
北の幸弁当
（1折）……………税込1,803円
海鮮ちらし
（1折）……………税込1,728円

【北の味処 多聞天】 札幌市

実　演

【ロイズ】札幌市 

※写真は（ココナッツ）です。

※写真は（オリジナル）です。

※写真は（抹茶）です。

とうきびチョコ
（プレーン・ハイミルク・夕張メロン・プレミアム
 キャラメル）
（各10本入）…………………（各）税込381円

【ホリ】 砂川市

くるみ餅、胡麻餅
（各１本）…………………………（各）税込121円
【ホリ】 砂川市 北海道開拓おかき

（えりも昆布・函館イカ・標津秋鮭・枝幸帆立・
増毛甘エビ・白糠柳だこ・白老虎杖浜たらこ）

（各170ｇ）…………………（各）税込471円

【北菓楼】 砂川市
じゃがいもコロコロ
（塩・山わさび・行者にんにく・チーズ・北海道ごぼう・
焼きとうきび・バターしょうゆ・）
（各170ｇ）……………… （各）税込441円

 砂川市【ホリ】 砂川市

いかめし
（2尾パック）
…………………………………税込750円
いかめし
（2尾パック）
…………………………………税込750円

【函館 マルナマ食品】 函館市【函館 マルナマ食品】 函館市

ひこま豚しゅうまい（10個入）……………………税込1,620円ひこま豚しゅうまい（10個入）……………………税込1,620円
【ひこま豚しゅうまい】 小樽市【ひこま豚しゅうまい】 小樽市

じゃがぽぉ（スープ付）（13個入）…………………税込1,200円じゃがぽぉ（スープ付）（13個入）…………………税込1,200円
【札幌五洋物産】 札幌市【札幌五洋物産】 札幌市

行者にんにくまんじゅう （12個入）………税込1,555円行者にんにくまんじゅう （12個入）………税込1,555円
【小樽飯櫃】 小樽市【小樽飯櫃】 小樽市

【キョクトー】
 旭川市
白いとうもろこし
（ピュアホワイト）
（レトルト1本）

……………………税込411円
インカのめざめ
（レトルト1袋200g）

…………………税込303円

おもっちーず
（6個入）……………………税込1,059円

おもっちーずしょこら
（6個入）……………………税込1,059円

おもっちーず夕張メロン
（6個入）……………………税込1,059円

おもっちーずいちごバター
（6個入）……………………税込1,059円

バスクチーズケーキ
（1個）

…………………………………税込1,458円

北海道
スイートポテト
（300g）

…………………………税込1,188円

クリーム
あんドーナツ
（3個入）

…………………税込510円

※写真は（オランジュ）です。

※写真は（ミルク）です。

【ヘーゼルカカオ】

【ココナッツ】

【マイルドビター】

【クリーミーミルク&ホワイト】

【スイート&ミルク】

【オリジナル】

【オランジュ】

北海道ハヤキタファクトリー
行者ニンニク入りソーセージ
（205ｇ）

……………………税込1,296円

【春雪さぶーる】 札幌市

北海道ハヤキタファクトリー
ベーコン
（380ｇ）

……………………税込2,592円
牧家のミルククレープハーフ
（19㎝の1/2）

…………………………………………税込1,782円
牧家の杏仁豆腐
（125ｇ）……………………………税込378円

牧家の白いプリン
（2個入160ｇ）………………………税込486円

飲むヨーグルトプレーン
（200g）

………税込281円 （500g）
………税込562円

バナナラッシー
（200g）

………税込314円 （500g）
………税込670円

モモベリーラッシー
（200g）

………税込314円 （500g）
………税込670円

海藻サラダ海藻サラダ
【イワシタ】 旭川市

（270ｇ）………………税込1,080円 ミックスサラダミックスサラダ
【イワシタ】 旭川市

（130ｇ）………………税込1,080円

ハッカ飴ハッカ飴
【北見ハッカ通商】 北見市

（270ｇ）…………………………………税込411円（270ｇ）…………………………………税込411円

黒豆茶
【北のまめ屋祝黒本舗】 厚真町

（80ｇあたり）……………税込648円
きなこねじり
（希少糖入）
（160ｇ）…………………税込454円

【チンミ産業】
数の子松前漬数の子松前漬
（200ｇ）

………………………………税込1,080円

【チンミ産業】
朝とれいか塩辛朝とれいか塩辛
（230ｇ）

………………………………税込1,080円

【チンミ産業】
まるごとたこのペペロンチーノまるごとたこのペペロンチーノ
（120ｇ）

………………………………税込1,080円

海鮮トマトソースピザ　海鮮トマトソースピザ　
（250ｇ）

…………………………税込1,481円

（75ｇ）…………………税込1,296円
漁師の力めし
【木の屋】 小樽市

（160ｇ）…………………税込1,296円
日高昆布ちりめん
【木の屋】 小樽市

【オーレ】

【白桃】

霜だたみ（5個入）…税込700円霜だたみ（5個入）…税込700円

（12枚入）
………………………………税込641円
マルセイビスケット

（5個入）

… 税込700円
（10個入）

税込1,400円

マルセイバターサンド
（5個入）

…… 税込731円

マルセイ
バターケーキ

六花セレクト
（7個入）

………………………………… 税込970円

※写真は（オーレ）です。

ドゥーブルフロマージュ
（1個）

…………………………………………税込1,836円
小樽色内通りフロマージュ
（1個）

……………………………………………………税込972円
宇治抹茶ミルクドゥーブル
（1個）

…………………………………………税込1,836円
ショコラドゥーブル
（1個）

…………………………………………税込1,836円

札幌カタラーナ
キャラメルマキアート
（1個）

………………税込1,296円

札幌カタラーナ
Wチーズ（レモン）
（1個）

………………税込1,404円

札幌カタラーナ
Wチーズ（レモン）
（1個）

………………税込1,404円

①ハッカ油スプレー①ハッカ油スプレー
（10㎖）……………………………税込1,080円
②ミントシャワー②ミントシャワー
（300㎖）…………………………税込1,188円

【小樽洋菓子舗ルタオ】 小樽市

【スイートオーケストラ】 札幌市

【六花亭】 帯広市

【柳月】 帯広市

白い恋人
（12枚入）

…… 税込864円

白い恋人ホワイト
チョコレートプリン
（3個入）…………………………税込1,080円

【ISHIYA】 札幌市

【牧家/Bocca】 伊達市

三方六（1本）………… 税込680円三方六メープル（1本） 税込720円

あんバタサン
（4個入）……………………… 税込600円

ランバジャ（8枚入）…税込600円

北海道産
牛一頭食い
ステーキ弁当
（1折）
…………税込2,430円

北海道産
牛一頭食い
ステーキ弁当
（1折）
…………税込2,430円

【金獅子のヤキニク】
札幌市

実　演 各日50

牛赤身ステーキ&
金獅子ハンバーグ
（1折）…税込1,080円

【金獅子のヤキニク】
札幌市

実　演 各日30

実　演

実　演

実　演

多聞御殿弁当
（1折）……………………税込2,160円
【北の味処 多聞天】 札幌市

実　演

生チョコレート
（オーレ・シャンパン ピエール ミニョン・マイルドミルク・ホワイト・ビター・
ガーナビター・抹茶・　　　　　   白桃）
（各20粒）…………………………………………………………………………（各）税込778円

ポテトチップチョコレート
（オリジナル・フロマージュブラン・キャラメル・マイルドビター）

（各190ｇ）……………………………………（各）税込778円

ピュアチョコレート
（クリーミーミルク&ホワイト、スイート&ミルク）

（2種 計40枚）………………………………………………（各）税込778円

板チョコレート
（ミルク・ブラック・ホワイト・
クリーミーミルク・ラムレーズン）

（各1枚）（各）税込432円

板チョコレート
（アーモンド入り・
アーモンド入りビター）

（各1枚）（各）税込486円
ナッティバーチョコレート

（6本）……………………………………… 税込648円

プラフィーユショコラ
（オランジュ・
ベリーキューブ）
（各30枚）

……（各）税込778円

ポップコーンチョコレート
（オリジナル）
（130g入）………………… 税込594円

チョコレートウエハース
（ヘーゼルクリーム）

（12個入）…税込778円
ピスタチオクランチ
チョコレート
（130g入・個包装込み）…………………税込864円

ピスタチオチョコレート
（130g）…………………………………… 税込994円

ロイズアールショコラ
（4種詰合せ）
（4種計20個）………………税込821円

ポテチクランチチョコレート

（180g入・個包装込み）  税込778円
ポテごまクッキー
（15枚）…………………………税込594円

バトンクッキー
（ヘーゼルカカオ・ココナッツ）
（各25枚）…………………（各）税込778円

バトンクッキー
（抹茶・フロマージュ）
（各25枚）…………………………………（各）税込832円

【抹茶】

【フロマージュ】

期間限定販売商品

【サッポロビール】 札幌市
サッポロ クラシックビール
（350㎖×24）

………………………… 税込5,544円
（500㎖×24）

………………………… 税込7,366円

20歳未満の方の飲酒は、
法律で禁止されています。お酒コーナー

最終日午後5時終了4階催場
5月 5月12 18木 水

日 日
※一部の写真はイメージです。　 ※一部商品につきましては数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さいませ。
※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、商品の入荷・販売が遅れる場合がございます。

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催事の中止や内容変更となる場合がございます。また、会場内での試食はございません。
●催場の入場者数が多数の場合、入場制限を行う場合がございます。

会場入口での検温
にご協力ください。

アルコール消毒にて
手指の消毒をお願
いします。　

入店時にはマスク
着用をお願いします。

℃ 体調がすぐれない場合や
発熱のある場合などはご
来店をお控えください。

<お客様へお願い><お客様へお願い>

かご盛レアチーズケーキ（1個）…………………………………税込1,188円　

（100ｇあたり）
……………………………………………………税込1,080円
トラウトサーモン切落とし
【王子サーモン】 苫小牧市

灯台つぶ貝 やわらか煮
【山下水産】 寿都町

（100gあたり）
……………………………………………………税込1,380円

日高カットだし昆布
【イケワキ】 

（原料原産地名：日高沖産）（200g）
……………………………………………………税込1,296円

厚葉根昆布
【イケワキ】 

（原料原産地名：釧路沖産）（270g）
……………………………………………………税込1,296円

羅臼昆布
【イケワキ】 

（原料原産地名：羅臼沖産）（180g）
……………………………………………………税込2,700円

【山下水産】 寿都町
ピリ辛帆立
（100gあたり）

…………………………………………………………税込980円

北海道二夜干し
ラーメン
（旭川醤油）（1袋）

……税込108円

北海道二夜干し
ラーメン
（函館塩）（1袋）

……税込108円

北海道二夜干し
ラーメン
（札幌味噌）（1袋）

……税込108円

旭川ガラ味ラーメン 3袋1組
（醤油・味噌・塩）（2食入）

…………………………………………税込551円

北海道二夜干し
ラーメン
（釧路醤油）（1袋）

……税込108円
トモエ
日高昆布だし
（1Ｌ）

……………税込701円

ボイルたらばがに脚（カット）
（原産国名：ロシア）（300g）

………………………………………………………………税込3,996円

氷塩熟成 秋鮭 
（原料原産地名：北海道）（半身1枚）

…………………………………………………………………税込1,350円

北海道産帆立貝柱（生・冷凍）
（300g）

…………………………………………………………………税込1,400円

よつ葉カルトンバター 加塩
（150g）

………………………………………税込331円
よつ葉カルトンバター 食塩不使用
（150g）

………………………………………税込341円

よつ葉パンにおいしい
よつ葉バター2個1組
（100g×2）

…………………………税込584円

北海道産ほたて貝柱水煮
割肉3缶ネット入
（40g×3）

…………………………税込1,188円

クリームコーン
缶詰 2缶1組
（435g×2）

……………………………………………税込401円

味付帆立貝柱
（120g）

………………………………………………………………税込1,080円
しその実じゃこ
（150g）

……………………………………………………………………税込540円

山形屋限定いくら醤油漬
（原料原産地名：北海道）（150g）

………………………………………………………………税込2,500円

真ほっけ開き
（原料原産地名：北海道）（1枚）

………………………………………………………………………税込810円

北海道産 紅ずわいかにフレーク
3缶ネット入り
（45ｇ×3缶）

………………………………………税込1,080円

<佐藤水産> 鮭ルイベ漬
（原料原産地名：北海道）（150g）

………………………………………………………………税込1,296円

昆鰹たらこ（切小）
（原料原産地名：ロシア又はアメリカ）（250g）

………………………………………………………………税込1,080円

……………………………………………税込324円
片栗粉3袋1組
（300ｇ×3）

各日
50

各日
50

各日
30

②酸化防止剤無添加
　ワイン&ブルーべリー
（赤・甘口、720㎖）
 ………………………………… 税込880円

【はこだてわいん】 函館市
①スイートロゼ
（甘口、720㎖）

 …………………………… 税込1,000円

限定
各36

各日
50

各日
50

各日
50

各日
100

各日
50

各日
100

おつまみ珍味 2袋
（函館こがね45g、炙りチーズいか70g）

……………税込1,080円

各日
30

① ②

北海道
物産展

第15回

初夏の
川内山形屋

季節限定商品

三方六抹茶
（1本）………………………… 税込760円
三方六抹茶
（1本）………………………… 税込760円

六花の森
（12個入）

税込381円

札幌カタラーナ いちごみるく
（1個）

……………………………………税込1,566円

【みれい菓】 札幌市 

バスクチーズケーキとろ生ショコラ
（1個）…………………………………………………………………………税込1,620円

札幌カタラーナL
（1個）……税込1,188円

札幌カタラーナリンゴと桃
（1個）………………税込1,566円
札幌カタラーナリンゴと桃
（1個）………………税込1,566円

北海道産鶏もも肉
れんこん挟み揚げ

【居酒屋革命笑蔵】 函館市

（100gあたり）
……………………………………………税込486円

かにみその旨味がギュッと
つまったカニグラタン　
かにみその旨味がギュッと
つまったカニグラタン　

（250ｇ）…………………………税込981円

【シーフードファクトリー北海道】
 札幌市

チーズフォンデュコロッケ
【サンマルコ食品】 札幌市

（1個）
……………………………………………………………税込280円

北海道産鶏もも肉
ザンギ塩味

【居酒屋革命笑蔵】 函館市

（100gあたり）
……………………………………税込486円

【シーフードファクトリー北海道】 
札幌市

カキとマッシュルームのグラタン　カキとマッシュルームのグラタン　
（210ｇ）…………………………………税込1,181円

①

②


