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〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
※営業時間については変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　

今回は「本館8階 催会場と本館 地下1階」 2つの会場で開催！裏面をチェック！お見逃しなく！▶▶▶

炭や［旭川市5条通］
炭や塩ホルモン（210g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300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

シーフードファクトリー北海道
［札幌市中央区］ガーリックシュリンプ
とアスパラバターのピッツァ
（1枚・230g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,580円

旬の素材を贅沢に使った、絶品スウィーツが到着！

■5月7日㊎618日㊋
■本館8階 催会場
■本館地下1階　　

※各日午前１０時6午後７時、
最終日は午後3時閉場

※各日午前１０時6午後７時、最終日は午後6時閉場

イベント
スペース〈おいしさGarden〉 

北海道苺を使用し、
ベイクドチーズを厚めの
サブレであわせました。

本 館

8階

なると屋
［小樽市新光］
若鶏半身揚げ
（1個）980円

北海道産りんごがたっぷりと入った
甘酸っぱいサクサクアップルパイ。

※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

やぐらや

キレを極めた黄金スープ！
キレのあるシンプルな味わい、
随一の函館ラーメンです。

中華そば櫓屋［北斗市七重浜］

櫓塩ホタテバターコーンラーメン
（1杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,180円

お食事処

道産のステーキ、
ホタテ、アスパラを贅沢に！
やきにくれすとらん沙蘭
［函館市本町］浜中黒牛ウチ
モモと道産牛ヒレステーキ
のせ弁当（1折）2,484円
《各日50折限り》

すし処雑魚亭
［函館市松風町］6海の饗宴
（1折）1,782円《各日50折限り》

市場めし兆
［札幌市中央区］
4漁火弁当
（1折）
 2,484円
  《各日
   100折限り》

アリスファーム［余市郡赤井川村］
①焼きたてマフィン・アスパラソーセージ（1個）
422円《各日50個限り》
②焼きたてマフィン
・苺レモン（1個）
・・・・・・・・・・・422円
《各日50個限り》

皮はパリッと！
中身は
ジューシー。

五島軒［函館市末広町］
【北海道新幹線開業記念品】函館ロール
（1箱、4個入）・・・・・・・・・・・1,080円《各日100箱限り》

プルマンベーカリー［札幌市西区］
4北海道アップルパイ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・260円《各日300個限り》
●帆立チーズカレーパン（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・391円《各日300個限り》

どるちぇ ど さんちょ［札幌市中央区］
①とろまーじゅ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280円
②とろまーじゅレモン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・324円

②

②

①

①

本館
2会場
で開催！

実 演

実 演

実 演

レ･ディ･ローマ･プラス
［札幌市南区］北海道メロン＆さとほろ
いちごジェラート2種盛・・・550円

六花亭［帯広市西二条南］
マルセイバターサンド（1箱、5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円

※配送はございません。ネットからの事前のご注文で、店頭でのお受取りが可能です。

ネットで事前注文・店頭受取も可能です。
●ご注文・詳細は ネットエンデパ

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

さらに詳しい情報はホームページでチェック！

WEB予約限定 えんてつタクシーデリバリーサービスも受付中！

北海道
観光物産興社
［札幌市白石区］

4じゃがポックル
（1箱、10袋入）・・・885円
《お一人様5箱まで
・数量限定》

素材が決め手！北の本格グルメをご自宅で。

小樽洋菓子舗ルタオ［小樽市堺町］プティフロマージュ北海道苺
（4個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

※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。



ホワイトチョコレート
を合わせることで、
まろやかな甘さが
加わったハスカップ
ジュエリーです。

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理･盛り付けの一例です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始が遅れたり、販売を中止する場合がございます。

さらに詳しい情報はHPでチェック！

※一部対応していない機種・アプリがございます。

■5月7日㊎618日㊋ 
各日午前10時6午後7時

人気スウィーツから、海の幸までとことん食べ尽くす！

イベント
スペース〈おいしさGarden〉 

■8階 催会場 ※最終日は午後3時閉場

■地下1階
※最終日は午後6時閉場

一部商品はネットでの事前注文が可能！

のマークが目印です。
ご注文・詳細は ネットエンデパ

8階

Kコンフェクト［札幌市白石区］
焼きたてチーズタルト（冷凍、3個）・・・・・583円

富良野牧場［富良野市東鳥沼］
モモハム（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・789円

山丁長谷川商店［函館市広野町］
鮭親子漬（100g当り）・・・・・・・・・・・・・1,080円

マルダイ水産［札幌市清田区］
ゆで毛がに（100g当り）・・・・1,458円から

釧路近海産の新鮮ないくらを自家
製醤油たれで漬け込みました。

選び抜いた北海道産のクリームチーズ
を使用。ふわふわ濃厚な味わいとサクッ
とした食感がたまりません。

生食用に育てた北海道の牡蠣を
贅沢に使用しています。

●札幌の森［札幌市豊平区］
  よくばりカタラーナ※5/12㊌まで
●ムラキフードプランニング［札幌市東区］
  有名店のラーメン各種
●いちふじ柴田商店［小樽市花園］グリーンアスパラ
●牧家［伊達市乾町］白いプリン
●十勝大望［中川郡幕別町］
  とうもろこしフレーク【ネットもOK】
●十勝プライド［河東郡音更町］
  十勝ラクレットモールウォッシュ
●松尾ジンギスカン［滝川市流通団地］
  味付特上ラムジンギスカン【ネットもOK】
●味の匠［函館市大森町］
  まるごとタコのペペロンチーノ【ネットもOK】
●ヤマニ井原水産［留萌市船場町］
  味付子持昆布（極厚）【ネットもOK】
●椎野商店［北見市北］紅鮭【ネットもOK】
●大澤水産［北見市東相内町］真ほっけ開き

【本館8階】その他の出展

ロイズ［札幌市北区］
ポテトチップチョコレート
（オリジナル）（1箱、190g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円

蟹工船［札幌市清田区］
4豪快かにかに炙り帆立弁当（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・2,268円《各日100折限り》

じゃがいもHOUSE［札幌市中央区］
8道産生ハムとチーズのクリーム
コロッケ（1個）486円《各日100個限り》
肴や一蓮蔵［札幌市中央区］
4かにしゅうまい（6個入）・・・1,080円

カネダイ大野商店［勇払郡むかわ町］
珍味ししゃも（1袋、100g）・・・・・・・・・・・1,300円

地下1階にも見逃せない北の美味が盛りだくさん！地下

1階

●木野商事［小樽市銭函］漁師の力めし
●佃善［札幌市中央区］じゃが豚【ネットもOK】
●おたる拓洋［小樽市花園］アスパラ天
●山丁長谷川商店［函館市広野町］
　函館真昆布【ネットもOK】
●木の屋［小樽市銭函］日高昆布ちりめん
●北海道純馬油本舗［千歳市白樺］
　北海道純馬油本舗ピュアバーユ
●テイネフーズ［札幌市手稲区］
　まるごと貝柱【ネットもOK】
●円甘味［小樽市入船］小樽ゆきねんりん
●えんじゅ［札幌市中央区］クマ笹

【本館地下1階】その他の出展

まいこのマドレーヌ
［白老郡白老町］
スコップケーキいちごスペシャル
（1台、約15×15㎝、スコップスプーン付）
1,944円《各日100台限り》

白老産の卵と北海道産
小麦で作ったスポンジケー
キに、苫小牧産のイチゴ
と濃厚でさっぱりとした生
クリームをのせました。

蟹と炙った大ぶりのホタテを贅沢
に盛り付けた、ボリューム満点の
お弁当です。

生チョコレートや甘さと塩味が絶妙
なポテトチップチョコレートなど、人気の
〈ロイズ〉商品を取り揃えて
ご紹介いたします。

〈SUaSHI（スウェイシー）〉パンプスフラットシューズ
（22.0～25.0㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,790円

雨の日も晴れの日も履きたくなるようなスト
レッチパンプスをご紹介いたします。

遮熱レースオーダーカーテン（200×200㎝、スタン
ダード縫製）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,378円から

この夏のお家
時間をより快適
にする遮熱カー
テン。UVカット・
抗菌・花粉キャッ
チ等の機能を
備えた商品も充
実しています。

遮熱レース
オーダーカーテンフェア
■5月7日（金）631日（月）

■本館7階 〈カワシマセルコンギャラリー〉

〈シューズイン神戸〉期間
限定

ショ
ップ期間

限定

ショ
ップ

■　　　5月12日（水）618日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

①婦人サンダル
　（SS、S、M、L）
②ハンドバッグ
・・・・各11,000円から

〈エスタシオン〉期間
限定

ショ
ップ

■5月5日（水・祝）611日（火）
■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈ディズニーファインアート〉
Mickey and Minnie-Sweetheart Campfire
（50.5×60.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・393,800円《95点限り》

ディズニー
アートコレクションフェア
■5月8日（土）618日（火）

■本館5階 特設会場 ※最終日は午後4時閉場
見るだけで楽しく、履けば
さらに楽しく、お出かけした
くなる靴です。ポップなデザ
インのサンダル、ハンドバッグ
　　　 も取り揃えてご紹介
　　　　　    いたします。

①

②

期間中、カーテンをお買上げのお客様で、ご自身
で採寸いただいた場合、形態安定加工と配送料
をサービスいたします。

プレゼント

予 告

■引き取り期間／
　5月8日（土）・9日（日）各日午前10時6午後3時
■引き取り会場／イ・コ・イ スクエア3階 特設会場
■引き取り対象品／婦人・紳士・子供服（お一人様9点まで）

お引き取りした衣料品1点につき、ワールドブランドにて税込5,500円お買上げごとに
一枚ご利用いただけるクーポン券（1,100円分）を1枚さしあげます。

～支援を必要としているこども達の未来のために役立てる～

衣料品引き取り
  

 「ワールド エコロモ キャンペーン」 

※バッグ、靴などの服飾雑貨、下着類はお引き
取り対象外とさせていただきます。
※お引き取りした衣料品は返却いたしかねます。
※お引き取りした衣料品はリサイクル・リユース
いたしますので、事前にお洗濯をお願いいたします。
※詳しくは売場販売員におたずねください。

限定オリジナ
ル版画「ディ
ズニーファイ
ンアート」など
をご紹介いた
します。

大人気のふらの雪どけチーズケーキ
から北海道キャラメル味が新登場！
富良野SHINYA［富良野市朝日町］
　　　 ふらの雪どけチーズケーキ北海道
キャラメル味（1ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,451円
新登場

①
②

山下水産［寿都郡寿都町］生たき牡蠣
甘露煮（100g当り）・・・・・・・・・・・・・・・・1,550円

おが和［釧路市材木町］いくら醤油漬
（100g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

morimoto
［千歳市千代田町］
①ハスカップジュエリー
ホワイトMIX（2種・各3個、
計6個入）・・・・・1,500円
②キャラメルハニー
サンド（8枚入）864円

× 共同企画
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