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※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。　　　　　　　　　　　
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じゃがいもHOUSE［札幌市南区］
8北海道チーズのグラタンコロッケ
（1個）・・・・・・・・・・・453円《各日100個限り》
4北海黄金のポテトチップス
（塩・コンソメ、各50g）・・・・・・・・・・・・・・・・各432円

どるちぇ ど さんちょ［札幌市中央区］
①とろまーじゅ（1個）・・・・・・・・・・290円
②チーズタルトタタン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・570円

ISHIYA［札幌市西区］
4白い恋人（12枚）950円

六花亭
［帯広市西二条南］
8マルセイ
バターサンド
（5個入）
・・・・・・699円

ほくみん［旭川市1条通］
8白いブラックサンダー
箱入（16個入）・・・・・・669円

もりもと［千歳市千代田町］
ハスカップジュエリー（6個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,770円

本館2会場で12日間の開催！

小樽洋菓子舗 ルタオ［小樽市堺町］
マロンドゥーブル イタリア栗（直径12㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

人気商品を
並ばずゲット！

店頭渡しサービス
◉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。

ネットで注文&決済

お届けサービスマークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。

1月6日金617日火
※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。

※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は除外とさせていただきます。

イベントスペース〈おいしさGarden〉
※各日午前10時6午後7時、11日（水）・17日（火）は午後6時閉場 ■本館地下1階 ※各日午前10時6午後7時、11日（水）は

午後4時閉場、17日（火）は午後3時閉場■本館8階 催会場

エンデパ本館地下1階 ＆ 第2弾のラインアップは裏面をチェック！ 更に詳しい情報はHPから！ 

第1弾
のみ出店

第1弾
のみ出店

市場めし兆
［札幌市中央区］
6漁場弁当
ーボタン海老ー（1折）
・・・・・・・・・・・・・・・2,970円
《各日50折限り》

8階
第1弾 1/6金611水
※各日午前10時6午後7時、
1/11水は一部店舗
入れ替え作業のため
午後4時閉場

遠鉄タクシーネット注文
限定

有料

なると屋［小樽市新光］
若鶏半身揚げ（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円

やきにくれすとらん沙蘭［函館市本町］
6Ａ５ランクとうや湖和牛とはこだて
大沼黒牛ステーキ食べ比べ弁当
（1折）・・・・・・・2,808円《各日100折限り》

第1弾
のみ出店

第1弾
のみ出店

すし処雑魚亭
［函館市松風町］

6葵海（1折）
・・・・・・・・・・2,700円
《各日50折限り》

マルダイ水産
［札幌市清田区］
6ゆでたらばかに
（100ｇ当たり）
・・・・・・・・・2,700円から

山丁長谷川商店（生珍味）
［函館市広野町］
4鮭親子漬（100g当たり）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

札幌の森［札幌市豊平区］
よくばりカタラーナ ナイアガラ
と白桃（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,420円

②
①

       FAKE surprise sweets
［札幌市清田区］8そっくりチーズケーキBOX
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円《各日30点限り》
4そっくりチーズケーキソフト（1個）864円
《各日100点限り》

新登場

プルマンベーカリー
［札幌市西区］北海道
アップルパイ
（1個）310円

アリス
ファーム
［余市郡赤井川村］
農場マフィン
「りんごショコラ」
（1個）481円
《各日60個限り》

とみたメロンハウス
［空知郡中富良野町］

①メロンモンブランオムレット
（1個）・・・594円《各日200個限り》
②クワトロメロンパン（青肉）
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

①

②

恒例！
北の美味づ

くし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●シーフードファクトリー北海道［札幌市中央区］お魚のピザ【ネット】●レ・ディ・ローマプラス［札幌市南区］ジェラート
●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【ネット】●山丁長谷川商店（乾珍味・昆布）［函館市広野町］函館産真昆布カット
●豚丼ポルコ［函館市松風町］燻製カマンベールチーズ豚丼弁当【ネット】●竹田食品［函館市浅野町］数の子松前【ネット】
●富良野牧場［富良野市東鳥沼］スモークモモハム●炭や［旭川市5条通］炭や塩ホルモン【ネット】●井原水産［留萌市船場町］味付子持昆布（極厚）
●釧路おが和［釧路市材木町］いくら醤油漬【ネット】●北見ハッカ通商［北見市卸町］ハッカ油スプレー【ネット】●椎野商店［北見市北一条］紅鮭
●古谷商店［北見市北進町］熟成真ほっけ開き【ネット】●十勝大望［中川郡幕別町］かぼちゃフレーク【ネット】●山下水産［寿都郡寿都町］生たき牡蠣甘露煮【ネット】

本館8階 そのほかの出店

第1弾のみの出店（1月11日水まで）●           室蘭うずら園［室蘭市石川町］室蘭うずらのプリン ●SHINYA［富良野市朝日町］ふらの雪どけチーズケーキ【ネット】新登場



いちふじ柴田商店［小樽市花園］
・越冬完熟インカのめざめ（1袋）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399円
・りょうおもい南瓜（１/4カット）399円
《100カット限り》
・十勝小豆（800ｇ）・・・・・・・・・・・・・1,080円

函館洋菓子
スナッフルス
［函館市高丘町］
チーズオムレット
（1箱、8個入）
・・・・・・・・・・・・1,728円

牛の里［白老郡白老町］牛の里ビーフ
ハンバーグ（110ｇ×4）・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

HOKKAIDO PIZZA giocoso［旭川市3条通］
ピッツァアルタッリョ①マルゲリータ（１枚）②クアトロフォル
マッジ（１枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,580円

まいこのマドレーヌ
［白老郡白老町］
①純生ショコラオムレット
（1個）594円《各日100個限り》
②純生オムレット（1個）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

めめ［札幌市中央区］
6あまおう苺とあん
バター（１個）270円

地下1階にも北の国から、ときめく美味が大集合！

スイートオーケ
ストラ［札幌市白石区］
4オレンジ＆バター
ケーキ（1ホール）
・・・・・・・・・・・・・1,480円
《各日70個限り》

佃善［札幌市手稲区］じゃが豚（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

本館2会場で12日間の開催！1月6日金617日火

マークのついている商品はネットショッピングで事前注文が可能です。

イベントスペース〈おいしさGarden〉
※各日午前10時6午後7時、11日（水）・17日（火）は午後6時閉場 

■本館8階 催会場
■本館地下1階 

※各日午前10時6午後7時、
11日（水）は午後4時閉場、17日（火）は午後3時閉場

札幌蟹工船［札幌市中央区］蟹極み炙り
ホタテ弁当（1折）2,484円《各日50折限り》

第2弾!12日（木）から加わる北の味もお見逃しなく！

金獅子精肉店［札幌市豊平区］十勝和牛サーロイン
＆道産牛ヒレ・赤身ステーキ弁当（１折）2,700円
《各日50折限り》

マルヒロ太田食品
［函館市広野町］
まるごと海鮮コロッケ
（えび・かに・ほたて、各1個、
計3個入）・・・・・・1,188円
《各日100セット限り》

第1弾 1/6金611水
※各日午前10時6午後7時、
1/11水は一部店舗
入れ替え作業のため
午後6時閉場

地
下1階

第1弾
のみ出店

生チョコレート［オーレ］（ウインターパッケージ）
（20粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円《数量限定》

4ポテトチップ
チョコレート
［オリジナル］
（190g）・・・864円

〈ロイズ〉ショップ
［札幌市北区］

予告

詳しい情報、
出店一覧は
HPをチェック！
エンデパ

肴や
一蓮蔵
［札幌市中央区］
6かに
しゅうまい
（6個入）
1,296円

第2弾 1/12木617火
※各日午前10時6午後7時、1月17日（火）本館8階 催会場は
午後3時閉場、本館地下1階 〈おいしさGarden〉は午後6時閉場

8階 8階 8階 

鮨処 竜敏［札幌市中央区］
8かに小丼と握り（1折）2,160円
鮨処 桐［札幌市中央区］6ちゃんこ
いいなり（1折、12個入）・・・・・・・1,512円

新登場
8階 地下

1階 

①

②
①

②

8階 

テイネフーズ［札幌市手稲区］
まるごと貝柱（1袋、140ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

HOKKAIDO PIZZA giocoso［旭川市3条通］
ピッツァアルタッリョ①マルゲリータ（１枚）②クアトロフォル
マッジ（１枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,580円

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
（60g）1,100円

おたる拓洋［小樽市花園］
ほたてチーズ焼（1枚）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・846円

①
②

イワシタ［旭川市流通団地］
①海藻サラダ（1袋、250ｇ）
・・・・・・・・1,080円
②ミックスサラダ（1袋、110ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

期間
限定

ショ
ップ

※品数に限りがございますので、売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。

パンチングレザーコート
（フリーサイズ）198,000円
《1点限り》

斬新で独創的なデ
ザインのパンチングレ
ザーコートをご紹介。
「見て、着て楽しい」
他にはないレザー作
品をお楽しみください。

ランドセル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円から
※商品のご用意には限りがございます。

ブランドランドセルや多機能ランドセルを
3万円台からご用意いたしました。

〈アトリエ・ルマ〉
オリジナル
レザーウェア

期間
限定

ショ
ップ

SA
LE

■　  　1月18日（水）
  624日（火）
■本館3階 特設会場
※最終日は午後4時30分閉場

御用邸チーズ
ケーキ（径約15㎝）
・・・・・・・・・・・・・1,580円

自然豊かな那須
高原から、素材
にこだわり特徴
の異なる数種類
のチーズをオリ
ジナルレシピでブ
レンド。濃厚なの
にしっとりなめら
かな食感のチー
ズケーキです。

※最終日は午後6時30分閉場

〈CHEESE GARDEN〉ランドセル
アウトレットセール
■本館5階 ランドセル

大切な記念
日にふさわ
しいおすす
めの式服を
ご紹介いた
します。

こども服式服フェア

予 告

■　  　1月11日（水）62月28日（火）
■本館5階 こども服

予 告

〈ミキハウス〉①女児ジャンパースカート
（90～130㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,200円から
②・男児スーツ（95～130㎝）・・・・・99,000円から
・シャツ（95～130㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,300円 

① ②

■　  　1月11日（水）617日（火）
■新館地下1階 プラザB-1
予 告
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