


めめ
［札幌市中央区］
おやき
（あまおう苺）
（1個）250円

　　　レ・ディ・ローマ・プラス［札幌市南区］
8とろけるプリン（バニラカスタード・ショコラ・チーズ・いちご・ハスカップ、1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各350円
6ジェラートドッピィオ（2種、牧場のヨーグルト&ブルーベリー） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

南かやべ漁業協同組合［函館市川汲町］
①がごめ源そば（160ℊ）②がごめ源うどん（180ℊ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各648円

6���焼肉れすとらん
沙蘭［函館市本町］道産牛部位
食べ比べ弁当 初夏のアス
パラ添え（1折）・・・・・・2,484円
《各日50折限り》

実 演

実 演

実 演

4《季節・数量限定》生チョコレート
（ストロベリー）（1箱、20粒）・・・・・・・・・・・・・・・・777円
2ポテトチップチョコレート各種（1箱、190g）
　　　　　　　　　　　　　777円

松尾ジンギスカン
［滝川市明神町］
特上ラムジンギスカン
・（400g）1,060円
・（1㎏）
2,500円

六花亭
［帯広市西二十四条北］
①         六花の森
（12個入）・・・・・・・・380円
②マルセイバターサンド
・（5個入）・・・・・・・・・650円
・（10個入）・・・・1,300円

プルマンベーカリー［札幌市西区］
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
③　　　男爵チーズカレーパン（1個）・・・260円

札幌の森
［札幌市豊平区］
よくばりカタラーナ
①トロピカルカル
テット（1個）1,400円
《各日30個限り》
②北海道ハスカップ
（1個）・・・・・・・1,320円

いちふじ柴田商店
［小樽市花園］
8インカのめざめ
（1袋、約500g）・・・・・399円
4グリーンアスパラ
（Lサイズ、1束〈5～7本〉）499円

マルダイ水産［札幌市清田区］
・たらばかに（100g当り）・・・・・・・・・・・・1,296円から
・花咲がに（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・648円から
・毛蟹（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円

山丁
長谷川商店
［函館市大手町］
鮭親子漬
（100g当り）
・・・・・・・864円

2　　　いっぴん
［帯広市西二十一条］十勝豚丼弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,134円

　　　すし処
雑魚亭

［函館市松風町］
清海（1折）
2,160円
《各日100折

限り》

市場めし兆
KIZASHI［札幌市中央区］

ボタン海老と蟹三種盛り
弁当（1折）2,700円

《各日50折限り》

じゃがいもHOUSE［札幌市南区］
道産ソーセージのつぶつぶコーンクリームコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円《各日100個限り》

壺屋総本店
［旭川市忠和］
き花（5枚入）760円

小樽洋菓子舗ルタオ［小樽市堺町］
　　　ビスキュイ オ フロマージュ
（①ゴーダ＆チェダー②カマンベール&ブラック
ペッパー③ゴルゴンゾーラ&バジル、10枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各680円

ペイストリースナッフルス
［函館市高丘町］チーズオムレット
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

6カントリーホーム風景
［河東郡鹿追町］
牧場手作りのむヨーグルト
・（500㎖）540円・（200㎖）324円

ジョリクレール［北斗市中央］
①もち×もちシュー（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 570円
②もち×もちエクレア（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 660円

morimoto［千歳市千代田町］
①北の散歩道ハスカップ
（8枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
②ハスカップジュエリー
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・960円

綠華菓［恵庭市桜町］
スイートポテト（400ℊ）1,188円

丸豆岡田製麺［函館市大手町］
函館拉麺（130ℊ×2食入）・・・・617円

2大望［中川郡幕別町］
野菜フレーク
（かぼちゃ・とうもろこし、1袋）
・・・・・・・・・・・・各1,080円

カネダイ大野商店
［勇払郡むかわ町］生干ししゃも
（KLサイズ、メス10尾、1串）1,944円

大澤水産［北見市東相内町］
真ほっけ開き（1枚）1,080円

おが和［釧路市材木町］
いくら醤油漬（100g当り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

北の魚屋さん 稚野商店
［北見市北一条西］
紅鮭切身（3切）・・・・・・1,080円

味の匠［北斗市七重浜］
まるごとタコのぺペロンチーノ
（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・860円

ヤマニ井原水産
［留萌市船場町］
宝漬け（100g当り）・・・・1,080円

大金牛肉店［札幌市中央区］
コンビーフ（200g）1,512円

牛の里［白老郡白老町］ビーフハン
バーグ（110g、4枚入）・・・１,080円

マーレ旭丸
［久遠郡せたな町］
漁師の
いかめし
（帆立入り、2本）
・・・・・・・・880円

華隆［北斗市飯生］
ホッキしゅうまい（8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円

なると屋［小樽市新光］
若鶏半身揚げ（1個）980円

シーフードファクトリー
［札幌市中央区］えびとアボカドの
ピザ（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円
《各日50枚限り》

北見ハッカ通商［北見市卸町］ハッカ飴
木の屋［小樽市銭函］日高昆布ちりめん
木野商事［小樽市銭函］ネギ・トロロ飯
えんじゅ［札幌市中央区］くま笹
ていねフーズ［札幌市手稲区］まるごと貝柱
山下水産［寿都郡寿都町］数の子松前
佃善［札幌市手稲区］じゃが豚
ヤマサ宮原［函館市豊川町］ほたてちぎり揚げ

グリコキャラメルキッチン［千歳市美々］
キャラメルビスケット（バター、1箱、8個入）
1,080円《各日150箱限り》

4いたがき［赤平市幌岡町］
　鞍ショルダー
    （牛革、23×6×高さ28.5㎝）
　・・・・・・・・・・・・・・48,600円

北海道純馬油
本舗［千歳市千代田町］
・オイル
ケアシャンプー
・リンス（400㎖）
・・・・・・・各2,376円
●セット価格
・・・・・・・・・・・4,320円

アトリエ
Kazu
［小樽市色内］
綿オフタートル
プルオーバー
13,500円

6アトリエどら猫
［千歳市千代田町］
デザイン帽子
①28,080円②8,100円

QRコード

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

遠鉄百貨店と「友だち」の
お客様に「初夏の大北海道展」
でご利用いただける

■5月10日（水）612日（金）
■本館8階 中央ひろば 4引換え

時から

各日午後4時
67時30分100円

クーポンプレゼント!!

北海道産の素材にこだわった濃厚でなめらかな
口どけのプリン。豊富な味の種類も魅力です。

北海道に咲く山野
草を型どったホワイ
ト・ストロベリー・パッ
ションフルーツ味の
チョコレートが新登場。

実 演　　  サリーズカップケーキ［札幌市中央区］
①遠鉄百貨店オリジナルカップケーキ4個セット1,600円
②アイシングクッキー（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・361円

美味しさと可愛さで女性に人気のカップケーキです。

十勝の木の器
［中川郡幕別町］カフェオレボウル
（径13×高さ8.5㎝）・・・8,640円

4Guchico（グチコ）
［札幌市手稲区］
木のネックレス「つぼみ」
・・・・・・・・・・・・4,860円から
6upas（ウパシ）
［札幌市中央区］
hizashi ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

「ネバリ」が特徴の北海道産がごめ昆
布を練り込んだ、モチモチした食感の
うどん・そばが新登場です。

ほくほくで甘みのある
インカのめざめや新
鮮なアスパラを直送
でお届けします。

※食料品の各種ご優待、えんてつカードのポイント付与およびポイントでのお支払いは除外とさせていただきます。 ※天候・交通
事情等により、販売開始時間が遅れたり、販売を中止する場合もございます。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。

　　　札幌蟹工船［札幌市清田区］
かにの炊き込みご飯かにみそ添え
（1折）2,250円《各日100折限り》

会場で炊き上げたかにの炊
き込みご飯の上にむき身とか
にみそをトッピングした贅沢な
お弁当です。

士幌黒牛の希少な赤身部
位、イチボランプ、道産牛
のサーロインを使用。旬の
アスパラソテー添えです。

北海道産特選豚本ロース
に自慢のタレを重ね塗りしな
がら香ばしく焼きあげました。

実 演

実 演

新商品

仔羊のモモ肉の脂身、スジを
丁寧に取り除き、秘伝の
タレに漬け込みました。
たっぷり野菜とあわせて
ご家庭でお楽しみ
ください。
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実 演

実 演

① ②

初夏の 道民が愛してやまない
仔羊肉、臭みもなく納得の美味しさ!

素材の
美味し

さ光る
！

ヨーグ
ルト&

ブルー
ベリー

絶品ジ
ェラー

ト！

盛って盛って大満足！

迫力の豪華
弁当出来上がり!

大北海道展 ■5月10日（水）
　  616日（火）
■本館8階 催会場
※最終日は午後4時30分閉場

新登場

新登場

　　　鮨のぶ［札幌市中央区］
北海道食べ比べ鮨（10貫）3,294円
※各日、午前10時30分からの営業、ラストオーダーは閉場の1時間前まで

握り立ての美味しさを！北海道の新鮮なネタを
たっぷりご用意してお待ちしています。

イートイン

①

① ②

新登場

①

②

新商品

ロイズ［札幌市北区］

①

②




