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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。　　　　　　　　　　　

混雑状況に応じて、館内及び会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。「本館8階 催会場と本館 地下1階」2つの会場で開催！裏面もチェック！▶

本館2会場で11日間の開催！

一部商品を除き店頭販売及びネットでの事前注文に対応しております。

※各日午前10時6午後7時、
1月18日（火）は午後3時閉場 ※各日午前10時6午後7時、1月18日（火）は午後6時閉場

※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。※ポイント付与・ポイントでのお支払い、各種割引は除外とさせていただきます。

1月8日（土）618日（火）
■本館8階 催会場 ■本館地下1階イベントスペース〈おいしさGarden〉 

ネットで注文&決済

店頭渡しサービス
「ネット限定品」もご用意しております!!
◉詳しくはネットショッピングをチェック!

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。

混雑緩和の
ためにご利用ください!

遠鉄タクシー
お届けサービス

ネット注文
限定

厳選素材を使った濃厚デザートや、
定番スウィーツは冬のお楽しみ。

小樽洋菓子舗ルタオ［小樽市堺町］
ルタオサンデー和栗モンブラン
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
●ドゥーブルフロマージュ
（1個、径約12㎝）・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

北海道観光物産興社［札幌市白石区］
北海道お土産菓子各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・680円から

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

もりもと［千歳市千代田町］
①ハスカップジュエリー（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,110円
②ストロベリージュエリー（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,110円

スイートオーケストラ［札幌市白石区］
①ポッププディング溢れ出るカスタード
クリーム（1個）280円《各日250個限り》
②【新商品】ポッププディング溢れ出る
小豆クリーム（1個）・・・・・・・・・・・・280円
《各日250個限り》

ISHIYA［札幌市西区］
白い恋人（12枚入・ホワイト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

とみたメロンハウス
［空知郡中富良野町］
メロン専門店が完熟メロンピュー
レを使い贅沢に仕上げました。
4①ジュレクロワッサン（赤・青、1個）
・・・・・・・・・・・・各378円《各日各500点限り》
②こだわりのメロンパン（赤・青、1個）
・・・・・・・・・・・・各270円《各日各500点限り》

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白いチーズタルト（1個）・・・・・・・・・・356円
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②
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①

②
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レ・ディ・ローマ・プラス
［札幌市南区］
ジェラート（2種、余市りんごの
アップルパイ＆さとほろいちごヨーグルト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円

Kコンフェクト［札幌市東区］
北海道チーズスフレ（6個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・745円《各日100箱限り》

アリス・ファーム［余市郡赤井川村］
農場マフィン・Wベリー&白チョコ
（1個）・・・・・・・・・・・・422円《各日60個限り》

北の弁当
特集
1すし処雑魚亭［函館市松風町］
14種類の海の幸を贅沢に盛り付けました。
海の華づくし（1折）・・・・・・2,484円《各日50折限り》

3市場めし兆［札幌市中央区］
かに、うに、いくら、ボタンエビを豪快に盛り付け。
漁場弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

4豚丼ポルコ［函館市松風町］
ポルコの新商品!ボリューム満点の豚丼弁当!
札幌ピリ辛みそ豚丼弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円《各日50折限り》

5札幌蟹工船［札幌市中央区］
かに専門店だからできるかに尽くし弁当!
蟹工船輝き弁当（1折）2,485円《各日50折限り》

2やきにくれすとらん沙蘭［函館市本町］
道産牛の柔らかいヒレ肉や赤身ステーキ、道産
ホタテのステーキなど盛り合わせました。
焼肉屋さんの道産牛・道産ホタテステーキ弁当
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円《各日100折限り》
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※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

① ②



クレジットカード
による事前決済
のみのお支払い
となります。

店頭販売は本館2会場で開催！
1月26日（水）スタート！

ネットエンデパ
ネット注文は1月10日（月・祝）午前10時スタート！
※2月9日（水）午後3時まで

※一部対応していない
機種・アプリがございます。

ネット注文はこちら！

本館8階 催会場

本館地下1階
イベントスペース〈おいしさGarden〉

■2月14日（月）まで※2月14日（月）は午後6時閉場

■2月15日（火）まで※2月15日（火）は午後6時閉場

ネットエンデパ

※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。混雑状況に応じて、館内へのご入店を制限させていただく場合がございます

本館8階 その他の出店

ATAO財布（約18×1×高さ9.5㎝）・・・・・・・29,700円

ロングセラーアイテムL字長財布。人気の
ヴィトロシリーズをはじめ種類豊富にご用
意しております。 Yokohama（ヨコハマ）（22.0～25.0㎝）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,500円

スイス生まれの足にやさしいやわらかい履
き心地の靴。それはまるで素足で砂浜の上
を歩いているようなやわらかい履き心地。

期間
限定

ショ
ップ

〈菊一本店〉海鮮幸福巻（径約5×19㎝）2,160円

今年の恵方は北北西。地元の名店からデパ
地下ブランドまで幅広くラインアップ。人気
商品は事前予約を是非ご利用ください。

2月3日（木）は節分 恵方巻

■本館地下1階 惣菜

■1月31日（月）午後4時まで

〈ジョーヤ〉期間
限定

ショ
ップ

■1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

〈ATAO〉
■1月11日（火）まで

■本館2階 スペース2 ※最終日は午後5時閉場

〈シグニア〉耳あな型充電式補聴器
・片耳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180,000円（非課税）
・両耳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300,000円（非課税）

マスクやメガネの邪魔にならず、ワイヤレス
イヤホンのようなシンプルな形状が特徴です。

補聴器体験会
■【ご予約優先】1月14日（金）・15日（土）
■本館7階 補聴器コーナー
■ご予約は、TEL.053（457）5416［直通］まで

バターソテーしたりんごをサクサクの生地
にたっぷり包んだアップルパイ！

8牛の里［白老郡白老町］
ビーフハンバーグ（110g×4）・・1,080円

まいこのマドレーヌ［白老郡白老町］
①純生オムレット（1個）500円《各日200個限り》
②道産りんごのアップルパイ（1個）・・・389円
《各日200個限り》

●おたる拓洋［小樽市花園］
  海老チーズ焼
●イワシタ［旭川市流通団地］
  ミックスサラダ
●テイネフーズ［札幌市手稲区］
  まるごと貝柱
●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
●肴や一蓮蔵［札幌市中央区］
  かにしゅうまい
●山丁長谷川商店［函館市広野町］
  がごめ昆布きざみ

ずわいかに
の生の棒肉
（250g）とかに
の爪（250g）が
入ったかに
しゃぶセット
です。

釧路近海で水揚げ
された鮭のイクラを
漬け込みました。

マルダイ水産［札幌市清田区］
ずわいかに棒肉（250g）・
ずわいかに2本爪（250g）9,720円

4釧路おが和
［釧路市材木町］
いくら醤油漬（100g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円

4山丁長谷川商店
［函館市広野町］
真いか塩辛（100g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円

1月8日（土）618日（火）本館
2会場
で開催！

■本館8階 催会場※各日午前10時6午後7時、1月18日（火）は午後3時閉場

■本館地下1階 イベントスペース〈おいしさGarden〉
※各日午前10時6午後7時、1月18日（火）は午後6時閉場

ネット限定特別企画
詳しくはHPをチェック！ご注文はこちらから▶
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。

ネットで注文!店頭受取▶

★〈函館洋菓子スナッフルス〉
1ホワイトチョコ
レートオムレット
（4個入）・・・・896円
《各日120箱限り》
●チーズオムレット
（8個入）1,556円
《各日60箱限り》
■お渡し日／
1月14日（金）616日（日）

★〈花畑牧場〉
北海道・十勝コーン
パン（冷凍、5個入）
980円《計96箱限り》
■お渡し日／
1月12日（水）616日（日）

事前予約・店頭渡し

ネットでご予約承り中！
ご予約・詳細はこちらから！

8井原水産
［留萌市船場町］味付
数の子昆布（極厚）
（100g）・・・・・・・1,728円

●大澤水産［北見市東相内町］真ほっけ開き
●椎野商店［北見市北一条］紅鮭
●ベイクド・コンフェ［札幌市東区］ふわふわタマゴサンド【GOLD】
●富良野牧場［富良野市東鳥沼］ベーコンアスパラ
●十勝大望［中川郡幕別町］かぼちゃフレーク
●山下水産［寿都郡寿都町］灯台つぶやわらか煮
●シーフードファクトリー北海道［札幌市中央区］
  かにみその旨味がギュッとつまったカニグラタン
●佃善［札幌市手稲区］じゃが豚
●ムラキフードプランニング［札幌市東区］森住2食入生ラーメン
●スイーツきたがわ［札幌市中央区］プリン各種
●炭や［旭川市5条通］炭や塩ホルモン
●三葉製菓［旭川市工業団地］北海道黒豆茶
●竹田食品［函館市浅野町］紅ずわいがに松前

北見
ハッカ通商
［北見市卸町］
ハッカ油
スプレー
（10㎖）
・・・・1,080円

4ロイズ［札幌市北区］生チョコレート（オーレ）
（1箱、20粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円

北海道の冬の味覚の「鱈」を使用。ジェノ
ベーゼソースがアクセントの冬の限定品。
4じゃがいもHOUSE［札幌市中央区］
鱈とマスカルポーネの白いクリームコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・486円《各日100個限り》

北海道産ジャガイモと知床ポークの自家
製サルシッチャ（ソーセージ）を使用したピザ。
HOKKAIDO PIZZA giocoso
［旭川市３条通］北海道パタータ（1枚）1,580円

地下1階 その他の出店

なると屋
［小樽市新光］
若鶏半身揚げ
（1個）・・・・980円

小樽いちふじ柴田商店
［小樽市花園］
・令和3年産十勝小豆（800g）
・・・・・・・1,080円《100袋限り》
・インカのめざめ（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円

プルマンベーカリー［札幌市西区］
8道産牛のビーフ&チーズカレーパン
（1個）・・・・391円《各日限定200個限り》
4北海道アップルパイ（1個）240円
《各日限定200個限り》

①
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