
日替わり!

山盛り!

1,080円弁 当

①

③

②

SALE

　［札幌］ 大幸フーズ
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】 

1セット5切入 1,080円

　［函館］船岡商店
味噌漬けセット
【100セット限り】 

1セット5種入 1,080円

　［函館］ 布目
数の子黄金松前
【100パック限り】

1パック 250g入 1,080円

　［寿都町］ 山下水産
生たきしらす
【50パック限り】 

1パック 200g入 1,080円

　［利尻］ 
北洋食産
北海道産ほしたこ
【40袋限り】
１袋 200g入2,160円

　［帯広］ 宇野フーズ
①北海道産 天然干帆立貝柱
【各日200袋限り】 1袋 70g入 1,134円
②北海道釧路産 天然長根昆布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100袋限り】 1袋300g入 1,080円
③北海道産 ふりかけとろろ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100袋限り】 1袋100g入 864円

　［札幌］ 海光
北海道産刺身用
帆立貝柱
【50パック限り】
1パック300ｇ入
1,080円

4月11日（水）・12日（木）
2日間限り

　［札幌］ みれい菓
札幌カタラーナL
【50個限り】 1個951円

4月11日（水）
1日間限り

　［函館］梶原昆布店
北海道産天然真昆布切葉 
【100袋限り】

１袋 250g入 1,080円
※4月17日（火）までの出店

石屋製菓〈白い恋人〉
シーフードファクトリー北海道〈ピザ、グラタン〉
森住製麺〈さっぽろ生ラーメン〉
テイネフーズ〈まるごと貝柱〉
佃善〈じゃが豚〉
丸大大金ハム〈骨付ハム〉
春雪さぶーる〈行者ニンニク入りソーセージ〉
キッチンアクティブ〈坊ちゃんかぼちゃグラタン〉 ※4月18日（水）～23日（月）
三葉製菓〈野菜フレーク〉
北見ハッカ通商〈ハッカ飴〉
肴や一蓮 蔵〈かにしゅうまい〉
函館麺厨房 あじさい※4月18日（水）～23日（月）
函館北斗澤田米穀店※4月18日（水）～23日（月）
粉工房かんすけ ※4月18日（水）～23日（月）

札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
札 幌
旭 川
北 見
札 幌
函 館
北 斗
苫小牧

その他の出店店舗

●各日70折限り
●お一人さま2折限り

　［札幌］北海工房
　ゆうなぎ弁当

4月11日（水）・15日（日） 　［札幌］
  市場めし 兆 -KIZASHI-
　海豊弁当

4月13日（金）・17日（火）

　［札幌］札幌蟹工船
　かにかに弁当

4月12日（木）・16日（月）
　［函館］
　炭火焼肉 泉味亭
　道産牛のしぐれ煮と
　ステーキの小箱弁当

4月14日（土）

［じゃがポックル販売方法］

※ともに23日（月）の販売はございません。

【4月11日（水）・13日（金）～15日（日）・18日（水）・
20日（金）～22日（日）の販売/各日午前10時から
240箱限り、各日午後6時から120箱限り、お一
人さま3箱限り】

名古屋栄三越

初出店

北海道産のいちごをたっぷ

り使用。チーズクリームの

コクといちご の 爽 や か な

酸味が、春らしい味わい

です。

「ザ・ウィンザーホテル洞爺」のパティスリーから厳選された

食材を使用したスイーツをお届け。

　［富良野］菓子司 新谷
こぼれイチゴタルト
【各日200個限り】1個 486円

　［札幌］ロイズ
①ポテトチップチョコレート[オリジナル]・・・・・・・1箱 778円
②初出品 数量限定生チョコレート[ほうじ茶]・・ 1箱20粒入 778円

いちごと

チーズが好相性。

 王道から限定品まで

         見逃せない！

ボタンエビや、かに、うに、

帆立、いくら、サーモンな

どの 海 鮮 を 豪 快に盛り

込みました。

函館朝市のすずや食堂

は海鮮問屋直営。素 材

にこだわった海鮮串焼

きを会場でどうぞ。

　［札幌］
市場めし 兆 -KIZASHI-
兆弁当～春華～
・・・・・・・・・1折 2,160円

　［函館］船岡商店
開き縞ほっけ（縞ほっけ：ロシア産）【各日30枚限り】1枚 881円

さっと湯 通ししたお刺

身風のずわい棒肉を茶

飯の上に。ずわいがにの

繊 細な味わいを楽しめ

るお弁当。

塩だけを使って干しあげた脂のりの良い縞ほっけをチルドで空輸。

　［札幌］札幌蟹工船
刺身風ずわい棒弁当
【各日50折限り】
・・・・・・・1折 2,376円

　［函館］すず屋食堂
①串焼き盛り合わせ
・・・・・・ 1パック 1,491円
②いかめし
・・・・・・1箱2尾入 810円

　［札幌］スイートオーケストラ
北海道プリンサンドケーキ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 972円

　［札幌］かぐらじゅ
彩り豆タルトパイ・・・・・1個 465円
●ホールアップルパイ 1ホール 1,620円

　［札幌］みれい菓
札幌カタラーナ いちごみるく
・・・・・・・・・・・・・1個 1,350円
※4月17日（火）までの出店

　［札幌］
大幸フーズ
①北海道産いくら
醤油漬け （黒・白）
100ｇあたり各1,980円
②北海道産寒風
やぐら干し「鮭寿」
・・・・・・・1切 648円

道産牛100％のハンバーグ

を塩 胡 椒のみのシンプル

な味つけで。

　［白老町］牛の里
丸ハンバーグ
【各日20パック限り】
110g×5枚 1,350円
※4月17日（火）までの出店

　［遠軽町］白楊舎
てぬきのできるご飯のもと
（たこめし） 1缶200g 648円

　［留萌］田中青果
ピクルス各種 1瓶 648円から

　［せたな町］わっかけ岩
①今金男爵コロッケ
・・・・・・・・・・・ 1個 196円
②今金男爵と十勝牛の
ごろごろ肉コロッケ
 ・・・・・・・・・・・1個 361円

　［函館］
スナッフルス
①チーズオムレット
・・・1箱8個入 1,296円
②抹茶
オムレット
【各日40箱限り】
1箱4個入 778円

　［帯広］柳月
三方六の小割 いちご
・・・・・・・・・・・1箱5本入 725円

　［札幌］
北海道観光物産興社
①ピンクなブラックサンダー 12袋入 864円
②ぽてコタン昆布・・・16g×6袋入 648円
③じゃがポックル・・・18g×10袋入 886円

　［長万部］
ハッピーディアーズ
①熟成 生クッキー
・・・・・・・・・・1箱8枚入1,383円
②恋のミルクローテーション
　　　　　1箱8個入 1,383円

　［洞爺湖］パティスリー ウィンザー
①ケーク ピスターシュ・ショコラ ・・・・【20本限り】1本 2,160円
②マカロン 1箱5個入 1,545円   ③ミルクジャム 140g 810円

　［帯広］六花亭
①マルセイバターサンド
・・・・・・・1箱5個入 651円
②ストロベリー
チョコホワイト
1箱 601円

名古屋栄三越

オリジナル

今が旬。この時期ならではの

おいしい道産野菜を、北海 道からお届け。

食卓を

  彩る

春野菜。

　［小樽］いちふじ柴田商店
北海道産グリーンアスパラガス（LL） ・・・1束627円
北海道産行者にんにく・・・・・・・・・・・・ 1束399円
［4月11日（水）オープニングセール］
●北海道産グリーンアスパラガス（L）
・・・・・・・・・【200束限り、お一人さま2束限り】1束399円

　［利尻］北洋食産
①利尻産利尻粒うに（エゾバフンウニ）
・・・・・・・・・・・・・・・1瓶 60ｇ入 5,400円
②【特別提供品】利尻産利尻昆布蔵こもり
・・・・・・・・【各日50点限り】400ｇ 4,320円

　［札幌］海光
浜茹で毛がに
（毛がに：北海道産）
・・・１杯 4,320円から
●浜茹でたらばがに
（たらばがに：ロシア産）
・・・１杯 17,280円から

①
②

③

4月11日（水）・12日（木）は醸造家 長氏が来場します

　［小樽］オサワイナリー
① tabi（タビ）・・・・・・・・・・・・・750ml 3,001円
②O（オー）・・・・・・・・・・・・・・・750ml 2,700円
③ I SPARKLING（アイ・スパークリング）
・・・・・・・・・・・・・・・・・【12本限り】 750ml 4,501円
● I（アイ）・・・・・・・・・・・・・・・・750ml 3,980円
※4月17日（火）までの出店
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

北海道ワインマーケット
小樽駅から気軽に行ける白ワインに特化した

小さな町中ワイナリーが名古屋初登場！
道外

初出店

名古屋

初出品

　［砂川］北菓楼
①夢不思議
（ジャンボパイシュークリーム）
【各日午後３時から150箱限り、午後6時
から90箱限り、お一人さま4箱限り】
1箱3個入 540円
②夢車輪（シフォンケーキバニラ）
【各日午後３時から90ホール限り、お一人さま
２ホール限り】1ホール 648円

時間限定販売 お取り寄せ品
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　［旭川］
焼鳥専門 ぎんねこ
新子焼き１人前（半身）1,980円
※4月17日（火）までの出店

①

②

①

②

①

②

春の

7 階催物会場（水） （月）234.11 〈最終日午後 6 時終了〉7 階催物会場（水） （月）234.11 〈最終日午後 6 時終了〉
※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ませ。※イートインコーナーのラストオーダーは
午後7時、17日（火）は午後4時、最終日23日（月）は午後4時30分までとさせていただきます。※「名古屋
栄三越オリジナル」マークは、名古屋栄三越バイヤーとショップが共同開発した商品です。
※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。

4/11（水）～23（月）〈最終日午後6時終了〉の期間中、「名古屋栄三越」を友だち追加で、
「春の大北海道展」会場内で使用できる100円クーポンをゲットしよう！ ※会期中、お一人さま1回限り。

LINEの「友だち追加」から登録をしてください。
ID：＠mi-sakae名古屋栄三越

「こんなにおいしい」がそろってる。

町 村 農 場 自 慢 の 牛 乳 を

たっぷりと使った、北海 道の

恵 みが 溶 け込 んだ 優しい

味わいのスープ。

　［江別］町村農場
北のミルクコーンスープ
・・・・・・・・・・・1杯 540円

名古屋栄三越

オリジナル

イートイン

カウンター コーンの甘さを、

ぎゅっと。 北海道産小麦を使った

こだわりパン

低温調理で柔らかく仕上げ、そして香ばし

く焼き上げたステーキとサイコロステーキ

をダブルで詰め込んだボリューム満点の

肉弁当です。

　［函館］炭火焼肉 泉味亭
てんこもりWステーキ弁当 1折 1,944円
●北海道産牛とろフレーク 80g 1,890円

特大のズワイガニと旬の北海道産

毛ガニを盛り合わせた、

かに肉たっぷりのかに弁当。

　［札幌］北海工房
春のかに盛弁当・・・ 1折 2,980円 　［小樽］おたる政寿司

おおすけ・・・・・１貫 981円

洞爺湖サミットの舞台となった「ザ・ウィンザーホテル

洞爺」のベーカリーが、名古屋 栄 三越 初出店。

　［洞爺湖］ブーランジュリー ウィンザー
①クロワッサン【お一人さま10個限り】1個 227円
②抹茶クロワッサン〈金苺〉
・・・・・・・・・【各日100箱限り】1箱3個入 1,080円
●フィユテシトロン・・・・・・・・・ 1個 346円
●セーグルフリュイ・・・・・・・・・・ 1個 681円
※4月17日（火）までの出店

②

お肉もうまい！名古屋栄三越

オリジナル

やっぱり蟹でしょ！
名古屋栄三越

オリジナル

名古屋栄

三越限定

名古屋栄三越

初出店

ほんのり甘い。

ほっとする。

まろやかな塩味の「塩麹漬け」と、甘辛

い「甘露煮」の2 種類の帆立をお茶漬け

に。北海道産の昆布からとったお出汁

が帆立の甘さを引き立てます。

　［札幌］大幸フーズ
北の帆立生茶漬け・・・1杯 540円

その甘み、まるでトロ。

「おおすけ」登場！

「おおすけ」とは北海道近海

で獲れるキングサーモンの

こと 。マグロのトロのような

味わいで、脂のりが良く甘み

も抜群。

イートイン

名古屋栄三越

オリジナル

イートイン

カウンター

①

※調理例


