円

札幌 ■■大幸フーズ ■■
e紅鮭切身（ロシア産）
【200パック限り】
・・・・1パック5切 1,080円
札幌 ■■海光 ■■
q刺身用帆立貝柱（冷凍）
【100点限り】
・・・・・・・・・・・300g 1,080円

函館 ■■布目 ■■
r松前漬【50点限り】
・・・・300g 1,080円

寿郡町 ■■山下水産 ■■
q生たきしらす佃煮
・・・【50点限り】200g 1,151円

函館 ■■三浦商店 ■■
w徳用真昆布
【100点限り】
・・・・・200g 1,080円

苫小牧 ■■小沼商店 ■■
eおかかだもん
【50点限り】100g 756円

帯広 ■■宇野フーズ ■■
e北海道産天然干帆立貝柱
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70g 1,350円
●北海道道南産やわらかい
早煮真昆布・・・・・・・・・・・200g 864円
●北海道日高産天然日高昆布
切り出し・・・・・・・・・・・・・・・・200g 864円
●北海道道南産
がごめ入とろろ昆布・・・90g 864円
【いずれも各日50点限り】

札幌 ■■みれい菓 ■■
w札幌カタラーナＬ
・・・【50点限り】260g 951円

清水町
 ■■あすなろファーミング ■■
w①手造りバター
・・・・【50点限り】160g 1,080円
②冷凍ハスカップ
・・・・【50点限り】500g 2,160円

札幌 ■■キッチンアクティブ ■■
qスタッフドポテト
・・・【30セット限り】4個 1,001円

寿郡町 ■■山下水産 ■■
e生たき牡蠣甘露煮
・・・100gあたり 1,551円

帯広 ■■餃子屋北の匠 ■■
e行者にんにく餃子
・・・・・・・・・・・・・20個入 1,836円

函館 ■■橋本食品 ■■
eまるごとタコの
ペペロンチーノ
・・・・・・・・・・・・・100gあたり 861円

札幌 ■■肴や一蓮蔵 ■■
eかにしゅうまい
・・・・・・・・・6個入 1,080円

札幌 ■■シーフードファクトリー北海道 ■■
q北海道産4種チーズの
バジルソースピザ 約20cm 1,581円

旭川 ■■三葉製菓 ■■
rとうきびフレーク
・・・・130g 1,080円

留萌 ■■田中青果 ■■
w①やん衆にしん漬け
・・・・・・・・・100gあたり 324円
②やん衆鮭はさみ漬け
・・・・・・・・・100gあたり 432円

2/27㊌～3/1㊎の
期間限定販売

①

②

小樽 ■■おたる政寿司 ■■
小樽の寿司通りに創業して80年。「おたるの味」を発信し続けています。
活きのいい蝦夷前寿司をご賞味ください。

r花園・・・・・・・・・・・・・1人前 3,888円

札幌 ■■大幸フーズ ■■
e北海道産寒風やぐら干し「鮭寿」・・・1切 648円
北海道産いくら醤油漬・・・・・・・・・100gあたり 1,581円
●甘塩味たらこ（アメリカまたはロシア産、加工：北海道）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 1,080円

札幌 ■■海光 ■■
e①ずわいがに甲羅盛・・・・・・・・・・・・1個 1,620円
②刺身用ほたて貝柱（冷凍）・・・100gあたり 756円
③ししゃも（オス・メス）・・・・・・各10尾計20尾 2,160円

札幌 ■■コロポックル ■■
e①ほっけスティック・・・・・・・・・・・・・・・5本 540円
②甘エビ唐揚げ・・・・・・・・・・・・・100gあたり 486円
③カニクリームコロッケ・・・・・・・・・・・・1個 216円

函館 
■■すずや食堂 ■■
函館朝市のすずや食堂。海鮮問屋
直営だから素材にこだわります。

q①ほたて串焼き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1串 594円
②すり身アスパラベーコン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1串 486円
rいかめし
・・・2尾入 810円

白老町 ■■牛の里 ■■
深いコク、まろやかな味わい、「白老牛」と
道内産牛肉で作った牛肉100％ハンバーグ。

rビーフハンバーグ・・・110g×4枚 1,080円

札幌 ■■箱BAY ■■
r牛とろフレーク・・・・・【各日100個限り】180g 2,700円
●時鮭とろフレーク・・・【各日50個限り】140g 2,376円

札幌 ■■大金ハム ■■
q骨付きももハム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 810円
●カリカリベーコン
・・・【各日20点限り】300g 1,620円
●あらびきウインナー
【各日30セット限り】
・・・・・・・・・・・150g×2パック 1,080円

札幌 ■■鶏屋kenken ■■
こだわりのハーブ調味液に漬け込んだ
「伊達鶏」は、冷めてもおいしい。

q伊達産若鶏半身揚げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 1,512円
●塩ザンギ・・・・・・・・・100gあたり 499円

函館 ■■船岡商店 ■■
ふっくら干しあがったほっけはチルド輸送でご提供。
生干しコマイは一味マヨネーズで酒の肴にどうぞ。

e①開き縞ほっけ（チルド・ロシア産）・・・・・・・・・・・1枚 981円
②北海道産生干しコマイ・・・・・・・・・・・・・・・450g 1,080円

2/27（水）～3/5（火）限定販売

2/27（水）～3/5（火）限定販売
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帯広 ■■レストラン ＭＡＲＵＧＯ ■■
道東地方のソウルフード“スパカツ”に
加え、「MARUGO」自慢の一品
“ビーフシチュー”が初登場。

wスパカツ・・・・・・・・・・1人前 1,080円
rビーフシチュー（ライス付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人前 1,404円

札幌 ■■佃善 ■■
eじゃが豚
・・・・・・・・・12個入 1,080円

遠軽町 ■■白楊舎 ■■
qてぬきのできるご飯のもと
（竹の子・鶏ごぼう）1缶 各 497円
（帆立）・・・・・・・・・・・・・1缶 843円
●3種お試しセット
（竹の子・鶏ごぼう・帆立×各1缶）
【各日100セット限り】
・・・・・・・・・・・・・・1セット 1,674円

2/27（水）～3/5（火）限定販売

利尻郡 ■■北洋食産 ■■
r①利尻産利尻昆布 
蔵こもり【50点限り】
・・・・・・・・・300g 3,240円
②北海道産ほしたこ
・・・・・・・・・100g 1,512円

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

七飯町 ■■ 若松毛皮 ■■
wふんわりなないろキーホルダー
・・・【10点限り】5,400円 キツネ、10×12㎝

小樽 ■■ 染織アトリエKazu ■■
q綿オフタートルプルオーバー
・・・・・・・・・・・・・・・【各色8点限り】各14,580円 
綿100％、Ｍ～Ｌ
※手染めのためすべて色合いが異なります。
※写真の品は現品です。

札幌 ■■ ブロンジェル ■■
qバッグ・・・【1点限り】48,600円 牛革、Ｗ24×Ｈ24×Ｄ8ｃｍ

千歳 ■■ 北海道純馬油本舗 ■■
w①北海道純馬油
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円 70ml
②ピュアホワイトＱ10
ダマスクローズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円 65g

札幌 ■■ひまわり屋 ■■
r①オニオンブレッド・・・1個 281円
②ちくわパン・・・・・・・・・・・・・・・1個 281円
③北海道メロンパン・・・・1個 195円

札幌 ■■ロイズ ■■
ベースとなるチョコレートを
キャラメル風味に仕上げ、
生クリームとブレンドしました。
洋酒を一切使わず、甘さは控えめで
後味はすっきり。キャラメルの深いコクとほろ苦さが広がります。

e生チョコレート［キャラメリゼ］・・・・・20粒 778円

余市町 ■■余市物産 ■■
余市りんご１００％。
コクがあってさわやかな甘みと酸味。

wまっ赤なほっぺ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000ml 651円／1杯 251円

札幌 ■■みれい菓 ■■
黒焦げチーズケーキ？！あえて表面を焦がし、
ほろ苦さとチーズの濃厚さが特徴です。

qバクスチーズケーキ・・・約12cm 1,350円

千歳 ■■ミルティーロ ■■
ブルーベリー畑の中の
ジェラテリアから新作到着！

rブルーベリーパフェ
・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 648円

砂川 ■■北菓楼 ■■
qいちごチョコバウム「妖精の森」
【各日20点限り】1ホール 1,601円

2/27（水）～3/5（火）限定販売

2/27（水）～3/5（火）限定販売

2/27（水）～3/5（火）限定販売

函館 ■■函館洋菓子 スナッフルス ■■
rめん恋いちごオムレット＆
蒸し焼きショコラセット
・・・・・【各日30セット限り】各4個 1,556円

美瑛 
■■フェルム ラ・テール美瑛 ■■
e①白樺フィナンシェ
【300箱限り】
・・・・・・・1箱5本入 1,080円
②北海道美瑛ミルクサンド
・・・・【300箱限り】1箱8枚入 1,080円

札幌 ■■北海道土産館 ■■
w①ピンクなブラックサンダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12袋入 864円
②とろっとチーズ味のカリカリポテト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8袋入 864円

千歳 ■■morimoto ■■
w雪ふわり北海道小豆
・・・・・・・・・・【各日30個限り】1個 1,181円

清水町 ■■あすなろファーミング ■■
q十勝銀龍いちごパフェ
・・・・・・・・・・・・・・・【各日50個限り】1個 651円
●ソフトクリーム・・・・・・・・・・1個 351円

帯広 ■■ 六花亭 ■■
e①マルセイバターサンド・・・5個入 651円
②ストロベリーチョコ（ホワイト）・・・1箱 630円

砂川 ■■ 北菓楼 ホリ ■■
w北海道開拓おかき各種 170g 各 441円  ●じゃがいもコロコロ各種 170g 各 411円

札幌 ■■ ISHIYA ■■
r白い恋人（ブラック＆ホワイト）
・・・・・・・・・・・・24枚入 1,523円

帯広 ■■ 柳月 ■■
e三方六・・・1箱 630円

2/27（水）～3/5（火）限定販売 2/27（水）～3/5（火）限定販売

※お一人さま各2点限り※お並びいただいた順にお買い求め点数を確認させていただきます。
販売は午後3時からとなります。※整理券の発行はいたしません。

砂川 ■■ 北菓楼 ■■
q①夢不思議
（ジャンボパイシュークリーム）
【各日140箱限り】1箱3個入 540円
②夢車輪（シフォンケーキ）
【各日45ホール限り】1ホール 648円

①

②

2/27（水）～3/8（金）
限定販売

2/27（水）～3/11（月）
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札幌 ■■七福 ■■
eでんつく七福餅
（小倉バター・北海道南瓜・よもぎ）1個 各 324円

生チョコレート［桜フロマージュ］・・・・20粒 778円
ストロベリーが香るホワイトチョコレートに、やさしい
桜の味わいとコク深いクリームチーズをブレンド。

さくらベリー＆さくらホワイト チョコレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種 計40枚 897円
桜をデザインし、味わいにも桜の風味をプラスしたチョコレート
［さくらベリー］と［さくらホワイト］の2種を詰合せました。

ポテトチップチョコレート［オリジナル］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190g 778円
パリッと香ばしいポテトチップの片面に、
まろやかなチョコレートをコーティングしました。

アーモンドチョコ［さくらベリー＆さくらホワイト］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種 計190g 1,080円
ローストした大粒のアーモンドを、桜風味のチョコレートで
コーティング。［さくらベリー］と［さくらホワイト］のセット。

季 節
限 定

季 節
限 定

季 節
限 定

春の大北海道展×ホシミツLINE＠
上記期間中、8階催物会場内にて使用できる100円クーポンをプレゼント。 ※会期中、
お一人さま1回限り。クーポン画面を8階催物会場内特設カウンターへご提示ください。

2お楽しみ抽選会 ●2/27（水）～3/5（火） ※各日午前10時～午後7時
上記期間中、8階催物会場内にて税込8,000円以上お買いあげで、〈北海道銘菓〉や〈第2弾（3/6（水）～）
クーポン券〉などが当たる抽選会にご参加いただけます。 ※会期中、お一人さま1回限り ※上記期間中の
レシート合算可。クーポン画面とお買いあげレシートを8階催物会場内特設カウンターまでお持ちください。

季 節
限 定

函館 ■■船岡商店 ■■
e北海のみそ漬け5点盛り
（北海道製）【100セット限り】
1セット 1,080円


	120190222hoshiogaka_omote
	120190222hoshiogaka_ura

