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星ヶ丘三越 誕生45周年記念缶登場!

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2019  10 / 2 水

星ヶ丘三越 誕生祭 記念袋 !

バイヤー厳選! 納得価格のホシミツ限定弁当。10/2㊌～8㊋ 期間限定販売

星ヶ丘三越｜ www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。

営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 
　　　　　　●1階～8階は午前10時－午後7時

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。
※価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

© 2019 ISETAN MITSUKOSHI

人気の限定商品を
午後5時からさらにご用意! 

マークが
目印です。 

※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。
※らーめん四代目いちまるは8日（火）は午後4時ラストオーダーとさせていただきます。
※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※本紙でご紹介の料理の写真は、
撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の
入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。※価格はすべて税込です。
イートインなどで飲食をする場合は、標準税率（10％）となります。

10月2日（水）ー14日（月・祝） 8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

この

濃厚な味噌スープに
特製生姜が決め手!
濃厚な味噌スープに
特製生姜が決め手!

第39回

秋の大北海道展

星ヶ丘三越 誕生45周年をお祝いして、同じ年にデビューしたキティちゃんのイベントの
開催やPOP UP ストアが登場！ サンリオピューロランドのペアチケットも当たる！

1930年に屋台から始まり約90年に渡り、
技術と歴史そして伝統の味を守り抜いてきました。
初代・二代目・三代目と重ねてきた歴史を守りながらも、
日々新しいことに挑戦し続ける「四代目」の味をお楽しみください。

■札幌 らーめん四代目いちまる
①しょうがの極みそらーめん
・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日200杯限り】1杯 1,100円
②しょうゆらーめん・・・・・・・・・・・・・・1杯 858円

10/2（水）～8（火）の期間限定販売 星ヶ丘三越初登場

■札幌 北海工房
e豪快ホシミツ蟹弁当
・・・・・・【各日100折限り】1折 2,484円

蟹を豪快に盛り込み
ボリューム満点!

10/2（水）～8（火）
各日30折限り

10/2（水）～8（火）
各日20折限り

■札幌 ばにやん
eホシミツうに・まぐろ弁当
・・・【各日50折限り】1折 2,160円

一番人気の「うに・まぐろ弁当」に
ホタテをトッピング!

■函館 沙蘭
e贅沢ホシミツ肉弁当
【各日50折限り】1折 2,160円

道産牛サーロインとヒレ・ウチモモの
ステーキでボリューム満点!

■函館 すずや食堂
eホシミツ蟹帆立飯と豚丼の
2色弁当【各日50折限り】1折 1,512円

駒ヶ岳ポークの豚丼と、
海鮮炊込みの2色弁当!

※お一人さま3点限り

［セット内容］
◎白老牛ロースステーキ用150ｇ×2 
◎ボイルたらばがに脚（カット）400ｇ 
◎刺身用ホタテ貝柱6個 ◎刺身用ボタンエビ6尾 ◎いくら醤油漬け120ｇ　
◎甘塩味たらこ150g ◎数の子松前漬け150ｇ ◎いか塩辛150ｇ ◎紅鮭切身3切 原産国各国

●満載便のお届け日/10月19日（土）～27日（日） ご希望のお届け日をご指定ください。※こちらの商品は大北海道展会場内の特設コーナーにて承ります。

■札幌 海光
q海の幸と道産牛の満載便
【100セット限り】

・・・・・・・1セット 10,800円［送料込］ ■千歳 morimoto
e45周年記念袋
・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1袋 1,745円

［セット内容］
◎ふらの和牛ロースステーキ用150ｇ×2 
◎ボイルたらばがに脚（カット）400ｇ ◎ボイルずわいがに棒肉200ｇ ◎ボイルずわいがに爪6個 
◎刺身用ホタテ貝柱6個 ◎刺身用ボタンエビ6尾 ◎いくら醤油漬け120ｇ ◎甘塩味たらこ120g 
◎ラベンダーポークロース150ｇ×2 ◎数の子松前漬け150ｇ ◎いか塩辛150ｇ ◎真ほっけ開き（一夜干し）×2 
◎さんま開き（一夜干し）×3 ◎ししゃも（オス・メス）各5尾計10尾 ◎紅鮭切身3切 原産国各国

［セット内容］◎雪鶴バター1個 ◎雪鶴ハスカップ1個
◎千歳うまれのたまご饅頭（4個入）
◎太陽いっぱいの真っ赤なゼリー（3個入）
◎どら焼き小豆1個 ◎どら焼き白豆1個
◎当日のお楽しみ1品

■札幌 北海道土産館
e45周年記念袋
・・・・・・・・・【100袋限り】1袋 1,745円
［セット内容］◎いちご大福風味チョコレート1個
◎ひとくち塩もち1個
◎海鮮寒干しラーメン（蟹味噌）1個
◎海鮮寒干しラーメン（帆立醤油）1個
◎札幌おかきＯｈ！焼とうきび（小袋）1個
◎札幌スープカリーせんべい（小袋）1個

■札幌 海光
星ヶ丘三越 
誕生45周年記念 特別満載便
qいいね45周年特別満載便
【各日45セット限り】1セット 17,451円
　　　　　　　　　　　　 　  ［送料込］
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●味噌らーめん・・・1杯 880円　
●しょうが塩らーめん
・・・・・・・・【各日30杯限り】1杯 880円

EAT
IN

お取り寄せ
満載!

◎三重「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎名古屋駅「ストリングスホテル 名古屋」ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎「御園座」ペア観劇引換券■2枚　◎「和フレンチ料理 ラ メゾン ヒトトキ」ペアディナー券
◎「しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ 紗舞璃」ペアディナー券
※宿泊希望日が満室の場合がございます。ホテルの詳細については係員にお尋ねください。

人気店ランチ記念袋!

ドリーム記念袋“紅” 【5袋限り】275,000円

◎「フランス料理 ルコネッサンス」ペアディナー券
◎「フランス料理 ル レストラン シンジコガ」ペアディナー券
◎「フランス料理 ラ モデスティ」ペアディナー券

フレンチディナー食べ歩き記念袋 【20袋限り】47,850円

◎「イタリア料理 デルフィーナ」ペアディナー券
◎「新和食 ミライエ ダイニング」ペアディナー券
◎「スペイン料理 Comedor Kito-」ペアディナー券

各国ディナー食べ歩き記念袋 【20袋限り】47,850円

◎「料亭 つたも」ペアランチ券
◎「フランス料理 壺中天」ペアランチ券
◎「加賀屋 名古屋店」ペアランチ券

ペアランチ記念袋
【100袋限り】26,400円

G7伊勢志摩サミット2016の舞台となった三重「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」、
大人の寛ぎに満ちた上質ホテル「ストリングスホテル 名古屋」に
御園座観劇や人気レストランの食事券をセット!

◎東京「シェラトン都ホテル東京」ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎大阪「シェラトン都ホテル大阪」ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎京都「わらびの里」おせち料理引換券　◎「劇団四季」ペア観劇引換券  
◎「イタリア料理 アンティキ」ペアディナー券　
◎「フランス料理 レスト K ヤマウチ」ペアディナー券
◎「イタリア料理 T’ｓ Kitchen」ペアディナー券
※宿泊希望日が満室の場合がございます。ホテルの詳細については係員にお尋ねください。

フランス料理 
レスト Ｋ ヤマウチ 内観

フランス料理 ラ・ドゥール 料理イメージ ※「フランス料理 壺中天」は中学生以上のお客さま限定となります。

T’ｓ Kitchen
料理イメージ

イタリア料理 アンティキ
料理イメージ

シェラトン都ホテル東京 外観

ストリングスホテル 八事 ＮＡＧＯＹＡ 外観

※写真はイメージです。

シェラトン都ホテル大阪 外観

和フレンチ料理 
ラ メゾン ヒトトキ 料理イメージ

しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキ 
紗舞璃 料理イメージ

御園座 外観

志摩観光ホテル ザ ベイスイート 外観 ストリングスホテル 名古屋 外観

ドリーム記念袋“白” 【5袋限り】242,000円

◎名古屋・八事駅「ストリングスホテル 八事 ＮＡＧＯＹＡ」ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎「フランス料理 ラ・ドゥール」ペアディナー券  ◎名古屋「料亭つたも」おせち料理 引換券
◎「御園座」ペア観劇引換券■2枚　◎「国産黒毛和牛ハンバーグ専門店 ヒッコリー」食事券
◎星ヶ丘三越 三越映画劇場年間パスポート1名さま分（1名さまのご同伴ができます）
◎食品フロア名店の味（合計4アイテム）
※宿泊希望日が満室の場合がございます。ホテルの詳細については係員にお尋ねください。

45周年記念缶 【20缶限り】121,000円

豊かな緑に恵まれた東京白金に位置する「シェラトン都ホテル東京」、
歴史と文化の発祥地、大阪の高台 上町台地に位置する
「シェラトン都ホテル大阪」に劇団四季観劇や人気レストランの食事券をセット!

料亭 つたも 玄関

※お一人さま各1枚限り。有効期限は10月2日（水）正午まで。※整理券お渡し後は解散となります。
有効期限内にお買い求めください。※整理券お渡し前に列から離れた場合は無効となります。「ドリーム記念袋」「45周年記念缶」「食べ歩き」「ランチ」記念袋販売方法「ドリーム記念袋」「45周年記念缶」「食べ歩き」「ランチ」記念袋販売方法

10月2日（水）午前8時30分から星ヶ丘三越1階ライオン玄関口にて整理券をお渡しいたします。 ◆販売場所／星ヶ丘三越 地下1階下りエスカレーター前特設会場

新和食 ミライエ ダイニング
料理イメージ

スペイン料理 Comedor Kito-
料理イメージ

イタリア料理 デルフィーナ
料理イメージ

フランス料理 ル レストラン 
シンジコガ 料理イメージ

フランス料理 ラ モデスティ
料理イメージ

フランス料理 ルコネッサンス
料理イメージ

各階からお得な記念袋を多数ご用意! 食品からは1,000袋をご提供!!

［セット内容］ 
◎トリートメントクレンジングミルク200g（現品）
◎ミネラルウォッシュ125g（現品）
◎セルアドバンストセラム（ミニサイズ）10mL
◎トリートメントクレンジングミルク（ミニサイズ）30g
◎オリジナルポーチ

　  5分間メイクレッスンチケット付
q〈カバーマーク〉
パウダーパレット誕生祭キット
【10セット限り】
・・・6,600円

［プラン内容］ 
◎エステ18,700円×3回（フェイス75分または
ボディ55分のいずれかをお選びいただけます）
◎入会金と事務手数料が無料
◎ご来店時にソシエ オリジナルグッズをプレゼント
※女性専用のサロンとなります。

ソシエが初めての
お客さまへ。
qお得な
エステ満喫プラン
【5セット限り】
・・・・・・・・・・45,000円

r〈アップリカ〉秋の行楽サポート!
　　　　ベビーお出かけセット
　　　　　　　【5セット限り】45,000円

［セット内容］ 
◎バッグ 約Ｗ30×Ｈ26×Ｄ12㎝、
　綿（塩化ビニル樹脂加工）、合成皮革
◎ポーチ 綿（塩化ビニル樹脂加工）、
　約Ｗ20×Ｈ8.5×Ｄ3㎝
◎シュニールポーチ 綿、約Ｗ16×Ｈ11×Ｄ5㎝

星ヶ丘三越 誕生45周年記念限定品

※写真は
　イメージです。

B1F 食品フロア

［商品内容①］ 
◎Ｐｔダイヤモンドリング 
　Ｄ＝計2.0ｃｔ、鑑別書付
［商品内容②］ 
◎Ｐｔダイヤモンドペンダント 
　Ｄ＝計2.0ｃｔ、長さ45㎝、鑑別書付

e大粒ダイヤモンドジュエリー
・・・・・・・・【各現品限り】各450,001円

●〈柿安精肉〉
国産黒毛和牛記念袋（割下付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【40袋限り】10,800円
●〈三越+北野エース〉フリーズドライ袋
（20食入）・・・・・・・・・・・・・・【120袋限り】1,620円
●〈ヒッコリー〉ハンバーグ（冷凍）（4個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【80袋限り】2,160円
●〈桂新堂〉えびの恩返し
・・・・・・【お一人さま2袋限り/100袋限り】324円
●焼酎6本セット・・・【10セット限り】8,800円
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

種類豊富! 
お得が詰まった。
●食品記念袋各種
・・・・・・・・・1,080円

※お引き取りブランドは婦人・紳士などの衣料品対象ショップに限らせていただきます。※お一人さま10点までとさせて
いただきます。※クーポン券は星ヶ丘店内の対象ブランドで、ご購入金額10,000円（税別）毎に1枚ご利用いただけます。
※服飾雑貨（バッグ含む）・皮革製品（ファー含む）・汚損、破損のひどいものは引き取り対象除外とさせていただきます。
※お引き取りした衣料品の返却はできません。※18歳未満の方は、保護者と同伴でお越しください。

［3F］◎トゥー ビー シック ◎マッキントッシュ フィロソフィー
［4F］◎マッキントッシュ ロンドン  ◎エヴェックス バイ クリツィア ◎アマカ ◎トランスワーク
［6F］◎マッキントッシュ ロンドン

ご愛用いただいた対象ブランドの衣料品1点につき、
「対象ブランドクーポン券1,000円」と交換いたします。 
※詳しくは係員にお尋ねください。
クーポンご利用期間：10月2日（水）～11月30日（土）

SANYO 衣料回収キャンペーン
–EARTH TO WEAR RECYCLE–
●衣料品回収期間：10月2日（水）～15日（火）
●衣料品回収場所：対象ブランド各ショップ

〈星ヶ丘三越45周年記念プロジェクト〉
大きなキャンパスに未来のメッセージを
書いてアート作品を完成させよう!
●10月2日（水）～5日（土）各日午後1時～午後3時 ●1階ライオン玄関口ピロティ
〈パネル展〉
星ヶ丘三越45周年～星が丘の街とともに～
●10月2日（水）～15日（火） ●1階ライオン玄関口ピロティ　
協力／星が丘グループ

対象
ショップ

星ヶ丘三越初開催! 
和風旅館やリゾートホテルを
選べる人気の宿泊クーポン券を販売します。
●お一人さま1泊夕・朝食付き（21施設）
・・・・・・・・・・・・・・・1枚 11,000円 ［サービス料・消費税込］
※その他、1泊朝食付も17施設ございます。
［クーポン券有効期間］
平日限定 2019年10月8日（火）～2020年1月31日（金）
※土曜日・休前日の宿泊は追加料金 お一人さま5,000円（税別）（一部除外）
※1室2名さま以上でのご利用となります。※設定除外日あり。
※再発行・交換・払い戻し及び、有効期間の延長はできません。
旅行企画・実施：㈱三越伊勢丹ニッコウトラベル 観光庁長官登録旅行業第1987号

毎日のオシャレ心を満足させる
アクセサリーを神戸よりお届けします。
→ヘアカフ・
バレッタ
各1,320円 
素材各種

〈神戸ヴァンテーヌ〉
期間限定販売
●10月2日（水）～8日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場 多くの著名人にファンを持つことで

注目を集める、新進気鋭の
作家ＹＯＩＣＨＩＲＯの絵画展。版画や原画の
他にTシャツやトートバッグなどの
グッズも販売いたします。
ライブペインティングも開催。

ＹＯＩＣＨＩＲＯ絵画展
●10月2日（水）～8日（火）
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

〈デコプティ＋メガネリング〉
・・・・・・【3点限り】15,620円 
本体：ＡＢＳ樹脂、

スワロフスキー®クリスタルガラス

→ボストンテリア原画
（額縁付）・・・・・275,000円 
額縁外寸：35×45㎝

〈デコプティ〉期間限定販売
●10月2日（水）～8日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

▲ホテル明山荘/三谷温泉
（外観）

豪華ドリーム記念袋! 人気の「食べ歩き」「ランチ」! など記念袋を多数ご用意!

おかげさまで45周年。これからも「毎日の新しいを　　　  （ホシミツ）」で!
45年の長きにわたるご愛顧に感謝の気持ちを込めた「特別企画品」をはじめ
「記念袋」「特別提供品」を各階にてご用意いたしました。

10月2日（水）から
各階にて開催!星ヶ丘三越 誕生祭

1F パウダーパレット

1F ニューズスクエア ハンドバッグ

6F エスカレーター横特設会場

7F フェイラー

4F エステティックサロン ソシエ

5F エスカレーター前特設会場

q〈ジョアン〉
【お一人さま2袋限り/
  70袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・1,620円
●〈ルネ・デュ・ヴァン〉
金賞受賞ボルドー赤ワイン3本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・【36セット限り】3,300円
※20歳未満の方の飲酒は
　法律で禁止されています。

﹇
商
品
の一
例
﹈

e〈ステラおばさんのクッキー〉【50袋限り】
●〈日の出屋製菓〉【50袋限り】
●〈坂角総本舖〉【お一人さま1袋限り/100袋限り】
●〈モロゾフ〉【30袋限り】
●〈ロイスダール〉【30袋限り】
●〈メリーチョコレート〉【60袋限り】 

1F 星ヶ丘フードガーデン

　  丈夫で高級感のある
アルミニウム合金ボディシェル。
r〈エース〉誕生祭45周年
限定記念セット
【10セット限り】45,000円

［セット内容］ 
◎トートバッグ 
◎ショルダーバッグ 
◎財布 ◎小物入れ 
◎スマートフォンポーチ ◎スカーフ
バッグ：合成皮革、スカーフ：ポリエステル100％
※写真はセットの一例です。

q〈グッピプラス〉
誕生祭6点セット
【30セット限り】
・・・・・・4,501円

q〈フェイラー〉
リタ3点セット
【20セット限り】
・・・11,000円

豪華ドリーム記念袋! 人気店食べ歩き記念袋!

セ
ッ
ト
内
容

セ
ッ
ト
内
容

セ
ッ
ト
内
容

セ
ッ
ト
内
容

セ
ッ
ト
内
容

セ
ッ
ト
内
容

①

②

①
②

選べる宿泊クーポン券販売
●10月2日（水） 1日限り
●1階ライオン玄関口特設会場

ハローキティ45周年 
アニバーサリーミニステージ＆撮影会
◆10月5日（土） ◆1階ライオン玄関口 ピロティ
ステージショー：①午前11時30分～ ②午後1時30分～
撮影会：午後3時30分～（先着60組さま）
※午後3時から1階ライオン玄関口ピロティにて先着順に参加整理券を
お渡しします。※スマートフォン、デジタルカメラ等をお持ちください。

サンリオピューロランドのペアチケットを当てよう！ ◆10月2日（水）～8日（火） ◆応募場所：5階エスカレーター横
期間中、星ヶ丘三越にて税込5,000円以上お買いあげの方に応募券を1枚進呈いたします。必要事項をご記入のうえ、ご応募ください。
抽選で45組90名さまに「サンリオピューロランドペアチケット」をプレゼント！ ※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

ハローキティ45周年 
ＰOＰ UＰ ストア
◆10月2日（水）～8日（火） 
◆5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉
ハローキティ45周年を記念した限定商品を中心に
期間限定アイテムが勢揃い。 Ⓒ’76,’19 SANRIO E 19090304

45周年記念 祝菓子プレゼント!
◆10月2日（水）先着450名さま
　10月5日（土）・6日（日）各日先着200名さま
◆1階特設会場［午前10時から］
※10/6（日）は「清洲城信長織田家臣団天下
　布舞」の皆さんが応援にかけつけてくれます。
星ヶ丘三越 誕生45周年を記念した
「オリジナル祝菓子」を1点進呈いたします。
※お一人さま1点限り。※なくなり次第終了いたします。

※予定数に達し次第終了いたします。※MICARD・株主様ご優待カード等によるポイント付与、及び割引優待はございません。※表記の準備数量は各種合計でございます。
※価格はすべて税込です。「ドリーム記念袋」「45周年記念缶」「食べ歩き」「ランチ」は標準税率（10％）となります。

r〈宮田精肉店〉焼肉記念袋
（黒毛和牛・茶美豚・ハーブ鶏各500g計1.5㎏入）
【お一人さま2袋限り/60袋限り】3,240円

［セット内容］ 
◎チャイルドシート ディアターンプラスAB 
◎抱っこひも コアラ メッシュプラスAB 
◎シート保護マット ◎さらっとマット
※ご配送のみ。※別途配送料をいただきます。
※お届けに2週間程いただきます。

［セットの一例］ 
◎キャリーケース W40×H47×D24㎝
◎トートバッグ W43×H30×D12㎝ 

［同時開催］〈レリアン〉衣料品引き取りキャンペーン ※詳しくは係員にお尋ねください。

星ヶ丘三越
限定品

参加
無料

10/2（水）・5（土）の限定販売

〈ジョセフアブード マウンテン〉
POP UP SHOP
●10月2日（水）～15日（火） 
●6階エスカレーター横特設会場

「タウン＆レジャー」をコンセプトに
都会でも快適に着られる機能性に優れた
アウトドアウェア＆雑貨を展開。
東海北陸
エリアでは
星ヶ丘三越
限定の
販売会です。



これぞ、北海道。海の幸! 山の幸! スイーツ! が勢ぞろい。

10月2日（水）ー14日（月・祝） 
 8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

日替り弁当
1,080円均一

各日
各50折
限り

※いずれの品もお一人さま2折限り。

毎日がお買得! 
　人気の日替り弁当

! 毎日がお買得! 
　人気の日替り弁当

! 

人気の限定商品を
午後5時からさらにご用意! 

マークが目印です。 

第39回

秋の大北海道展

絶対食べて欲しい！

大北海道展
隠れた一品

バイヤーが
選ぶ

実はこれも
「うまい」

※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。
※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影の
ために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの
節はご容赦ください。※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございます
のでご了承ください。※価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。
イートインなどで飲食をする場合は、標準税率（10％）となります。

星ヶ丘三越 
誕生45周年記念 
特別企画 ＩＤ ： ＠hoshimitsu上記期間中、三越ＳＴＯＲＥアプリで星ヶ丘三越をお気に入り店舗に設定いただいた方、ＬＩＮＥ＠で星ヶ丘三越を友だち追加していただいた方に「秋の大北海道展」でお使いいただける100円

ご優待クーポン券をそれぞれプレゼント! ※1回のお買いあげ税込1,000円以上でご利用いただけます。※三越STOREアプリクーポン、LINE@クーポンの併用には条件がございます。※詳細は係員にお尋ねください。

100円ご優待クーポン券プレゼント ●10月2日（水）～14日（月・祝）〈最終日午後5時終了〉
●8階催物会場特設カウンター

三越STOREアプリ・LINE＠のクーポンは併用可!  
すでに登録・設定されている方にもプレゼント!

星ヶ丘三越初登場

実演

実演

実演

■千歳 morimoto
あすなろファーミングの牛乳を使用し、
ミルク感たっぷりのもりもとこだわりのデニッシュブレッドです。
e牧場のミルクデニッシュ・・・・・・【各日30本限り】1本 1,201円

■札幌 Ｎ・kitchen
wアップルパイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 432円
道産黒毛和牛ミートパイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 648円

■札幌 佃善
eじゃが豚
・・・・・・・12個入 1,080円

■札幌 肴や一蓮蔵
eかにしゅうまい
・・・・・・・・・6個入 1,080円

■札幌 キッチン
　　アクティブ
e坊ちゃんかぼちゃの
グラタン・・・・・1個 864円

■旭川 三葉製菓
eとうきびフレーク
・・・・・・・130g 1,080円

■旭川 イワシタ
r海藻サラダ
・・・・・・・・・・・270g 1,080円

■北斗 橋本食品
eまるごとタコの
ペペロンチーノ
・・・・・・・・・・・100gあたり 861円

■札幌 箱BAY
e牛とろフレーク
【各日100個限り】180ｇ 2,808円
●時鮭とろフレーク
・・・【各日50個限り】130ｇ 2,376円

■札幌 ひまわり屋
q北海道メロンパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 206円
ちくわぱん・・・・・・・1個 292円
●贅沢道産食パン
・・・・【各日12点限り】1個 901円

■共和町 本間製菓
杵つきで生まれる
しっかりとした「歯ごたえ」。
e雷電焼きだんご・・・・・・・・・・・・3本入 261円
●電電ごまだんご・・・・・・・・・・・・5本入 432円

■余市町 余市物産
eまっ赤なほっぺ
1,000ml 700円／1杯 256円

■寿都町 山下水産
e生たき牡蠣甘露煮
・・・100gあたり 1,551円

実演

10/2（水）～8（火）限定販売

まだまだあります! 北海のうまいもの

各日20折限り

■札幌 ばにやん
eかしき弁当

10/2（水）・4（金）・7（月）

■札幌 北海工房
e海鮮華御膳弁当

10/3（木）・6（日）・8（火）

LINE特典あり

LINE特典あり

LINE特典あり

LINE特典あり

LINE特典あり

LINE特典あり■函館 船岡商店
ホクホクとして、淡泊なのに旨みがある、
コスパに優れた一品。
焼いて一味マヨネーズが定番。
q生干しコマイ
・・・450g 1,080円

■利尻 北洋食産
風味豊かな、凝縮した旨味。
残った皮は再度オーブンでカリカリにして2度美味しい。
eほっけ燻製・・・・・・・・・・・・・・・170g 1,080円

■札幌 大金ハム
手ほぐしで丁寧に仕上げた隠れた人気商品。
いわゆる「コンビーフ」のイメージとはひと味もふた味も違います。
おすすめは、卵かけごはんにオン!
eコンビーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30点限り】200g 1,620円

■函館 函館洋菓子 
　　スナッフルス
気になるフレーバーが一箱に入って
食べ比べできるアソートが限定登場。
qキャッチケーキ6種アソート
・・・【各日50箱限り】1箱6個入 1,296円

■留萌 田中青果
三温糖のやさしい甘味はこどもから
大人まで人気の一品。
e胡瓜焼酎漬け・・・・・・1本 195円 10/2（水）～8（火）限定販売

■北見 北見ハッカ通商
北海道産和種ハッカ使用。
ちょうど良い「やさしさ」と
「クール感」。
wメンタブ9g（70粒入） 253円

10/2（水）～8（火）限定販売

■千歳 ミルティーロ
オーガニックブルーベリーを自家栽培しています。
ジェラートはもちろん、ブルーベリーそのものも格別です。
w大粒有機栽培ブルーベリー（冷凍）・・・300g 2,592円

ハイコスパ！

ご飯に合う！

卵かけご飯に合う！

お酒に合う！

食べ比べできる！

バイヤーも箱買い！

素材がグッド！

■函館 沙蘭
eミニステーキ弁当

10/2（水）・4（金）・6（日）

各日20折限り

■札幌 大幸フーズ
伝統製法の鮭は、独特の旨みが自慢。
e北海道産寒風やぐら干し「鮭寿」・・・・・・1切 540円
北海道産いくら醤油漬（白醤油・黒醤油）
・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 各 1,381円

■札幌 大金ハム
こだわりの骨付きハムは厳選した
北海道産豚肉を使用。肉の旨み・
甘みをしっかり感じる逸品。
w骨付きももハム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 810円
●カリカリベーコン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 702円

■函館 すずや食堂
函館朝市のすずや食堂。
海鮮問屋直営だから
素材にこだわります。
wいかめし・・・1個 864円

■美瑛 フェルム 
　　ラ・テール美瑛
濃厚ショコラととろける
練乳ミルク仕立て。
e北海道美瑛ミルクサンド
・・・【100点限り】8枚入 1,080円

■白老町 牛の里
深いコク、まろやかな味わい、
「白老牛」と道内産牛肉で
作った牛肉100％ハンバーグ。
qビーフハンバーグ
・・・・・・・・・110ｇ×4枚 1,080円

■小樽 おたる政寿司
小樽の寿司通りで80年の歴史を重ね、
「おたるの味」を発信し続けています。
自慢の蝦夷前寿司をご賞味ください。

■札幌 海光
r①ずわいがに甲羅盛（ロシアまたはカナダ産） 1個 2,160円
②ししゃも（オス・メス）セット・・・・・・・・・・・・・・・各10尾計20尾 2,160円

■札幌 北海道土産館
qじゃがポックル
【お一人さま5箱限り/
各日300箱限り】
1箱（18g×10袋入） 
・・・・・・・・・・・886円
r北海こがね 
スープカレー味
・・・・・6袋入 648円

■恵庭 まるは製麺所
w札幌 道産粉ラーメン
・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋2食入 651円

■帯広 柳月
r三方六
・・・・・・・・・1箱 680円

■札幌 ISHIYA
r白い恋人
（ホワイト＆ブラック）
24枚入 1,599円

■砂川 北菓楼
e北海道開拓おかき
「枝幸帆立味」
・・・・・・・・・・・・・・・170g 441円

■砂川 北菓楼
q夢不思議
（ジャンボパイシュークリーム）
【各日200箱限り】
・・・・・・1箱3個入 540円
※お一人さま3点限り。
※お並びいただいた順にお買い求め点数を確認
させていただきます。販売は午後3時からとなります。
※整理券の発行はいたしません。

■札幌 鶏屋kenken
e伊達産若鶏半身揚げ
・・・・・・・・・・・・【各日36点限り】1個 1,620円
●塩ザンギ・・・・・・・・・100gあたり 499円

EAT
IN

10/2（水）～8（火）限定販売

10/2（水）～8（火）限定販売

実演
実演

実演

実演

実演

w花園・・・・・1人前 3,960円

10/5（土）限定販売

q特選ちらし
【お一人さま2折限り/
 100折限り】
・・・・・1折 1,080円

■清水町 あすなろファーミング
wベリーベリーパフェ・・・・・・1個 612円
●牧場のソフトクリーム・・・1個 388円

■富良野 中山農園
甘みたっぷりでみずみずしい赤肉メロン。
食べ頃のメロン産地から直送してご提供いたします。
eふらのカットメロン・・・・・・・・・・中玉 1/8カット 358円

星ヶ丘三越初登場

10/2（水）～14（月・祝）
各日午後3時からのお取り寄せ限定販売

バトンクッキー［フロマージュ］・・・25枚入 832円
北海道産のパルメザンチーズとゴーダチーズを
入れたクッキーの片面に、ホワイトチョコレートを
コーティングしました。チーズのコクとチョコレートの
まろやかさがさくさくととけ合います。

ポテトチップチョコレート［新じゃが］・・・190g 778円
ロイズの工場がある北海道当別町で、今年収穫した
新じゃがを使用。ポテトチップの片面に、じゃがいもの
味がより引き立つ口どけの良いまろやかな
チョコレートをコーティングしました。

生チョコレート［栗］・・・・・・・・・・・・・・・20粒入 778円
まろやかなコクのある栗独特の味わいが、
ミルクチョコレートとの出会いでより洗練された
おいしさに。隠し味に、甘く香るラム酒と
ブランデーを入れました。

生チョコレート［ジャンドゥーヤ］ 20粒入 778円
ヘーゼルナッツとアーモンドのペーストを練り
込んだ、香ばしいチョコレート「ジャンドゥーヤ」を
生チョコレートにしました。風味付けには、
くるみとヘーゼルナッツのリキュールをブレンド。

■帯広 六花亭
q①マルセイバターサンド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・5個入 651円
②ストロベリーチョコ
（ホワイト）・・・・・・・・・1箱 630円

7階で
開催!

北の
ふるさと
工芸まつり
●10月2日（水）～8日（火） 
●7階リビングステージ
〈最終日午後5時終了〉

第1弾
■札幌 海光
r刺身用帆立貝柱（冷凍）
・・・【100点限り】300g 1,080円

■函館 船岡商店
w北海のみそ漬け
5点盛り（北海道製）
【100セット限り】
・・・1セット 1,080円

■利尻郡 北洋食産
e利尻昆布蔵籠り
・・・【30点限り】250g 3,240円
●北海道産干したこ
・・・【30点限り】200g 2,160円

■苫小牧 小沼商店
eおかかだもん
・・・【50点限り】100g 756円

■寿都町 山下水産
w生たきしらす佃煮
  【50点限り】
  ・・・200g 1,151円

■清水町 あすなろファーミング
e①手造りバター
・・・・・・・・・・・・【50点限り】160g 1,080円
②冷凍ハスカップ
・・・・・・・・・・・・【50点限り】500g 2,160円

■函館 三浦商店
e函館南芽部産
徳用真昆布
【100点限り】
200g 1,080円

■函館 船岡商店
wほっけ切り落とし（ロシア産）
・・・【30点限り】500g 1,296円

■札幌 シーフード
ファクトリー北海道
qえびたっぷりグラタン
【100点限り】1個 881円

10/2（水）～4（金）限定販売

■帯広 宇野フーズ
w天然干帆立貝柱・・・・・・70g 1,350円
●やわらかい早煮真昆布 200g 864円
●天然日高昆布切り出し 200g 864円
●がごめ入とろろ昆布・・・・・・90g 864円
【いずれも各日50点限り】

10/2（水）～4（金）限定販売

■札幌 円山企画
q藤岡孝一作 
ドングリカヌー
【3点限り】27,500円 
エリマキ材、
横13×高さ8㎝

■小樽 
染織アトリエ
Kazu
qウールコクーン
チュニック
【各色6点限り】
・・・・・・20,350円 
毛100％、Ｍ～Ｌ
※手染めのため
　すべて色合いが
　異なります。

■札幌 ブロンジェル
wバッグ
・・・【1点限り】71,500円 
牛革、W30×H30×D8㎝

■札幌 Blueish
qニット
ロングネックレス
【1点限り】
・・・・・・14,850円 
毛、金具：真鍮、
長さ約131㎝

■千歳 北海道純馬油本舗
w①馬油スペシャル3点セット・・・・・・・・12,650円 
美容液30mL・馬油65g・化粧水150mL
②驫潤プレミアム馬プラセンタカプセル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円 1袋30粒入

■札幌 大幸フーズ
e紅鮭切身（ロシア産）
【200パック限り】1パック5切 1,080円

①

①

①

①

②

②

②

②

■函館 布目
　手造りいか塩辛
・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 648円
q

10月2日（水）オープニングサービス ＆ 特別提供品 ※いずれの品もお一人さま2点限り。

実演

■札幌 コロポックル
北海道では定番おかずの「ホッケフライ」。
外サク中フワで程よい脂がたまらない。
食べやすくスティック状に仕上げたので、
軽いつまみにもピッタリ。

北海道定番おかず！

rほっけスティック
・・・・・・・・・・・・5本 540円


