
【とみたメロンハウス】空知郡中富良野町
　こだわりメロンソフト（1本）

【養老牛山本牧場】標津郡中標津町
　放牧牛乳ソフト（リタル珈琲焙煎キリマンジャロミックス／1本）
【町村農場】江別市篠津
　牧場ミルクソフトクリーム（1本）

【牧家】伊達市乾町
　牧家の杏仁豆腐 夏みかんと
柚子のシロップ（1個・520ｇ）

【スイートオーケストラ】札幌市白石区
　おもっちーず（6個入）

【七福本店】札幌市豊平区
　ふわっふわ生クリーム大福 
北海道産スイートポテト（1個）

【ホリ】砂川市西1条北
　北海道果実ゼリーセット
（夕張メロン・余市のぶどう・余市の洋なし／
80ｇ×3種）

【札幌蟹販】札幌市清田区
　冷凍ずわいがに（1パイ・約600g
前後）

【炭や】旭川市永山
　塩ホルモン お徳用
（380ｇ）

【札幌 プティ ドーナツ】
札幌市中央区
　プティドーナツ オールミックス
（1箱・32個入）

【炭や】旭川市永山
　炭や 塩ホルモン（210ｇ）

【丸大大槻水産】北斗市七重浜
　いかうに合え（150ｇ）

【旭川駅立売商会】
　海鮮四点盛弁当（1折）

【肴や一蓮蔵】
　ボタン蝦海鮮六種盛り弁当（1折）

【やきにくれすとらん沙蘭】
　牛ステーキとハンバーグミニ弁当（1折）

【札幌蟹工船】 　かに弁当（1折）

【清月】北見市北1条西
　赤いサイロ（1箱・5個入）

【ベイクド・アルル】江別市上江別
　アルルのでっかいシュー（1個）

【おとうふ店めめ】札幌市中央区
　めめおやき 栗（1個）

【掛村】
帯広市西1条

　バラ・ロース
盛り合わせ豚丼（1折）

【コクミンショクドウ】
札幌市北区

　なま味醤油らーめん
（1杯）

【とみたメロンハウス】空知郡中富良野町
　プレミアムメロンパン（1個）

【札幌スイーツ
セルクル】
札幌市中央区

　シューセルクル
（1個）

【クランベリー】帯広市西2条
　スイートポテト（1本単位の量り売り／100ｇ当たり）

【なると屋】小樽市新光
　若鶏半身揚げ（1個）

2週目からも北海道の味がぞくぞく登場！ 人気の味を食卓に！北の恵みのおいしさを多彩にお届け。

白ワイン蒸し・岩のりクリーム・いくらのせの3種を食べ比べ！

北海道ならではの素材を厳選！なごみのスウィーツは絶対食べたいおいしさ揃い。

メロンクリームをふわふわのパン生地で包み、
チョコとキャラメルクランチをトッピング。

北海道産原料
100％で、逆さに
しても落ちない
ほど粘性の高い
クリームが特徴。

話題のご当地銘菓！

醤油の香りを生かした
絶品鶏スープ！

【共成食品】小樽市有幌町
●日高みついし昆布（150ｇ）

●利尻昆布（150ｇ）

●羅臼昆布（150ｇ）
【山田物産】釧路郡釧路町

【小樽いちふじ柴田商店】
小樽市花園

●男爵いも（600g）
●インカのめざめ（500g）
●北あかり（600g）
●かぼちゃ（1カット）
●土付ごぼう（1袋）
●玉ねぎ（1パック）
●さらさらレッド（1パック）

【はこだてわいん】
　　香り仕込みキャンベル
アーリー スパークリング　 
（赤・やや甘口／７2０㎖）

　北海道100 ピノ・ノアール
（赤・ミディアム／７2０㎖）

　〈島川製菓〉北海道ミルクカステーラ
（10本入・1袋）

●〈JAふらの〉ふらのっち うす塩（60ｇ）

●〈長沼ジンギスカン〉
長沼ラム味付ジンギスカン（500ｇ）

あす
販売！
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出店！

か
ら

北のフリーマーケット

北海道産の牡蠣とワインに舌つづみ！
8階スカイドームにBALが登場！

【農研百姓塾】苫小牧市明徳町
●北海道産じゃがいもグラタン（250g）

【山田物産】釧路郡釧路町
●釧路とろろ昆布（170ｇ）

【共成食品】小樽市有幌町
●日高昆布（150ｇ）

【肴や一蓮蔵】札幌市中央区
　あわびとボタン蝦の
海鮮贅沢弁当（1折）

【札幌蟹工船】札幌市清田区
　かに炊込みごはんの
焼きがに弁当（1折）

【すし処雑魚亭】函館市松風町
　海薫（1折）

【いかめし
阿部商店】
茅部郡森町

　いかめし（1折）

松山～札幌（直行便）往復航空券を
クイズ正解者の中から抽選で 2名様
に進呈いたします。

答えの番号と住所・氏名・年齢・電話番号をはがきにご記入のうえ、下記の
宛先までお送りください。

北海道アンケートにお答えいただいた方にキュンちゃん
オリジナルグッズをプレゼント。 ※なくなり次第終了させていただきます。
さらに抽選で北海道特産品セットが当たります。

■締め切り：10月30日（火） 当日消印有効
※お預かりした個人情報は今回の抽選と発送にのみ利用させていただきます。

【宛先】〒790-8587 松山市湊町5丁目1-1
いよてつ髙島屋 「第48回北海道の物産と観光展」北海道空の旅ご招待クイズ係 宛

北海道主催のいよてつ髙島屋「北海道の物産と観光展」
は今年で何回目でしょう？

エゾナキウサギの
「キュンちゃん」に
会いに来てね。

北海道観光PRキャラクター

　バルざんぎ（100g）

【bistecca 肉bal+36】札幌市中央区
　北海道産牡蠣の食べ比べ
3種セット（1セット）

【石屋製菓】札幌市西区
　白い恋人（ホワイト・18枚入）

【六花亭】帯広市西2条
　　マルセイバターサンド
（1箱・5個入）

【農研百姓塾】苫小牧市明徳町
　北海道産 フィレジャーキー
（100ｇ当たり）

【竹田食品】函館市浅野町
　北海道産たこの華甘酢漬
（100ｇ）

【オクタゴン】小樽市堺町
　道産粉ドーナツ（1個）

【佐藤水産】石狩市新港東
　帆立入鮭ルイベ漬（150ｇ）

【ミセス.ニューヨーク】札幌市豊平区
　トリプルチーズオムレット 
キャラメルナッツ（1個）

【小樽洋菓子舗ルタオ】小樽市堺町
　サブレサンドフロマージュ
（4個入）

　　メロ～ンなブラック
サンダー（12袋）
　ハッピーターン 
夕張メロン（20袋）
　ベビースターRICH
贅沢濃厚北海道
チーズ味（20ｇ×6袋）

【北海道観光
物産興社】
札幌市白石区

【すし処雑魚亭】 　海月（1折）

おいしいもの
いっぱいの北海道展！
dポイントを
つかって楽しい
お買物

【オクタゴン】小樽市堺町
　くりりんかぼちゃソフトクリーム（1本）

【北菓楼】砂川市西1条北
　北海道開拓おかき
（　 白老虎杖浜たらこ・　 枝幸帆立・
　 増毛甘エビ／170ｇ）
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A
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A
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※お一人様1箱限り

【おおともチーズ工房】
厚岸郡浜中町

　チーズ工房のピザ とまと
マルゲリ－タ（1枚）

【ロイズ】札幌市北区
　　生チョコレート（アイラウイスキー（ポートシャーロット）／20粒）
　ロイズオリジンチョコレート（カカオ70％／4種各5枚入）

●どさんこ味噌らーめん
（1杯）

A B C

A

【北海道ワイン】小樽市
　葡萄作りの匠 北島秀樹
ケルナー（白・辛口／７2０㎖）
C

B

【おとうふ店めめ】札幌市中央区
　めめおやき サービスパック
（6種類各1個入） 〈50パック限り〉

〈150個限り〉

〈50袋限り〉〈50パイ限り〉

〈100袋限り〉 〈100袋限り〉

【北の香り】
稚内市
　稚内ラーメン 北の香り
（1袋130ｇ×2食入）

【いしみず商店】
札幌市東区
　山わさび醤油漬（180ｇ） 〈1日50折限り〉

北海道展
特別
企画品

新商品

美冬（みふゆ）抹茶（6個入） 　マルセイバターケーキ
（1箱・5個入）

【町村農場】江別市篠津
　　町村バター 発酵加塩
（1缶200ｇ）

　町村特選牛乳（1本900㎖）

実演

実演

実演

〈全日空〉北海道空の旅ご招待クイズ

※協賛／

①15回 ②32回 ③48回問題

創業当時から
　　変わらぬ小樽伝統の
　　　　味は、食欲をそそる
　　　　　あっさり塩味。

【TKSタングロン】札幌市厚別区
　発酵ハスカップ 果肉入り
（500ｇ）

●清涼飲料水 ハスカップ（570㎖）

亀田郡
七飯町

※お一人様1パイ限り ※お一人様2パックまで

【札幌 豊平館厨房】
　豊平館ステーキ弁当（1折）

17日（水）日替り奉仕品あす

初登場

初登場

初登場

1,080円均一おトク弁当1,080円均一おトク弁当
豪華食材を使用した6店舗のお買得な弁当!

※いずれも1日30折限り
実演

※お一人様1折限り

北海道展
特別企画品

※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。 ※写真は調理・盛り付けの一例です。 ※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。 ※天候・交通事情等により、販売開始時刻が遅れたり、販売を中止する場合もございます。 ※価格は消費税を含 む総額にて表示しております。 ※未成年者の飲酒は法律で禁じられております。【酒類販売管理者標識（2018年10月時点）】販売場の名称及び所在地：株式会社伊予鉄髙島屋 松山市湊町5丁目1番地1、酒類販売管理者の氏名：和田佳代子、酒類販売管理研修受講年月日：平成
29年9月19日、次回研修の受講期限：平成３２年9月18日、研修実施団体名：松山小売酒販組合

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

できたてを味わうイートイン

メロン くりりん
かぼちゃ ミルクコーヒー

■午前10時～午後7時30分
 （オーダーストップ午後7時）
※23日（火）午後6時閉場（オーダーストップ午後5時30分）
最終日は午後4時30分閉場（オーダーストップ午後4時）

実演

【和どう】小樽市色内
　道産子団子（1個）

●富良野ワイン（白・1杯）

北海道展
特別
企画品

北海道展
特別
企画品

北海道展
特別
企画品

【佃善】札幌市手稲区
　じゃが豚ちーず（12個入）

【うすだ】根室市花園町
　カニ棒焼売（5本入）

新商品

新商品

実演

実演 実演

実演 実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演

実演
実演

新商品

新商品

新商品

新商品

新商品

新商品
新商品

新商品

【スイートオーケストラ】札幌市白石区
　煉瓦のかけら（1パック200ｇ）

〈100パック限り〉


