
どちらも小倉井筒屋で
ご利用いただけます。
有効期限／2023年1月15日（日）まで

通話料無料 0120-05-1228

●11月2日（水）～15日（火）14日間
●小倉井筒屋 全館、サテライトショップ各店
　通信販売、オンラインショッピング

●10月27日（木）～11月30日（水）
●本館6階 タオル美術館

店頭にリサイクルBOXを設置し、
不要となったタオルを回収いたし
ます。回収キャンペーンにご協力
いただいたお客様には、〈タオル
美術館〉の対
象 商 品 を
5,500円（税
込）以上お買
上げでご 利
用いただける
1 0 ％ O F F
クーポンを進
呈いたします。

〈タオル美術館〉
リボーンコットンプロジェクト

ヌーベル ショートブーツ
（牛革、22.0～24.5cm）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,600円

●10月27日（木）～11月10日（木）
●本館2階 エコー

カジュアルな中にも洗練された
ブーツコレクション。撥水加工を施
したドライタンレザーと軽量PUミッ
ドソールとタフなラバーアウトソー
ルががさまざまな天候や地形に対
応した履き心地を発揮します。

期間中、小倉井筒屋 全館で20,000
円（税込）以上をウィズカードのク
レジットでお支払い
の 方 、各日先 着
200名様に「真空
ステンレス ポケット
ボトル（120㎖）」を
進呈いたします。

〈エコー〉
ブーツコレクション

期間中、ウィズカード・ウィズロイヤルカード
の3回～12回までの

分割払いの分割手数料が
無料でご利用いただけます。

キャンペーン期間中、55,000円（税込）を
分割払い12回でご利用の場合、

支払総額57,717円の

無料となります!!

例えば

0無料
ウィズカード分割手数料

キャンペーン

分割手数料
約2,717円が

●12月13日（火）まで
●本館地階 食品中央催事場

井筒屋おせち料理ご予約承り

クリスマスケーキご予約承り

〈梅の花〉
梅の花おせち
「寿（ことほぎ）」
（215×215×2段、
4人前、箸5膳）
 ・・・・・・ 27,540円

限定数100

●10月19日（水）～12月13日（火）
●本館地階 食品中央催事場
お申込み・ご予約
［店頭でのご注文］本館地階 食品中央催事場
［お電話でのご注文］12月12日（月）まで
通話料無料フリーダイヤルにて承ります。
（携帯からでも承ります）

ご注文承り時間：午前9時～午後6時
※詳しくは係員までおたずねください。

お買上げプレゼント
クレジット払い限定 
ウィズカード

●小倉井筒屋 全館
●引換えお渡し場所：新館1階 特設会場

●10月28日（金）・29日（土）

予 告予 告

※期間中レシート合算可。
※なくなり次第終了。

予 告

小倉井筒屋 本館8階 催場
お歳暮ギフトセンター横

素材から作りまで
メイドインジャパン。

●日本革市は新型コロナウイルス感染症対策を徹底
しています。ご来場の際はご理解とご協力のほどお
願いいたします。

21/11 32土 水・祝

●11月3日（木・祝）午前10時～午後6時30分
　※最終受付：午後6時まで
●本館7階 南エスカレーター特設会場
当日、〈メゾピアノ〉ショップにて
22,000円（税込）以上お買上げの
方に、プロカメラマンが写真を撮影
いたします。撮影したお写真データ
は、後日CD-R
にしてプレ
ゼントいたし
ます。
※ご希望の
方にはプロの
スタッフがヘ
アメイクをい
たします。

〈メゾピアノ〉
ドレス撮影会予告

婦人服・紳士服・こども服
クローゼットリサイクルキャンペーン

 2022年11月2日（水）～12月6日（火）

対象売場にて１回のお買上げ5,500円（税込）ごとに1枚ずつお使いいただけます。
500円クーポン券のご利用について

ご利用期間

小倉井筒屋 本館3～5階・7階、新館2～7階ご利用売場

井筒屋サステナブルアクション
回収した洋服を原材料として再生し、資源の有効利用を実現する活動に井筒屋も取組んでいます。

予 告

ご家庭で眠っているお洋服をお持ちいただくと、小倉井筒屋にて婦
人服・紳士服・こども服を購入いただける500円クーポン券を１点
につき１枚進呈いたします。
※お一人様、最大10点までとさせていただきます。※過去に井筒屋でご購入いただいた商品が対象です。
※ニット・セーター類、ダウン類、皮革製品類のお引取りはできません。

2022年11月2日（水）～6日（日） 午前10時～午後6時
本館・新館間 クロスロード ※天候により変更する場合がございます。受付

対象ショップの
詳細はコチラ

※掲載商品の表示価格は本体価格に消費税を含んだ価格でございます。※商品のカラーは撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見える場合がございます。※掲載商品（素材・色・サイズなど）は数に限りがある場合がございます。品切れの際はご容赦ください。※20歳以上の年齢であることが確認できない場合には酒類の販売はいたしません。

KOKURA IZUTSUYA PICK UP

（各3切入、各1袋）

11月2日（水）までの出店

（1カップ）

〈中山農園〉◆富良野
ふらのメロン

（中玉、1玉）

11月4日（金）からの販売 11月4日（金）からの販売

11月4日（金）からの販売

11月3日（木・祝）からの出店 11月4日（金）からの販売11月4日（金）からの販売

11月3日（木・祝）からの出店

11月3日（木・祝）からの出店11月3日（木・祝）からの出店 11月3日（木・祝）からの出品

11月3日（木・祝）からの出店

11月3日（木・祝）からの出店

11月3日（木・祝）からの出品 11月3日（木・祝）からの出品

11月3日（木・祝）からの出品

小 倉
井筒屋
限定品

小 倉
井筒屋
限定品 小 倉

井筒屋
限定品

小 倉
井筒屋
限定品

井筒屋
限定品

（210g）
〈炭や〉◆旭川
炭や 塩ホルモン 1,501円

〈柳月〉◆帯広
酪農みるくバターケーキ
（1個） 1,400円

〈めめ〉◆札幌
めめおやき 栗
（1個） 270円

（1折）

〈札幌蟹工船〉◆札幌
蟹かに炙りホタテ添え弁当

2,592円 （1折）
〈朝市食堂 函館ぶっかけ〉◆函館
津軽海峡産本マグロ3種ぶっかけ 3,500円

毎日限定数100（1個）

〈じゃがいもHOUSE〉◆札幌
道産牛のハッシュドビーフコロッケ

519円
毎日限定数120（4個入、1箱）

〈函館洋菓子 スナッフルス〉◆函館
ホワイトチョコレートオムレット

チーズオムレット
896円

（全4種類、各90g）

〈スノークリスタル北海道〉◆旭川
旭山 奇跡のプリン

各432円

〈鮨処 森山〉◆函館

（1折）

〈鮨処 森山〉◆函館
道南まぐろの豪快弁当

2,700円
（1折）海鮮握り
2,160円

1,555円（1個）

〈フルーツスタジオ〉◆帯広
北海道産いちごのフルーツカヌレ

460円

厚切りの道南まぐろをたっぷり盛り込んだ、
今秋の当店一押しのお弁当です。

〈柳月〉◆帯広
トカチック・バスキュ～
（1個） 1,500円

〈Kコンフェクト〉◆札幌
焼きたてチーズタルト
（3個入） 681円

11月4日（金）からの販売

〈柳月〉◆帯広
北海道プリン（1個） 350円

〈菓子工房 フラノデリス〉◆富良野
ドゥーブルフロマージュ
（1個） 2,000円

〈キャラメルキッチン〉◆千歳
キャラメルビスケット 
（バター、8個入） 1,188円

11月3日（木・祝）の販売

〈あべ養鶏場〉◆下川
えっぐぷりん
（1個） 430円 限定数100

井筒屋
限定品

小 倉
井筒屋
限定品

11月3日（木・祝）日替りご奉仕品

〈マルヒロ太田食品〉まるごと海鮮コロッケ（えび・かに・ほたて、各1個、計3個）

〈布目〉松前漬（200g）
（6個入）

（500g）

〈朝市食堂函館ぶっかけ〉自家製 鱒いくらぶっかけ（1折）

〈カネタ高橋商店〉真昆布一等検（200g）
（300g）

〈さとほろ〉駒ヶ岳ポークシュウマイ、雪ん子シュウマイ詰合せ（各4個、計8個）

毎日限定数100

毎日限定数100

毎日限定数50

〈なると屋〉手羽先ざんぎ（5本） 毎日限定数30

毎日限定数20

〈毛蟹工房〉生ホタテ割れ

毎日限定数30〈札幌蟹工船〉かに弁当（1折）

〈めめ〉お楽しみセット

〈すし処 雑魚亭〉磯の華（1折）
毎日限定数50〈鮨処 森山〉潮祭弁当（1折）

限定数30

限定数50

限定数50

毎日限定数40

毎日限定数50

〈小松食品〉数の子浅漬松前漬（250g）

11月3日（木・祝）～10日（木）特別ご奉仕品

1,080円
〈利尻島 北洋食産〉利尻昆布切り落し（200g） 限定数100972円
〈山下食品〉北海太巻サーモン・にしん 限定数各100各1,080円
〈旨唐惣菜百萬馬力〉やみつきポテト（250g） 限定数301,080円
〈じゃがいもHOUSE〉ポテトコロッケ3個セット 限定数50778円

〈虎杖浜水産〉たこわさび（200g） 限定数501,296円
〈小町園〉海鮮ジャン辛（120g） 限定数30994円

1,500円
1,581円

1,080円
〈北海道の豆〉令和4年特別栽培農産物北海道産黒豆 限定数300800円

1,080円

1,080円
1,080円
1,080円

1,080円

1,080円
1,188円

540円

小倉井筒屋 限定品

2022年10月27日　 号木

本館8階 催場における新型コロナウイルス感染拡大予防への取組みとお客様へのお願い
■マスクの着用・アルコール消毒のご協力をお願いいたします。
■発熱や体調がすぐれない場合などは、ご来店をお控えください。
■会場内混雑緩和のため、少人数でのご来場をお願いいたします。
■マイバッグのご持参にご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大
予防に対する取組みの一例

■混雑状況により、ご入場・販売を制限させていただく場合がございます。
■会場入口にアルコール消毒液を設置しております。
■会場内は通常より広い通路を確保しております。 ■会場内に飲食スペースはございません。 
■従業員および出店者のマスクの着用と毎日の検温を行っております。

感染症拡大防止の観点から、予告なく催事やイベントの中止、内容を変更する場合がございます。
予めご了承ください。最新情報は井筒屋ホームページ等でご確認ください。 

ご来店いただくお客様へのお願い

●11月1日（火）～3日（木・祝）3日間 ●小倉井筒屋 全館
友の会カードでのお支払いに
ウィズポイントをプレゼント!

友の会利用時にウィズカードもしくは井筒屋現金ポイントカードも一緒にご提示ください。※付与されたウィズポイントは有効期限がございます。

予
告

※第2弾からの出店・出品情報は裏面をご覧ください。

実演

実演

初登場 実演 初登場

初登場

実演

実演

実演 実演

実演

実演
実演

実演

毎日限定数60

（8個入、1箱）

〈プルマンベーカリー〉◆札幌
男爵カレーパン（1個） 280円

〈なると屋〉◆小樽
北海道産チキンレッグ
（にんにく味） 651円

実演

〈朝市食堂 函館ぶっかけ〉◆函館
活〆天然ブリの生うに入 3色ぶっかけ
（1折） 2,700円497円460円432円

2,500円

帆立シチューパン（1個） 430円

毎日限定数100

3,564円

〈札幌蟹工船〉◆札幌
三種ズワイ蟹弁当（1折） 2,430円

毎日限定数50 毎日限定数30

〈うに乃世壱屋〉◆余市
大玉うにほたて

毎日限定数30

（1折） 2,700円

うに4種食べ比べ 毎日限定数50

毎日限定数50

（1折）4,212円

※11月10日（木）は
　午後5時閉場。11月3日（木・祝）～10日（木）

【主催】北海道、（一社）北海道貿易物産振興会、（公社）北海道観光振興機構、
　　　旭川市、小樽市、帯広市、北見市、釧路市、札幌市、函館市、稚内市
【後援】北九州市、北九州商工会議所

※11月10日（木）は午後5時閉場。
※諸般の事情により、出店内容が
　変更・中止になる場合がございます。小倉井筒屋 本館8階 催場

https://www.izutsuya-online.co.jp/

カチッ井筒屋オンライン

井筒屋オンライン

■10月25日（火）午前10時スタート ※数量限定、なくなり次第終了

※オンライン・通信販売限定割引です。店頭での承り、お渡しはできません。

おうちで北海道物産展
道産食品消費喚起対策事業（オンライン・通信販売限定）

〈みれい菓〉

3割引特別
価格

オンライン
数 量限定

※お届けまでに10日前後いただく場合がございます。
〈ロイズ〉〈もりもと〉〈みれい菓〉〈飯坂冨士商店〉他 多数！！
【取扱いブランドの一例】

午前10時-午後7時

※ご来店されるお客様は感染症拡大防止対策（マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など）への
ご協力をお願いいたします。井筒屋従業員も同様の対策を講じております。
※感染症拡大防止の観点から、予告なく催事やイベントが中止になる場合や、特設会場への入場制限・
整理券の配付等を実施する場合がございます。予めご了承ください。

初登場

小倉井筒屋でのご利用期間：2022年10月27日（木）～11月10日（木）まで
小倉井筒屋でのご利用場所：北海道物産展会場内（本館8階 催場内）のみ

第58回 北海道物産展会場のみでご利用いただける
「プレミアム付どさんこ商品券」発売 !!

広大な大地と海「北海道」の恵をご賞味あれ！
11月3日（木・祝）より一部出店が入れ替ります。  何度来ても楽しい「北海道物産展」でお楽しみください。

5,000円で7,000円分のお買物がお楽しみいただけるお得な商品券です!

10

1日限りの
販売！！

27木

※お釣銭は出ませんのでご注意ください。※出店商社ごとのお支払いとなりますので、複数商社合算でのご精算はできません。※サテライトショップ・オンライン通販開催の北海道物産展ではご利用いただけません。
※本券は、小倉井筒屋以外では「北海道どさんこプラザ」各店と、北海道主催「北海道の物産と観光展」会場にて、会期中に限りご利用いただけます。

■販売期間／10月27日（木）午前9時から※なくなり次第終了。
■販売冊数／1,000冊
■販売場所／小倉井筒屋 本館１階 東口 特設会場

※お一人様10冊限り。限定数に達し次第終了とさせていただきます。

※お支払いは現金払いのみとなります。※返品・交換はいたしかねます。

■ご利用について

 第2弾 からの出店ブランド

10月27日（木）～11月2日（水）第1弾
11月3日（木・祝）～10日（木）第2弾

第
２
弾

白老牛ヒレステーキを使った四種贅沢膳（1折）
〈ウエムラ牧場〉◆白老

〈じゃがいもHOUSE〉◆札幌

（1個）

道産ゆり根の白いクリームコロッケ
〈フルーツスタジオ〉◆帯広

（1個）

サンドウィッチーズストロベリー
チーズケーキ

小 倉
井筒屋
限定品

（1人前、レトルト）
〈ウエムラ牧場〉◆白老
白老牛ハンバーグデミグラスカレー 1,404円

11月3日（木・祝）から北海道物産展会場へご来場
のLINEお友だちご登録のお客様、先着1,200名様に
「函館塩ラーメン（生、1食、岩塩スープ付）」をプレゼント
いたします。

新規
ご登録は
こちら→

※LINEクーポンの配信日は
　11月1日（火）予定です。
※お一人様1回限り。

※LINE画面を係員に
　ご提示ください。

11月3日（木・祝）から
なくなり次第終了

小倉井筒屋LINEお友だち限定プレゼント北海道物産展
第58回

第58回

11月2日（水）までの出品

九州初出品

11月2日（水）までの出品

※写真は調理例です。

■お渡し場所：
　本館8階 催場入口サービスステーション

11月2日（水）までの出品11月2日（水）までの出店

※写真は調理例です。



〈小町園〉えんがわ塩辛
（120g）

〈マルヒロ太田食品〉
函館いかごはん レディス大名盛
（3尾）1,080円

〈布目〉松前漬（200g）
〈本野雄次郎商店〉釧路産 なが根昆布（240g）

〈山丁長谷川商店〉
紅鮭スモークサーモンスライス
（200g）

〈カネタ高橋商店〉真昆布一等検（200g） 1,500円

〈布目〉数の子松前（200g） 1,080円

〈虎杖浜水産〉たこわさび（200g） 1,296円
〈小町園〉海鮮ジャン辛（120g） 994円

〈レ・マドリ〉選べるピザ3枚セット 3,240円

〈札幌養蜂園〉ローヤルゼリー入 蜂蜜（600g） 3,980円

〈山丁長谷川商店〉紅鮭塩ハラス（真空パック、500g） 1,200円

〈札幌蟹販〉
冷凍毛がに（300g、1尾）

※お一人様
　2尾限り。

2,300円

〈さとほろ〉手造りシュウマイ詰合せ（8個） 700円

〈カネタ高橋商店〉茎わかめ（500g） 800円

〈利尻島 北洋食産〉利尻昆布切り落し（200g） 972円

〈旨唐惣菜百萬馬力〉やみつきポテト（250g） 1,080円

〈山丁長谷川商店〉紅鮭（甘塩、半身）

〈さとほろ〉
駒ヶ岳ポークシュウマイ、
雪ん子シュウマイ詰合せ
（各4個、計8個）1,080円

毎日限定数100

毎日限定数100

〈毛蟹工房〉生ホタテ割れ（300g） 1,581円 毎日限定数50

〈毛蟹工房〉水タコぶつ切り（刺身用）（200g） 1,080円 毎日限定数20

毎日限定数20

毎日限定数30

毎日限定数30

1,080円 毎日限定数50（1折）1,080円 毎日限定数30

〈なると屋〉手羽先ざんぎ（5本） 540円

〈小松食品〉数の子浅漬松前漬（250g） 1,080円 毎日限定数40

〈椎野商店〉さば開き（1枚） 1,080円

1,080円 限定数30

1,080円 限定数50

1,188円 限定数100

〈本野雄次郎商店〉超早煮昆布（200g） 1,080円 限定数100

1,080円 限定数50

1,701円 限定数50

限定数50

〈毛蟹工房〉タラバ脚（500g） 8,640円 限定数30

〈毛蟹工房〉生ズワイ爪下ハーフポーション（500g） 5,400円 限定数30

〈じゃがいもHOUSE〉ポテトコロッケ3個セット 778円

〈札幌養蜂園〉国産純粋蜂蜜 北国の百花蜜（600g） 3,600円

〈本野雄次郎商店〉羅臼切出し昆布（270g） 2,700円 限定数200

〈椎野商店〉紅鮭カマ（250g） 864円 限定数30

限定数20

〈山下食品〉北海太巻サーモン・にしん（各3切入、各1袋） 各1,080円 限定数各100

〈北海道の豆〉令和4年北海道産大正金時（500g） 750円 限定数300

〈札幌養蜂園〉果実と蜂蜜だけのジャム（ハスカップ）（230g） 1,500円 限定数50

毎日限定数10

〈椎野商店〉宗八カレイ（2枚） 972円 毎日限定数10

限定数40

〈山下食品〉重ね巻サーモン（1本） 1,080円 限定数50

〈北海道の豆〉令和4年北海道産十勝小豆（500g） 550円 限定数300

限定数50

限定数30

限定数30

限定数30

限定数100

限定数50

〈小松食品〉生結び昆布（300g） 1,080円 限定数50

限定数50

限定数50

限定数50

〈朝市食堂 函館ぶっかけ〉
（1折）

1,080円 限定数50限定数60 限定数100

〈朝市食堂函館ぶっかけ〉
自家製 鱒いくら
ぶっかけ（1折）
1,080円 限定数30

〈マルヒロ太田食品〉まるごと海鮮コロッケ（えび・かに・ほたて、各1個、計3個）1,188円

〈うに乃世壱屋〉半生うにめしハーフ（1折） 1,080円

10月27日（木）日替りご奉仕品

10月31日（月）日替りご奉仕品

11月1日（火）日替りご奉仕品

限定数300

アメリカ産 塩数の子
（400g） 3,000円 ※お一人様10個限り。

※10月27日（木）午前9時30分より本館1階 正面玄関前にて
整理券を配付いたします。整理券は27日（木）正午まで有効で
す。正午までは整理券をお持ちのお客様が優先となります。

 整理券
配付

10月27日（木）～11月2日（水）特別ご奉仕品

〈すし処 雑魚亭〉磯の華〈札幌蟹工船〉かに弁当
（1折）

※容器の柄が
　変更になる場合がございます。

〈北海道の豆〉令和4年北海道産大納言小豆（500g） 750円 限定数300

いろはすハスカップ
（540㎖、北海道限定）

じゃがポックル
（18g×10袋）

※お一人様5個限り。CSN/S,GKP

◎本館8階 北海道物産展会場内

小倉井筒屋にやってきた！

1,051円

197円
ぶた丼のたれ とん田
（440g） 713円
札幌ラーメン 信玄コク味噌
（2食入） 713円
十勝モッツアレラチーズカレー
（180g） 642円

（えりも昆布・函館いか・標津秋鮭・枝幸帆立・
増毛甘えび・白糠柳だこ・白老虎杖浜たらこ、
各1袋、170g）

（1缶） 各日限定数100

〈Café de Zaza〉◆札幌
お花のジャムクッキー

1,500円

10月28日（金）・11月2日（水）の販売

各日限定数60

各日限定数90

（1本入）

〈柳月〉◆帯広
三方六

680円（5個入）

〈六花亭〉◆帯広
マルセイバターサンド

700円

〈北菓楼〉◆砂川
 北海道開拓おかき

各471円

（18枚入）

〈ISHIYA〉◆札幌
白い恋人

1,296円

（1個） 各日限定数240

〈フラノビジュー〉◆富良野
窯出しチーズタルト

357円

10月27日（木）・31日（月）の販売

（1本） 各日限定数300

毎日限定数30
〈菓子工房 フラノデリス〉◆富良野
ふらの牛乳プリン

350円

（100g）
〈旨唐惣菜百萬馬力〉◆札幌
北のすり身揚げ 540円

（1個）馬肉メンチカツ 540円

（200g）

〈レ・マドリ〉◆札幌
ワタリガニのアメリカンソース

864円

（150g）
冷凍生パスタ かぼちゃタリアテッレ

351円

（700g）

〈めるかーど〉◆小樽
おたる桜いぶしベーコン

3,980円

（えび・かに・ほたて、各1個）

〈マルヒロ太田食品〉◆函館
まるごと海鮮コロッケ

各432円
（6個）

〈もりもと〉◆千歳
ハスカップジュエリーホワイトMIX

1,680円

（1玉）

〈野楽〉◆南幌
札幌黄玉ねぎ

120円

（1玉）
かぼちゃ

702円

（各5kg、1箱）

きたあかり・
玉ねぎ詰合せ

3,780円

（5kg）

新米 特別栽培米
ゆめぴりか

3,201円（大、1枚）〈椎野商店〉◆北見 真ほっけ 2,160円

（100g）
〈北洋食産〉◆利尻島
たこのピリ辛アヒージョ 648円

（100g）つぶ貝のピリ辛アヒージョ 648円

（100gあたり）

〈布目〉◆函館
サーモンキムチ

1,188円
（100gあたり）たこバジル 1,404円

（甘塩、3切）

〈山丁長谷川商店〉◆函館
紅鮭切身

1,080円
（100gあたり）

〈小町園〉◆釧路
紅鮭まぶし 972円

（100gあたり）ほたてまぶし 1,080円

（250g）
〈イワシタ〉◆旭川
海藻サラダ 1,080円

（110g）ミックスサラダ 1,080円
（生細麺・生太麺、120g×2食）

〈阿部製麺〉◆小樽
おたる生ラーメン

各698円

（600g）
〈三葉製菓〉◆旭川
北海道黒豆茶 2,916円

（130g）
とうきびフレーク

1,080円

（30枚、1袋）

〈北の味〉◆札幌
手焼せんべい

756円

（10個入）

〈北優〉◆札幌
バターまんじゅう

1,080円

（600g）

〈札幌養蜂園〉◆新十津川
国産純粋蜂蜜 アカシア蜜

6,800円

（1kg）
ローヤルゼリー&プロポリス入蜂蜜

9,720円

（500g）北海道産 黒豆 800円
（500g）北海道産 大納言小豆 800円

10月28日（金）・11月2日（水）の販売

（1個） 各日限定数150

〈フラノビジュー〉◆富良野
ふらのとろ～りプリン

465円

10月27日（木）・31日（月）の販売

（1個） 各日限定数100

〈Kコンフェクト〉◆札幌
札幌プリンまるごと牧場

400円

10月29日（土）・11月1日（火）の販売

（5個入） 限定数80

〈レクラン・ドゥ・ルコルテ〉◆札幌
レーズンサンドグラン

1,500円

10月30日（日）の販売

（4個入） 各日限定数100

〈Kコンフェクト〉◆札幌
北海道チーズスフレ

594円

10月29日（土）・11月1日（火）の販売

10月27日（木）・11月1日（火）の販売

整理券配付
各日午前9時30分～50分までは本館
1階 正面玄関前。
午前10時からは本館8階 催場内販売
所にて配付いたします。
数量に達し次第終了。

※お一人様1缶限り。

〈Haus Von Frau Kurosawa〉◆富良野
クリスピーバウムクーヘン

2,160円
クリスピースティックバウムクーヘン
（1個）

（1個）

756円

①おたる彩る生ワイン 赤
②おたる彩る生ワイン 白
③おたる特選キャンベルアーリー
④酸化防止剤無添加コクのある赤（コンコード）
⑤豊浦スイートいちごわいん
⑥〈三千櫻酒造〉三千櫻 純米吟醸 彗星55
⑦〈サッポロビール〉サッポロクラシック

（赤、辛口、720㎖）

① ② ③ ④ ⑤

⑦

⑥

（350㎖×24缶）

1,221円
1,221円
2,607円
990円
990円

1,958円　　  　　　
6,019円

（赤、やや甘口、720㎖）

（甘口、720㎖）

（白、やや辛口、720㎖）

（赤、甘口、720㎖）

（720㎖）

※品切れの際はご容赦ください。
※20歳以上の年齢であることが確認
できない場合には酒類の販売はい
たしません。

限定数60（100g）
〈虎杖浜水産〉◆白老
たらこ

（100g）辛子明太子 1,080円
1,080円 （100g）

〈小松食品〉◆小樽
つぶ貝甘露煮 756円

（100g）はもしそ焼き 1,188円

（200g）

〈山下食品〉◆旭川
ねばねば小鉢

540円

（1個）

〈北海道一直売〉◆札幌
ジャンボいかめし

972円（10個）

〈さとほろ〉◆函館
行者にんにく入ぎょうじゃ

920円 毎日限定数50

毎日限定数50

（12枚入）

〈Kコンフェクト〉◆札幌
札幌農学校

651円

※お一人様1箱限り。

（5個入） 限定数50

〈清月〉◆北見
赤いサイロ

972円

10月29日（土）の販売

（10㎖）
〈北見ハッカ通商〉◆北見
ハッカ油スプレー 1,080円

（ミント味・チョコミント味、各9g、各1個）メンタブ 各253円

（1,200㎖）

〈大高酵素〉◆小樽
スーパーオータカ

7,128円

実演

実演

実演 実演

実演

実演

実演

実演

〈札幌蟹販〉◆札幌
ボイル毛蟹（1尾） 7,560円から
ボイルたらばがに脚（100gあたり）2,700円

〈すし処 雑魚亭〉◆函館
ずわいがにづくし（1折） 2,160円

新鮮な毛蟹を浜茹でし、
チルドで直送！

もちもちの皮にたくさんの餡。
ふわふわでバターの
風味たっぷりの饅頭です。

（12個入）
〈佃善〉◆札幌
じゃが豚 1,188円

（4個）

〈富良野SHINYA〉◆富良野
ふらの雪どけチーズケーキ4種アソート

1,210円

（1個）Ⓑトロマージュ 2,052円
（1個）Ⓒポティロンドゥーブル～北海道産栗マロンかぼちゃ～ 1,836円

（1個）

〈小樽洋菓子舗ルタオ〉◆小樽
Ⓐドゥーブルフロマージュ

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ

1,836円

（100g）

〈カネタ高橋商店〉◆釧路
天然羅臼昆布

1,080円

（80g）
なっとう昆布

1,296円

（150g）

〈本野雄次郎商店〉◆小樽
天然羅臼昆布

3,996円

（200g）
天然利尻昆布

2,862円

（1個）
〈さとほろ〉◆函館
どさん子焼 350円

（300gから）
〈毛蟹工房〉◆札幌
チルド毛蟹 5,400円から

（100g）タラバ脚 1,836円
（Lサイズ、1枚）活カキ 250円

（1ℓ）

〈あすなろファーミング〉
◆清水
あすなろ牛乳

594円

（450㎖）
まいるどのむヨーグルト

540円

（100g）
明日檜（ラクレットタイプ）

972円

（500g）
冷凍ハスカップ果実

2,501円

（1個）
牧場のミルクソフト

401円

令和4年 北海道の豆

11月2日（水）までの出店

11月2日（水）までの出店

11月2日（水）までの出店 11月2日（水）までの出店

11月2日（水）までの出店

※写真は調理例です。※写真は調理例です。

酪農といえば
北海道！
新鮮で美味しいミルクを使った
乳製品は北海道の魅力です
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