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見て鮮やか、食して満足．．．
｢海の幸｣贅沢三昧。
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魚　
　

卵②たら子・いくら醤油
5,500円

4991064019328
（冷凍60日）

⑳北の味詰合
10,000円

4991064019458
（冷凍60日）

① 紅鮭姿切（1尾）

時価
--

② 新巻鮭（1尾）

時価
--

③ 毛ガニ（1尾）

時価
--

④たらばがに（1尾）

時価
--

⑮宴の彩(4F5)　5,000円

㉞えぞからすみ（1本） 670円

⑱ 宴の彩(新4P)

5,000円
4991064088256

（冷凍60日）

⑯ 宴の彩(5F5 SVM)

6,500円
4991064043286 

（冷凍60日）

⑰ 宴の彩(6F10)

10,000円
4991064019229 

（冷凍60日）

⑲ 親子詰合せ 宴
（P5A） 5,000円

4991064087952 
（冷凍60日）

⑩ 雄武漁組 雄武産 めじか
鮭切身（1尾） 時価
4530615228019

（冷凍90日）

⑪ 雄武漁組 雄武産 秋鮭
姿切身（1尾）時価

--
（冷凍90日）

⑫ 雄武産　寒風干し
鮭姿切（1尾） 時価
4580214022426 

（冷凍90日）

㉔魚貝粕漬 角箱
5,500円

4991064019014
（冷蔵26日）

㉕魚貝粕漬 角箱
10,000円

4991064019021
（冷蔵26日）

㉖魚貝粕漬 角箱
12,000円

4991064019038
（冷蔵26日）

㉒ 親子粕漬 角箱
7,000円

4991064019090
（冷蔵26日）

⑦函館心づくし
6,000円

--
（冷凍90日）

㉓ 紅鮭粕漬 角箱
3,500円

4991064019052
（冷蔵26日）

⑤函館 海鮮グルメセット
6,500円

--
（冷凍60日）

⑥函館物語
6,000円

--
（冷凍90日）

㉑ 魚卵3点（いくら・たらこ・味数）

5,000円
4991064084661

（冷凍60日）

㉙筋子（1本）

5,000円
4991064017065

（冷凍60日）

①筋子（2本）

8,000円
4991064017027

（冷凍60日）

③筋子・たらこ（1箱）

6,500円
4991064017157

（冷凍60日）

④筋子・味付数の子
（1箱）6,500円

4991064017256
（冷凍60日）

⑬山の中村  いかの粕漬
（10尾） 6,000円
4907815000132

（冷凍90日）1c/s5

⑦カネト たらこわさび漬
1,200円

4920271112003
（冷凍365日）1c/s30

⑭堀内 海鮮マリネ詰合せ
5,000円

--
（冷凍60日）

⑮ やまじょう 粒うに一夜漬
（1本）3,800円

--
（冷凍90日）

⑧ 不二屋 紅鮭切身
400円

4991064088669
（冷凍60日）

⑨ 不二屋 紅鮭粕漬 袋 
770円

4991064089345
（冷凍60日）

⑩北の旬撰 紅鮭切身
（5切） 1,150円

4991064089550
（冷凍90日）

⑪北の旬撰 紅鮭粕漬
（5切） 1,250円

4991064089536
（冷凍90日）

⑫東豊 鮭切身 西京 
（4枚）1,350円

4946573008882
（冷凍90日）1c/s20

⑬ 紅鮭・筋子・味付け
数の子（1箱）5,000円

4991064019519
（冷凍60日）

⑭ 紅鮭・筋子・味付け
数の子（1箱）8,000円

4991064019526
（冷凍60日）

⑯ 利尻漁協 一夜漬粒うに
（2本）6,500円

--
（冷凍90日）

㉞ 雄武漁組 いくら醤油漬
時価

（冷凍90日）1c/s20

㉕冷凍いくら醤油漬
（3本入）時価

（冷凍60日）

㉘冷凍いくら醤油漬
（ミニ）1,300円

4991064089611
（冷蔵12日）

㉗冷凍いくら醤油漬Pカップ
（大）時価

4991064043217
（冷凍60日）

㉘たらこ（1箱）

5,000円
4991064017096

（冷凍60日）

㉗たらこ（1箱）

3,000円
4991064017973

（冷凍60日）

⑥函館タナベの明太子
（120g）1,200円

4582197742575
（冷凍90日）1c/s40

⑤ 函館タナベのたらこ
（120g）1,200円

4582197742537
（冷凍90日）1c/s40

⑲ 粒うに・いくら醤油漬
詰合（2本）時価

（冷凍60日）

⑳ 粒うに・いくら醤油漬
詰合（3本）時価

（冷凍60日）

⑧ 薄口醤油仕立味付
数の子（1箱）5,000円

4991064019243
（冷凍90日）

⑨ 雄武漁組 冷凍毛がに
（2尾）時価

--
（冷凍60日）

㉙いくら醤油漬（1箱）

時価
4991064043118

（冷蔵12日）

⑰ 不二屋 粒うに一夜漬
（1本）3,800円

4991064024193
（冷凍90日）1c/s35

⑱ 不二屋 粒うにー夜漬詰合
（2本）8,000円

（冷凍90日）

㉑ 粒うに（50g）

1,100円
4991064043521

（常温120日）1c/s50

㉒ 粒うに甘造り（45g）

1,600円
4991064043538

（冷蔵180日）

㉓うに醤（60g）

1,100円
4991064083251

（冷蔵60日）1c/s35

㉔えぞからすみ
（1本） 670円

4991064909629
（常温180日）

㉚いくら醤油漬（1箱）

時価
4991064028825

（冷蔵12日）

㉛いくら醤油漬
（1カップ）時価

4991064042418
（冷蔵12日）

㉜いくら醤油漬（1瓶）

時価
4991064073054

（冷蔵12日）

㉝いくら醤油漬（1瓶）

時価
4991064043057

（冷蔵12日）

--

--

--

--

--4991064019205
（冷凍60日）

㉖冷凍いくら丼
時価

4991064010158
（冷凍60日）
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⑲ 海の四季昆布巻セット
（5本入）3,000円

4972245033043
（常温90日）1c/s10 

⑳昆布巻セット
（3本入）1,700円

4967915006342
（常温180日）1c/s20 

㉑ 紅鮭昆布巻き
（850g）2,600円

4966701000533
（常温730日）1c/s15

㉒ 紅鮭昆布巻き
（300g）1,300円

4966701000199
（常温730日）1c/s24

㉓ 紅鮭太巻　
（3本）1,200円

4960864001062
（常温90日）1c/s20 

㉔  紅鮭巻　
（3本）420円

4900351001045
（常温180日）1c/s60 

㉕にしんソーラン巻
（3本）400円

4900351001014
（常温180日）1c/s60 

㉖ そうべい 帆立ステーキ
1,200円

4950041210080
（冷凍90日）1c/s40 

①日高昆布（3本）

1,000円
4571222523340
（常温365日）1c/s40

⑦ 春採り棹前早煮昆布 
（5本）1,100円

4571390840041
（常温365日）1c/s20

⑧歯舞産厚葉根昆布
（500g）1,500円

4571390840232
（常温365日）1c/s20

②日高昆布（4本）

1,000円
4571222523357
（常温365日）1c/s32

③ 棹前早煮昆布
（200g）1,000円

4571390840027
（常温365日）1c/s20

⑤ 棹前早煮昆布
（4本）1,000円

4571390841079
（常温365日）1c/s42

⑥ 棹前早煮昆布
（5本）1,000円

4571390840058
（常温365日）1c/s30

④ 猫足根昆布（200g）

1,000円
4571390840065
（常温365日）1c/s20

⑨ 利尻昆布（1箱）

5,000円
4991064031092

（常温365日）

⑩ 利尻昆布（1箱）

3,000円
4991064031085

（常温365日）

⑪ 利尻昆布（1袋）

2,000円
4991064031146

（常温365日）

⑫ 利尻昆布（1袋）

1,000円
4991064031122

（常温365日）

⑬ 利尻根昆布（1袋）

1,000円
4991064031153

（常温365日）

⑮日高昆布（1箱）

5,000円
4991064031047

（常温365日）

⑭ 羅臼昆布 袋入
１,000円

4991064031665
（常温365日）

⑯日高昆布（1箱）

3,000円
4991064031030

（常温365日）

⑱日高昆布（1袋）

1,000円
4991064031061

（常温365日）

⑰日高昆布（1袋）

1,500円
4991064031078

（常温365日）

⑲日高・利尻昆布詰合
（2袋）5,000円

4991064043002
（常温365日）

⑳日高・利尻昆布詰合
（2袋）3,000円

4991064083800
（常温365日）

㉑尾札部昆布（1袋）

１,000円
4991064018697

（常温365日）

㉝尾札部おさしみ昆布
500円

4991064032105
（常温365日）

㉒真こんぶ（300g）

1,200円
4986273101339
（常温365日）1c/s20

㉕がごめ入り細切昆布
（41g）500円

4542268008580
（常温120日）

㉖ 味付昆布
（40束）1,000円

4991064010882
（常温240日）1c/s20

㉗ 味付昆布
（20束）510円

4991064010875
（常温240日）1c/s20

㉘ 天塩 利尻焼き昆布
700円

4589830908008
（常温365日）1c/s24

㉙ 羅臼漁協 ミニチュア
おつまみ昆布  680円

4943416042171
（常温365日）1c/s30

㉔がごめ入り細切昆布
（110g）1,000円

4991064008803
（常温365日）

㉓がごめ昆布（1袋）

1,600円
4991064033331

（常温365日）

㉜乾燥わかめ（1袋）

500円
4991064032549

（常温365日）

㉚ 利尻島産 生わかめ
（100g）460円

4582306640853
（常温180日）1c/s100

㉛北海道産 生わかめ
（100g）350円

4904638042493
（常温90日）1c/s30

㉞ねこぶまんま （40g）600円

⑥ 羅臼とろろ昆布
（60g）500円

4905464003450
（常温300日）1c/s30

④日高とろろ根昆布
（60g）500円

4905464003467
（常温300日）1c/s30 

①おつまみ昆布
（100g）600円

4964794320392
（常温180日）1c/s50

②能戸 ＮＵＴＳＫＯ（ナツコ）
（70g）588円

4983635122353
（常温120日）1c/s30

③白いがごめ(酢昆布)
（14g）300円

4905923759461
（常温180日）1c/s20

⑧とろろ昆布汁（10食）

1,000円
4905923635529

（常温365日）1c/s40

⑨ふりかけおぼろ昆布
（40g）500円

4991064010899
（常温120日）

⑩乾燥ふのり
（20g）500円

4571390840089
（常温365日）1c/s40

⑪わさびのり
600円

4973983009673
（常温270日）1c/s40

⑤ 利尻とろろ昆布
（60g）500円

4905464003474
（常温300日）1c/s30 

⑦三大産地 丸とろろ
（45g）550円

4905464002828
（常温300日）1c/s30

⑬ 羅臼昆布のり
（130g）600円

4967915014101
（常温330日）1c/s45

⑭にしん昆布巻 袋
（1本）420円

4901649521443
（常温120日）1c/s10

⑮ 紅鮭昆布巻 袋
（1本）420円

4901649521436
（常温120日）1c/s10

⑯ 紅鮭昆布炊き 短１本
（2段）730円

4991064084722
（常温120日）1c/s30 

⑰ 紅鮭昆布炊き 長１本
（2段）1,200円

4991064084715
（常温120日）1c/s20

⑱昆布巻き5本セット
3,000円

4972802020011
（常温90日）1c/s10 

⑫うにのり（160g）

650円
4901280100250
（常温180日）1c/s20

㉗しんや 帆立燻油漬
（5本）2,420円

4950245010011
（常温90日）1c/s20

㉘しんや ほたて燻油漬
（6粒）1,000円

4950245010646
（常温90日）1c/s50

㉛しんや ほたてソフト貝柱
（6粒）1,000円

4950245042340
（常温90日）1c/s50

㉙しんや ほたて燻油漬
（12粒）3,300円

4950245010080
（常温90日）1c/s20

㉚しんや ほたて燻油漬
（21粒）5,500円

4950245000081
（常温90日）1c/s30

㉜しんや 銀の殻舟ソフト
帆立貝柱（12粒）3,300円

4950245010264 
（常温90日）1c/s20

㉝しんや 銀の殻舟ソフト
帆立貝柱（21粒）5,500円

4950245010301 
（常温90日）1c/s20

㉞ 焼き帆立（50g）

1,000円
4950245014569

（常温90日）1c/s50 

㉟ほたて燻油漬（50g）

1,000円
4950245010578

（常温90日）1c/s50

㊱ほたてソフト貝柱
（50g）1,000円

4950245012565
（常温90日）1c/s50

4560156812880
（常温180日）1c/s25
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②北の帆立　紙箱入
（14粒）3,850円

4991064087853
（常温90日）

① 不二屋 冷帆立 袋
（180g）1,800円

4991064088607
（冷凍60日）

③北の帆立　紙箱入
（21粒）5,500円

4991064087846
（常温90日）

㉔王子サーモンと時鮭漬魚詰め合わせ
（HS50）5,000円

4993312994982
（冷凍120日）1c/s10

㉜ﾄﾅﾐ 紅鮭ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝ半身
2,200円

4952993900262
（冷凍180日）1c/s20

㉝ﾄﾅﾐ 紅鮭ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝｽﾗｲｽ
1,200円

4952993902211
（冷凍180日）1c/s50

㉞ 北武フーズ 秋鮭スモーク
（200g）1,000円

4971866430057
（常温60日）1c/s50

㉕王子スモークサーモン
スライス（SWH30）3,000円

4993312994869
（冷凍120日）1c/s10

㉖王子スモークサーモン
姿切（SWH50）5,000円

4993312994876
（冷凍120日）1c/s10

㉗王子スモークサーモン
姿切（ＳWH80）8,000円

4993312994937
（冷凍120日）1c/s10

㉘王子沖獲り天然紅鮭
姿切身（ HSB80）8,000円

4993312995057
（冷凍120日）1c/s4

㉙王子沖獲り天然紅鮭
姿切身（HS30）3,000円

4993312994968
（冷凍120日）1c/s6

㉚王子沖獲り天然紅鮭
ｽﾓｰｸｽﾗｲｽ　1,000円
4993312059209

（冷蔵15日）

㉛王子サーモン 独身貴族詰合　5,500円
4991064087365

（冷凍60日）

⑭ 布目 黄金松前
（230g）1,200円

4976132117007
（冷蔵25日）1c/s20

⑮ 布目 黄金松前
（400g）2,000円
4976132117229

（冷蔵25日）1c/s20

⑯ 布目 函館兄弟船
700円

4976132400253
（冷蔵30日）1c/s12

⑰ 布目  味くらべ
1,100円

4976132400055
（冷蔵20日）1c/s10

⑫ 布目 社長のいか塩辛
（180g）600円

4976132024244
（冷蔵18日）1c/s12

⑱布目 海鮮紀行6点セット
4,000円

4976132600746
（冷凍90日）1c/s6

⑳本数の子黄金松前・山海
詰合せ  4,500円

㉑ 竹田　ししゃも親子漬
（180g）600円

4974995078060
（冷蔵30日）1c/s20）

㉒ 竹田 松前漬(無添加)
（250g）500円

4974995054446
（冷蔵30日）1c/s20）

㉓ 竹田 塩辛 鉄人仕込み
（130g）300円

4974995077964
（冷蔵30日）1c/s24）

⑲函館十二単
4,500円

4976132600714
（冷凍90日）1c/s6

⑬ 布目 社長の松前漬
（180g）600円

4976132116963
（冷蔵20日）1c/s12

㉛ 竹田 松前漬
（250g）600円

4974995026955
（常温90日）1c/s24

㉜竹田  レトルト北寄松前漬
（170g）600円

4974995080346
（常温90日）1c/s24

㉝竹田  数の子松前
（箱・1kg）3,800円
4974995055825

（冷蔵30日）1c/s10

㉞カネサク　いか塩辛
（180g）700円

4972229128208
（冷蔵45日）1c/s10

㉟中水 海鮮づくし松前漬
（250g）1,200円

4962444541364
（冷凍120日）1c/s20

㉘ 竹田  切干松前
（箱・250g）550円

4974995014013
（冷蔵30日）1c/s24

㉙ 竹田  いかさし松前
（箱・180g）650円

4974995011395
（冷蔵30日）1c/s24

⑥ほたて貝柱
（ワレ・1袋）600円

4991064046195
（常温180日）

④ほたて貝柱（1袋）

630円
4991064032303

（常温180日）

⑤ほたて貝柱（1袋）

1,150円
4991064032310

（常温180日）

⑦ほたて貝柱
（ワレ・1袋）1,000円
4991064046171

（常温180日）

⑧ほたて貝柱
（ワレ・1袋）2,000円
4991064032334

（常温180日）

⑨ほたて貝柱
（ガゼット）3,000円
4991064083978

（常温180日）

⑩ほたて貝柱
（ガゼット）5,000円
4991064083985

（常温180日）

⑪ほたて貝柱
（ガゼット）10,000円
4991064084005

（常温180日）

⑫ 磯焼ほたて貝
（480g）4,000円

4991064088119
（常温150日）1c/s20

⑬ 磯焼ほたて貝
（163g）1,800円

4978387034733
（常温150日）1c/s30

⑮ 焼帆立貝
（66g）600円

4991064014491
（常温120日）1c/s50

⑭ 燻製ほたて
（12個）1,500円

4978387054427
（常温150日）1c/s20

⑯ 帆立焼きひも
（50g）400円

4589463530010
（常温60日）

⑳いか吊るし徳利（2個）

2,000円
4991064030460

（常温180日）

㉑するめ2枚
1,600円

4991064089291
（常温180日）

⑱いか徳利（1個）

850円
4991064030255

（常温180日）

⑲いか徳利箱入（1個）

950円
4991064030279

（常温180日）

⑰いか徳利（2個）

1,700円
4991064030262

（常温180日）

㉒いかグラス（1個）

1,300円
4991064015597

（常温180日）

㉓いかぐいのみ（2個）

1,200円
4952993700435

（常温180日）1c/s50

--
（冷凍60日）

②フジ 真ほっけ魚醤干し
（1枚）1,200円

4560275586082
（冷凍90日）1c/s20

①函館 塩干セット
時価

③東豊 シマホッケ
（1枚）1,100円

4946573008943
（冷凍90日）1c/s20

⑥ 利波  松前漬
（500g）1,250円

4533921001024
（冷蔵30日）1c/s20

⑧みなみ  北の旅人  
６点詰合 3,500円

⑨みなみ  北海の味覚
詰合せ 3,000円

⑩ 布目  いか塩辛
（120g）420円

4976132000262
（冷蔵30日）1c/s15

⑪ 布目  いかうに合え
（120g）420円

4976132108180
（冷蔵30日）1c/s15

⑦ 海豊　味大名
（275g）1,000円

4906207042033
（冷蔵60日）1c/s30

④ 山大 大とろしまホッケ
650円

4517784602222
（冷凍90日）1c/s20

⑤しまホッケ
800円

4991064037018
（冷凍90日）

㉔ 竹田 鉄人仕込み
おいしい松前漬（150g）300円

4974995060492
（冷蔵30日）1c/s12

㉚ 竹田  数の子松前
（240g）900円

4974995011418
（冷蔵30日）1c/s24

㉖ 竹田 紅ずわいがに入り松前漬
（170g）1,000円

4974995075250
（冷蔵30日）1c/s24

㉕ 竹田 北海つぶ松前漬
（箱・140g）600円

4974995068368
（冷蔵45日）1c/s24

㉗ 竹田  松前漬
（箱・230g）550円
4974995011432

（冷蔵30日）1c/s24

㉟天然紅鮭ハラス燻製
（300g）1,200円

4946573008868
（冷凍120日）1c/s30

--
（冷蔵30日）

--
（冷蔵30日）1c/s5

4976132400390
（冷凍90日）



─ 7 ─ ─ 8 ─

独
身
貴
族

生
珍
味

魚
介
加
工
品

生
珍
味

魚
介
加
工
品

①旨いを味わう 松前漬
（250g）500円

4991064084203
（冷蔵30日）1c/s20 

②旨いを味わう 数の子松前
（180g）600円

4991064089468
（冷蔵20日）1c/s20 

③旨いを味わう 切干し松前
（250g）500円

4991064084210
（冷蔵30日）1c/s20 

④旨いを味わう いか軟骨塩辛 
（300g）500円

4991064089475
（冷蔵20日）1c/s20 

⑤旨いを味わう ほたて塩辛
（230g）500円

4991064089451
（冷蔵30日）1c/s20 

⑨ほたて塩辛
（DP・250g）500円
4991064042166

（冷蔵30日）1c/s20

⑧うに数の子
（DP・200g）500円
4991064042821

（冷蔵30日）1c/s20 

⑪たこ塩辛
（DP・180g）500円
4991064042869

（冷蔵30日）1c/s20

⑩にしん親子漬
（DP・190g）500円
4991064042111

（冷蔵30日）1c/s20

⑥ 松前漬
（DP・280g）500円
4991064042104

（冷蔵30日）1c/s20

⑦かに入り松前漬
（DP・110g）500円
4991064042838

（冷蔵30日）1c/s20

⑫紅鮭親子ルイベ
（200g）1,200円

4967053806002
（冷凍90日）1c/s16

⑬ 小田島 木樽仕込いか塩辛
（130g）600円

4971121010314
（冷蔵30日）1c/s12

⑮数の子一本 松前漬
（250g）900円

4991064009596
（冷蔵30日）1c/s24

⑯ 数の子一本 紅鮭
石狩漬（200g）900円
4991064009602

（冷蔵30日）1c/s30

⑭ 数の子一本 生帆立
松前漬（230g）1,200円

4991064009619
（冷蔵30日）1c/s24

㉑ 蝦夷伝承の味
（360g）1,000円

4991064891139
（冷蔵30日）1c/s20

⑱ 塩辛づくし（160g）

1,000円
4991064011100

（冷蔵30日）

⑰うにづくし（200g）

1,000円
4991064011087

（冷蔵30日）

⑳ 珍味詰合せ 海峡だより
（275g）1,100円

4991064026050
（冷蔵30日）

⑲ 珍味詰合せ
（180g）800円

4991064011186
（冷蔵30日）

㉔うに三昧（120g）

800円
4991064006885

（冷蔵30日）1c/s20

㉕かに三昧（120g）

900円
4991064006892

（冷蔵30日）1c/s20

㉓ 塩辛三昧（150g）

700円
4991064006878

（冷蔵30日）1c/s20

㉒ 松前紀行（120g）

700円
4991064006861

（冷蔵30日）1c/s20

㉗オホーツクの塩
数の子松前漬（120g）600円

4991064023028
（冷蔵30日）1c/s24

㉖オホーツクの塩
松前漬（170g）600円
4991064023004

（冷蔵30日）1c/s24

㉙オホーツクの塩
いかさし松前漬（150g）650円

4991064023035
（冷蔵30日）1c/s24

㉘オホーツクの塩
たこわさび（135g）600円

4991064023042
（冷蔵30日）1c/s24

㉚ 箱舘番屋 松前漬
（250g）800円

4991064027156
（冷蔵30日）1c/s20

㉜ 箱舘番屋 いかさし
松前漬（210g）800円
4991064027316

（冷蔵30日）1c/s24

㉛ 箱舘番屋 数の子
松前漬（240g）960円
4991064028177

（冷蔵30日）1c/s24

㉝ 箱舘番屋 かに入り
松前漬（190g）960円
4991064028184

（冷蔵30日）1c/s24

②北の佳味 松前漬
（300g）1,000円

4991064009336
（冷蔵30日）1c/s30

①北の佳味 数の子松前漬（280g） 1,000円 ③北の佳味 いか塩辛
（300g）1,000円

4991064009367
（冷蔵30日）1c/s24

⑦ 帆立松前漬  箱
（150g）700円

4991064084951
（冷蔵30日）1c/s24

⑧ 箱館丼
（100g）650円

4991064010868
（冷凍90日）1c/s20

⑨がごめ丼
（200g）700円

4991064010653
（冷蔵30日）1c/s24

⑩五宝漬
（150g）1,000円

4991064011094
（冷蔵30日）1c/s24

⑥ 北の鮭佳肴 紅鮭石狩漬
（箱・160g）800円

4991064006731
（冷蔵30日）1c/s24

④北海名産 松前漬
（470g）1,000円

4974995006117
（冷蔵30日）1c/s20

⑤ 北海名産 数の子松前漬
（420g）1,600円

4974995006100
（冷蔵30日）1c/s20

⑫ 山わさび松前漬
（250g）1,000円

4991064009183
（冷蔵30日）1c/s24

⑬ 紅鮭山わさび漬
（150g）1,000円

4991064010790
（冷蔵30日）1c/s24

⑪鮭節松前漬
（300g）1,000円

4991064009176
（冷蔵30日）1c/s20

⑭ 漁師の贅沢
（270g）1,700円

4991064087129
（冷凍90日）1c/s24

⑮ 懐古復刻  松前漬物語
（700g）3,000円

4991064087167
（冷蔵30日）

⑯ 独身貴族
（生珍味詰合・3本）800円

4991064026708
（冷蔵30日）

⑰ 独身貴族
（生珍味詰合・6本）1,500円

4991064026739
（冷蔵30日）

⑱ 独身貴族
（生珍味詰合・8本）2,000円

4991064026746
（冷蔵30日）

⑲ 独身貴族
（生珍味詰合・12本）3,000円

4991064026753
（冷蔵30日）

⑳ 独身貴族
（生珍味詰合・12本）3,500円

4991064051007
（冷蔵30日）

㉑ 独身貴族
（生珍味詰合・16本）5,000円

4991064026760
（冷蔵30日）

㉒ 手造りいか塩辛
（200g）730円

4991064012022
（冷蔵30日）1c/s15

㉓ 一夜干し塩辛
（180g）800円

4991064010738
（冷蔵24日）1c/s70

㉔ 布目　いか柚子胡椒
（120g）500円

4976132026040
（冷蔵20日）1c/s15

㉕ 井原　番屋漬にしん
（1尾）450円

4966197970327
（冷凍180日）1c/s15

㉖甘塩ヌカにしん
（1尾）470円

4900351000192
（冷凍360日）1c/s20

㉗ 明太にしん
（1尾）470円

4900351000215
（冷凍360日）1c/s20

㉘ 一夜干しやきいか
（2尾）1,340円

4950861114865
（冷凍180日）1c/s20

㉙山の中村  一夜干しするめいか
（2尾）1,200円

4907815001047
（冷凍180日）1c/s15

㉛朝いか沖漬（1尾）

850円
4950353002090

（冷凍180日）1c/s12

㉚ 竹田 真いか沖漬
（1尾）450円

4974995055283
（冷蔵20日）1c/s12

㉜いかそうめん（3人前）

1,200円
4952993000269

（冷凍180日）1c/s40

㉝いかそうめん
（10人前）5,300円
4952993000153

（冷凍180日）1c/s8

㉞トナミ北海たこしゃぶ
（200g）1,100円

4952993401004
（冷蔵180日）1c/s10

㉟ 山下 ダルス佃煮
（100g）500円

4931063261595
（常温90日）1c/s12

4991064009329
（冷蔵30日）1c/s24



②函館駅弁いかめし
（2尾）670円

4950353044021
（常温240日）1c/s16

③マルナマいかめし
6尾箱入（6尾）2,000円

4950353044106
（常温240日）1c/s10

①阿部商店　いかめし （2尾）870円

⑤いかめし（6尾）

1,300円
4970896839083

（常温90日）1c/s12

④いかめし（2尾）

500円
4970896839021

（常温90日）1c/s30

⑥成尚 いか大漁めし［2L］

（1尾）1,100円
4544468002429

（常温180日）1c/s15
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4582102770105
（常温90日）1c/s12
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㉜ 函館タナベ いかしゅうまい
（8個）1,100円

4582197740113
（冷凍90日）1c/s20 

㉞ 函館タナベ 帆立しゅうまい
（8個）1,100円

4582197740229
（冷凍90日）1c/s20 

㉝ 函館タナベ かにしゅうまい
（8個）1,300円

4582197740212
（冷凍90日）1c/s20

㊱ 函館タナベ　海鮮しゅうまい
三昧（24個）3,800円

--
（冷凍90日）

㉟ 函館タナベ  まるごといか
しゅうまい（8個）1,100円

4582197740809
（冷凍90日）1c/s20

魚
介
加
工
品

㉚ 流氷の詩 うにかまぼこ
（1個）340円

4967623781036
（冷蔵30日）

㉛ 流氷の詩 紅鮭かまぼこ
（1個）340円

4967623781043
（冷蔵30日）

㉗かね彦 いかちぎり揚
（8個）450円

4972283153703
（冷蔵90日）

㉖かね彦 やさいちぎり揚
（8個）450円

4972283153505
（冷蔵90日）

㉓かね彦　鮭丸くん
（1個）250円

4972283400425
（冷蔵30日）

㉔かね彦　イカッ太郎
（1個）250円

4972283400432
（冷蔵30日）

㉕ かね彦 スモークチーズハム
（1個）600円

4972283400401
（冷蔵90日）

㉘ 流氷の詩 帆立かまぼこ
（1個）340円

4967623781012
（冷蔵30日）

㉙ 流氷の詩 かにかまぼこ
（1個）340円

4967623800027
（冷蔵30日）

② 箱舘番屋 赤魚西京漬
（2切）1,000円

4991064006007
（冷凍60日）

① 箱舘番屋 かに入
数の子松前（150g）600円

4991064029600
（冷蔵30日）1c/s30

③ 箱舘番屋 銀鱈西京漬
（3切）1,400円

4991064000746
（冷凍60日）

④ 箱舘番屋 帆立三升漬
（200g）1,150円

4991064000852
（冷蔵30日）1c/s30

⑤ 箱舘番屋 帆立
わさび（200g）1,400円

4991064000869
（冷蔵30日）1c/s30

⑥たこ醤油漬わさび風味
（140g）600円

4991064088201
（冷凍60日）

⑦たこ醤油漬わさび風味
（1カップ 80g）500円
4991064088195

（冷凍60日）

⑧つぶ醤油漬わさび風味
（140g）700円

4991064089307
（冷凍60日）

⑨つぶ醤油漬わさび風味
（1カップ 80g）600円
4991064089314

（冷凍60日）

⑩ 生炊しらす佃煮詰合
（佃煮200g・帆立9粒）3,400円

4931063070326
（常温45日）

⑯ディステリア　寒干し
しゃも（47g）1,000円
4573410251233
（常温120日）1c/s50

⑮中一 ししゃもメス
（10尾）1,000円

4975401031389
（冷凍180日）1c/s50

⑰ 寒干しししゃもオス　
（43g）1,000円

4991064089529
（常温60日）

⑭ 生たきしらすくるみin佃煮
（500g）時価

4931063041050
（常温60日）1c/s20

㉑北海道網走湖産砂出ししじみ貝
詰合せ(8袋入り) 3,700円

⑫ 生たきしらす佃煮
（500g）時価

　4991064014316
（常温60日）1c/s20

⑪ 生たきしらす佃煮
（300g）時価

4931063040039
（常温60日）1c/s25

⑬ 生たきしらすくるみin佃煮
（300g）時価

4931063041036
（常温60日）1c/s25

⑱ Mr,ししゃも［小］

（27g）334円
4991064084074

（常温80日）

⑲ Mr,ししゃも［中］

（45g）600円
4991064084081

（常温80日）

㉒ BUONO しじみ貝
（150g）550円

4560472040103
（常温180日）1c/s40

⑳ Mr,ししゃも［大］

（81g）1,000円
4991064084623

（常温80日）

⑦いかじゃが塩味
（2尾）600円

4991064084890
（常温180日）1c/s30

⑧いかじゃが醤油味
（2尾）600円

4991064084906
（常温180日）1c/s30

⑨ 竹本　飯寿司 三昧
6,000円

4943973000959
（冷凍90日）1c/s16

⑩ 山下 厚切飯寿司(紅・ほっけ)
詰合せ　5,000円

--
（冷凍60日）

⑪ 山下氷温本漬飯寿詰合
(紅・鰰）5,000円

--
（冷凍60日）

⑫ 堀内 飯寿し 本漬け紅鮭
（700g）6,000円

4977620820805
（冷凍60日）1c/s6

⑬堀内　飯寿し飯寿し 
  ﾌﾟﾚﾐｱﾑ   6,000円
4977620821192

（冷凍60日）1c/s6

⑭ 山下 かきとごぼうの炊き込み
ご飯の素（185g(2合)）700円

4931063451712
（常温365日）1c/s30

⑮ 山下 帆立とごぼうの炊き込み
ご飯の素（190g(3合)）600円

4931063451705
（常温365日）1c/s30

⑲ 山下 たことごぼうの炊き込み
ご飯の素（200g(4合)）680円

4931063451729
（常温365日）1c/s30

⑳ 山下 かにチャウダー＆パスタ
ソース（180g(4合)） 700円
4931063451583
（常温365日）1c/s30

㉑そうべい お徳用ごはん
どろぼう鮭　オープン

4950041100060
（常温365日）1c/s12

㉒三幸 紋別ほたてごはんの素
（140g）500円

4900894026000
（常温365日）1c/s30

㉓三幸 紋別たこめしの素
（140g）500円

4900894026147
（常温365日）1c/s30

㉔ 鍛治　田舎炊き
（280g）800円

4972802000211
（常温120日）1c/s24

⑱炊き込みご飯の素 あわび（260g） 700円⑯炊き込みご飯の素 うに（260g） 500円 ⑰炊き込みご飯の素 かに（267g） 500円

㉗ 寒干棒たら炊き
（180g）550円

4972802082231
（常温120日）1c/s20

㉕ 縞ほっけふっくら小樽煮
（170g）450円

4972802002529
（常温120日）1c/s20

㉖ 鍛冶 にしんそばの具
（2枚）380円

4972802002703
（常温180日）1c/s15

㉚ 近海 さんま丼［1食］

（1枚）300円
4905464003702

（常温120日）1c/s10

㉘ 近海 いわし丼
（1枚）　オープン

4905464003238
（常温120日）1c/s10

㉙ 近海 さんまのひつまぶし
（75g）300円

4905464003696
（常温120日）1c/s10

4582289790026
（冷凍300日）

4991064028931
（常温90日）1c/s24

4991064028948
（常温90日）1c/s24

4991064028955
（常温90日）1c/s24
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①北海にしん甘露煮
（3枚）550円

4533074001155
（常温90日）1c/s30

②にしんのはら巻き
（2本）900円

4533074001124
（常温90日）1c/s25

魚
介
加
工
品

魚
介
加
工
品

か
に
み
そ

乾
珍
味

ふ
り
か
け

④ 大沼わかさぎ筏焼
（14本）500円

4991064010066
（常温60日）

⑤ﾌﾟﾛﾏﾘﾝ たらこ甘露煮
（220g）700円

4582114500257
（冷凍365日）1c/s20

⑥ 山徳　秋刀魚めし
（230g）700円

4534379103506
（常温90日）1c/s12

⑦ 山徳 帆立めし
（230g）700円

4534379106644
（常温90日）1c/s12

⑧ 山徳 ほたて甘露煮
（120g）700円

4534379107245
（常温180日）1c/s30

⑨ 山徳 ほたてやわらか煮
（120g）700円

4534379107382
（常温180日）1c/s30

③ 大沼わかさぎ佃煮
（120g）500円

4991064013753
（常温60日）

⑩かにみそ（80g）

1,300円
4991064018567

（冷蔵90日）1c/s36

⑫ 布目 かにみそ（70g）

630円
49331400

（常温365日）1c/s24

⑪ 布目 かにみそ身入
（70g）700円
49331417

（常温365日）1c/s24

⑰かにみそ（85g）

1,350円
4994060015981
（常温1095日）1c/s24

⑱北都 かにみそ
（80g瓶）800円

4967915005154
（冷蔵90日）1c/s35

⑲北都 かに身入りみそ
（80g瓶）1,000円

4967915005345
（冷蔵90日）1c/s35

⑳海洋 北海道KSK-40A
（ずわい2缶・帆立計3缶）4,000円

--
（常温1095日）1c/s12

㉑海洋  北海道ＫＳＫ－５０Ａ
（ずわい・帆立計6缶）5,000円

--
（常温1095日）1c/s12

㉒雄武漁組 寒風干し鮭
焼きほぐし（180g）1,200円

4530615299439
（常温180日）1c/s12

⑯かにみそ（100g）

1,200円
4562483230023
（常温1095日）1c/s24

⑬ 竹田 むしうに缶詰
（60g）1,100円

4974995061239
（常温365日）1c/s24

⑮ 竹田 かにみそ缶かに肉入り
（70g）600円

4974995061215
（常温365日）1c/s24

⑭ 竹田 かにみそ缶詰
（75g）500円

4974995061208
（常温365日）1c/s24

㉔ 紅鮭ほぐし（200g）

1,000円
4991064020775

（常温180日）1c/s12

㉓ 焼鮭ほぐし（200g）

700円
4991064024834

（常温180日）1c/s12

㉕ 秋鮭ほぐし（200g）

700円
4991064024841

（常温180日）常温1c/s12

㉖ほぐし鮭（190g）

1,450円
4901489500509
（常温1095日）1c/s24

㉗ 紅鮭ほぐし（90g）

900円
4901489500516
（常温1095日）1c/s24

㉘ 北海大和 鮭の極ほぐし
（70g）500円

4932816713354
（常温365日）1c/s20

㉙ 金の紅鮭ほぐし
（180g）1,389円

4902165127454
（常温1080日）1c/s24

㉚ 北の職人がつくった　海鮮
ふりかけ（60g）680円
4991064089635

（常温180日）1c/s25

4991064055166
（常温365日）1c/s30

4957891111710
（常温365日）1c/s30

4991064205516
（常温365日）1c/s30

㉜ジンギスカンふりかけ（95g） 600円 ㉝豚丼ふりかけ（95g） 600円㉛鮭ふりかけ（85g） 500円

②わさびふりかけ（85g）

500円
4957891111116
（常温365日）1c/s30

③ 雲丹ふりかけ（85g）

500円
4957891111314
（常温365日）1c/s30

① 明太子ふりかけ（85g）

500円
4957891111512
（常温365日）1c/s30

⑦じゃがバターふりかけ
（65g）500円

4957891119815
（常温365日）1c/s30

⑨がごめ昆布入鮭ふりかけ
（85g）500円

4991064005963
（常温365日）1c/s30

⑥いかの塩辛ふりかけ
（80g）600円

4957891117590
（常温365日）1c/s30

④かにふりかけ赤
（85g）500円

4957891112212
（常温365日）1c/s30

⑤みなり 牡蠣ふりかけ
（95g）500円

4957891119211
（常温365日）1c/s30

⑩いかわさびふりかけ
（80g）500円

4991064008254
（常温365日）1c/s30

⑧ 函館戸井産まぐろ
ふりかけ（80g）600円
4991064008599
（常温365日）1c/s30

⑪奥尻産うにふりかけ
（85g）667円

4991064008247
（常温365日）1c/s30

⑬ 北家族 めふん
（120g）900円

4991064012657
（冷凍60日）

⑭北家族 ほや塩辛
（140g）1,200円

4991064012640
（冷蔵30日）

⑮おかわり本舗  ホタミミジョ
（120g）560円

4571339391115
（冷蔵30日）1c/s50

⑫めふん（110g）

850円
4991064042487

（冷凍60日）

⑯くにを 鮭キムチ［中瓶］
（150g）800円

4560221150015
（冷凍90日）1c/s48

⑰ 竹田　鮭キムチ
（120g）500円

4974995079005
（冷蔵30日）1c/s12

⑱ 竹田 つぶ三升漬Ｐ
（100g）600円

4974995064858
（冷蔵30日）1c/s18

⑲はちきょう 三升漬
（120g）572円

4991064084609
（常温180日）1c/s24

㉑ 不二屋本店 さんまぼろぼろ
ピリ辛（110g） 350円
4991064089437

（常温365日）1c/s12

㉒ 不二屋本店 さんまぼろぼろ
（110g） 350円

4991064089420
（常温365日）1c/s12

⑳ 焼つぶ浜煮
（260g）800円

4962739002259
（常温180日）1c/s12

㉓丸市 チーズとたらのサンド
（袋・47g）300円

4978387047672
（常温150日）1c/s100

㉖丸市 ｸ ﾗ゙ﾉﾗﾁ ｽー ｻ゙ﾝﾄ゙
（34g）300円

4978387054168
（常温150日）1c/s100

㉗丸市 いかくんのﾁｰｽﾞ
ﾌｫﾝﾃ ｭ゙（38g）300円

4978387054151
（常温150日）1c/s100

㉔ 丸市 ししゃもの燻製
（46g）300円

4978387047733
（常温150日）1c/s100

㉕丸市 やわらかひとくち
にしんの燻製（45g）300円

4978387049270
（常温150日）1c/s100

㉘丸市 帆立みみ
コチジャン仕立（46g）300円

4978387050931
（常温180日）1c/s100

㉚丸市 太切り焼いか
（42g）300円

4978387051532
（常温150日）1c/s100

㉙丸市 やわらか焼たら
（35g）300円

4978387051273
（常温150日）1c/s100

㉛丸市 焼きたこくん
（30g）300円

4978387051990
（常温150日）1c/s100

㉞丸市  いかのチーズ巻
（15個）520円

4978387040987
（常温150日）1c/s30

㉟丸市  たこくんとんび
（230g）900円

4978387037802
（常温150日）1c/s20

㊱丸市  ｵﾎｰﾂｸｻｰﾓﾝ
（115g）900円

4978387054236
（常温150日）1c/s30

㉜丸市ソースやきそば味貝ひも
（42g）300円

4978387052782
（常温180日）1c/s10

㉝丸市  プレミアムソフト
さきいか（72g）400円

4978387052751
（常温150日）1c/s10
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①旨味ほっき
（56g）500円

4985276000373
（常温90日）1c/s50

②つぶ燻
（56 g）500円

4985276000380
（常温90日）1c/s50

④つまみ鱈
（80g）500円

4985276000298
（常温120日）1c/s50

① 帆立耳
（140g）1,000円

4991064040049
（常温90日）

② 帆立耳
（65g）500円

4991064040261
（常温90日）

⑤いかあしチーズ
（80g）500円

4985276001462
（常温120日）1c/s50

③チーズいか
（100g）800円

4985276001349
（常温120日）1c/s50

⑦函館こがねＳ（44g）

500円
4979963031948

（常温120日）1c/s20

⑥函館こがね（110g）

1,000円
4979963200030

（常温120日）1c/s20

⑧函館特盛5盛干珍味
（240g）1,400円

4991064009404
（常温90日）1c/s20

⑨函館特盛4盛干珍味
（230g）1,200円

4991064009398
（常温90日）1c/s20

⑩函館特盛4盛干珍味
（95g）600円

4991064009381
（常温90日）1c/s30

⑪いかすみさきいか
（64g）500円

4991064041107
（常温90日）

⑬ジンギスカンタレ
さきいか（46g）400円
4991064008308

（常温120日）1c/s60

⑭鮭チーズ 長袋
（48g）600円

4991064088164
（常温90日）

⑮やわらか味付たこ
（50g）500円

4571329645013
（常温90日）

⑫ 山わさびさきいか
（47g）400円

4991064008896
（常温90日）1c/s60

⑯ 箱舘番屋 ソフトチーズ帆立
（S・24g）350円

4991064084258
（常温90日）

⑱ 箱舘番屋 ソフト焼いかチーズ
（S・20g）300円

4991064084272
（常温120日）

⑰ 箱舘番屋 つぶ燻油漬
（S・20g）300円

4991064084265
（常温90日）

⑲ 箱舘番屋 浜焼帆立
（S・23g）350円

4991064084289
（常温90日）

⑳ 箱舘番屋 チーズいか
（S・24g）300円

4991064084319
（常温120日）

㉑ 箱舘番屋 鮭とば
（S・25g）300円

4991064084364
（常温90日）

㉓ 箱舘番屋 鮭チーズ
（S・24g）330円

4991064088171
（常温90日）

㉒ 箱舘番屋たこスライス
（11g）300円

4991064084531
（常温120日）

㉔ 箱舘番屋たこスティック
［AL袋M］（37g）600円
4991064084555

（常温120日）

㉕ 箱舘番屋たこスライス
［AL袋M］（37g）600円
4991064084548

（常温120日）

㉖ 箱舘番屋カマンベール入り
烏賊チーズ（180g）1,100円

4991064006830
（常温120日）1c/s20

㉙ソフト焼いかチーズ 
（55g） 500円

4991064041299
（常温120日）

㉘つぶ燻油漬
 （55g） 500円

4991064041275
（常温90日）

㉚ソフト焼帆立
 （40g） 600円

4991064041251
（常温90日）

㉛ソフトチーズ帆立
 （55g） 600円

4991064041268
（常温90日）

4991064006823
（常温120日）1c/s20

③ 鮭ジャーキーチーズ入り
（35g）350円

4942029005030
（常温120日）1c/s24

④ 鮭ジャーキーチーズ入り
大（80g）700円

4942029005085
（常温120日）1c/s20

⑤たらジャーキー
（チーズ入り30g）340円
4942029006006

（常温120日）1c/s24

⑥チーズ帆立ホタテっくま
（30個）1,000円

4958064712666
（常温150日）1c/s20

⑦ 布目 塩辛、干しちゃった
（20g）220円

4976132900159
（常温365日）1c/s40

⑧ 布目 塩辛とチーズ、干し
ちゃった（20g）220円
4976132900296
（常温365日）1c/s40

⑨チーズ帆立（12粒）

600円
4958064630311

（常温90日）1c/s20

⑩とろーりチーズいか
（67g）500円

4991064008919
（常温90日）1c/s60

⑬炙り三昧（74g） 600円⑫ 海の幸　三昧（70g）　750円

⑪ 金のおつまみチーズセレクション（88g） 600円

⑭鮭のかわあげ（55g） 360円

㉑ぐるめ鮭とばカット
（150g）1,200円

4990213711502
（常温90日）1c/s20

㉒オホーツク鱒とば
（72g）700円

4978387054274
（常温150日）1c/s40

㉓野尻　鮭とば　棒
（180g）1,450円

4571184683298
（常温90日）1c/s20

㉔野尻さざ波サーモン
(大)（190g）1,600円
4571184684417

（常温60日）1c/s24

⑳ぐるめ鮭とばハラス
（80g）600円

4990213700803
（常温90日）1c/s25

㉕北の鮭工房 鮭の薫（1本） 3,000円
㉗たらとばスティック

（55g）500円
4991064087594

（常温90日）1c/s50

㉖にしん燻製スティック
（95g）500円

4991064087440
（常温90日）1c/s50

㉙本仕込チーズいか
（81g）500円

4991064040490
（常温120日）

㉘中一　干助宗鱈
（90g）700円

4540194532421
（常温120日）1c/s20

㉗ 箱舘番屋カマンベール入りたらチーズスティック（130g）　500円

4991064087761
（常温150日）1c/s40

4991064089277
（常温90日）1c/s10

4991064088102
（常温150日）1c/s40

4991064088287
（常温60日）1c/s30

⑮鮭とばイチロー
（90g）1,100円

4991064040865
（常温60日）

⑯鮭とばｼ ｬ゙ｰｷ ﾌーﾞﾗｯｸ
ﾍ ｯ゚ﾊﾟー 味（45g）500円

4991064088300
（常温90日）

⑰鮭とばｼ ｬ゙ｰｷｰ明太味
（45g）500円

4991064088218
（常温90日）

⑱ 本間ソフトサーモンチップ
（80g）820円

4965187000099
（常温60日）1c/s30

⑲カットサーモン
（115g）1,200円

4991064376247
（常温90日）1c/s50

4991064084050
（常温50日）
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⑩丸ごと根昆布醤油
（300ml）420円

49712575
（常温360日）1c/s12

㉛鮭ぶし 華ふぶき
（30g）500円

4582373150019
（常温300日）1c/s50

㉜鮭ぶし 華ふぶき
（60g）800円

4582373150026
（常温300日）1c/s25

⑫日高昆布醤油
（100ml）286円

4991064006960
（常温365日）1c/s50

⑬羅臼昆布醤油
（100ml）286円

4991064006977
（常温365日）1c/s50

⑭ 利尻昆布醤油
（100ml）286円

4991064006984
（常温365日）1c/s50

⑮尾札部昆布醤油
（100ml）286円

4991064006991
（常温365日）1c/s50

⑯がごめ昆布醤油
（100ml）286円

4991064007004
（常温365日）1c/s50

⑰がごめ昆布醤油
（150ml）429円

4991064007011
（常温365日）1c/s30

⑳がごめ昆布入ポン酢
（200㎖）600円

4991064009589
（常温365日）1c/s20

㉒がごめ昆布入ドレッシング
大根おろし（200㎖）600円

4991064009268
（常温365日）1c/s20

㉑がごめ昆布入ドレッシング
白ごま（200㎖）600円
4991064009244
（常温365日）1c/s20

⑲がごめ昆布入焼肉のたれ
（200㎖）600円

4991064009305
（常温365日）1c/s20

⑱がごめ昆布醤油
（200㎖）600円

4991064009299
（常温365日）1c/s20

㉓がごめ昆布入ドレッシング
和風しそ（200㎖）600円

4991064009251
（常温365日）1c/s20

㉔五島軒大地のソース(とうも
ろこし) （200㎖）660円
4991064010981
（常温270日）1c/s20

㉕五島軒大地のソース(えび＆
ローズソルト) （200㎖）660円

4991064010974
（常温270日）1c/s20

㉖五島軒大地のソース(トマト
＆バジル)（200㎖）660円

4991064010707
（常温270日）1c/s20

㉗五島軒大地のソース(玉ねぎ)
（200㎖）660円

4991064010714
（常温270日）1c/s20

㉘五島軒大地のソース(山わさび)
（200㎖）660円

4991064010721
（常温270日）1c/s20

① 氷下魚
（150g）1,000円

4991064040247
（常温90日）

②むしりカレイ
（38g）500円

4991064041114
（常温90日）1c/s90

③むしりこまい
（46g）500円

4991064040872
（常温90日）

④ほっけ燻製
（140g）500円

4531066010031
（常温90日）1c/s35

⑤ほっけジャーキー　
（60g）500円

4950245800025
（常温90日）1c/s50

⑥ 鰤(ぶり)燻（80g）

600円
4848781110534

（常温90日）1c/s20

⑦イリマス甘えびくん
（50g）1,000円

4930672109434
（常温90日）1c/s25

⑪オホーツク魚醤ポン酢味
つけた（300ml）600円
4900894025799

（常温365日）1c/s12

⑧ 増毛産甘えび寒風干（32g） 600円 ⑨増毛 甘えび寒風干（12g） 300円

㉙ 根昆布だし
（300ml）1,000円

49712537
（常温540日）1c/s12

㉚ 札食 北海道ほたてだし
（80g）600円

4560156811081
（常温350日）1c/s25

㉝ 海鮮汁（90g）

500円
4900325024315
（常温180日）1c/s25

㉞ 天塩産しじみ煮だしスープ
（180㎖）500円

4571304770181
（常温300日）1c/s24

4991064081158
（常温120日）1c/s40

4991064088041
（常温90日）

昆
布
関
連
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工
品

農
畜
産
加
工
品

② 北海道チーズのオイル漬け
（140g）720円

4562182192417
（常温180日）1c/s12

①北海道ハニーナッツ シナの木
（130g）1,129円

4562182193360
（常温365日）1c/s12

⑤ 北海道タマネギ
ドレッシング（200㎖）670円

4562134660346
（常温240日）1c/s12

⑥ 北海道タマネギドレッシング 
シソ味（200㎖）670円
4562134660582

（常温240日）1c/s12

⑧ 北海道タマネギドレッシング 
羽幌甘えび香味（200㎖）670円

4562131660926
（常温240日）1c/s12

⑦ 北海道タマネギドレッシング 
とうもろこし香味（200㎖）670円

4562134660933
（常温240日）1c/s12

④北海道パンケーキ
ミックス（400g）380円

4562182195401
（常温365日）1c/s40

③バターミルクパンケーキ
ミックス（450g）508円
4908013223095

（常温300日）1c/s12

⑨ プレミアム北海道タマネギドレッシング 
オリゴノール（200㎖）900円
4562134660728

（常温240日）1c/s12

㉓りんごの紅茶
（40g）350円

4510236001741
（常温720日）1c/s60

㉙ 細粒梅昆布茶（60g）

350円
4976687115138
（常温365日）1c/s12

㉚ 細粒昆布茶（70g）

350円
4976687110331
（常温365日）1c/s12

㉕ハスカップの紅茶
（40g）350円

4510236001796
（常温720日）1c/s60

㉗ラベンダーの紅茶
（40g）350円

4510236001789
（常温720日）1c/s60

㉖メロンの紅茶
（40g）350円

4510236001802
（常温720日）1c/s60

㉔ブルーベリーの紅茶
（40g）350円

4510236001765
（常温720日）1c/s60

㉘ごぼうの皮茶
（10袋）600円

4589571174014
（常温365日）1c/s30

㉛ 山わさび醤油味
（80g）600円

4582144230940
（冷蔵90日）1c/s36

㉜ 山わさびプレーン
（80g）600円

4903665000346
（冷蔵90日）1c/s36

㉝山わさび粗挽き醤油味
（110g）640円

4901845002661
（常温90日）1c/s16

㉞山わさび粗挽き味噌味
（110g）640円

4901845002999
（常温90日）1c/s16

⑮富良野ジャム
［パンプキン］（140g）400円

4985243000016
（常温730日）1c/s72

⑯富良野ジャム
［キャロット］（140g）400円

4985243000023
（常温730日）1c/s72

⑫富良野ジャム
［りんご］（140g）500円

4985243000085
（常温365日）1c/s72

⑬富良野ジャム
［いちご］（140g）600円

4985243000092
（常温365日）1c/s72

⑭富良野ジャム
［ブルーベリー］（140g）600円

4985243000405
（常温730日）1c/s72

⑩富良野ジャム
［ハスカップ］（140g）800円

4985243000146
（常温730日）1c/s72

⑳ピュア ミルクジャム
（140g）650円

4562182193193
（常温180日）1c/s12

㉒ハスカップミルクジャム
（140g）730円

4562182193322
（常温120日）1c/s12

⑰ 無添加トラピストジャム 
りんご（170g）800円
4990667453201
（常温730日）1c/s25

⑱ 無添加トラピストジャム 
ハスカップ（170g）800円

4990667453232
（常温730日）1c/s25

⑲ 無添加トラピストジャム 
ぶどう（170g）800円
4990667453218
（常温730日）1c/s25

⑪富良野ジャム
［ぶどう］（140g）450円

4985243000030
（常温730日）1c/s72

ス
ー
プ

ジ
ャ
ム

大地のめぐみを
ふんだんに使いました。

②オニオンスープ
（5g×15本）500円

4980860000012
（常温545日）1c/s50

③オニオンスープ
（5g×30本）1,000円
4980860000029

（常温545日）1c/s30

⑤北海道スープアソート
（5g×20本・6.5g×8本）1,000円

4980860000401
（常温545日）1c/s30

①オニオンスープ
（5g×10本）300円
4980860000036

（常温545日）1c/s25

⑥ 円山ピリカ 北海道
玉ねぎスープ（5g×12本）500円

4980860000425
（常温545日）1c/s24

④ 北海道じゃがバタースープ
（6.5g×12本） 500円

4980860000395
（常温545日）1c/s50

⑦北海道コーンスープ
（66g）400円

4932816714856
（常温365日）1c/s36

⑧ 北海道アスパラス－プ
（66g）400円

4932816714870
（常温365日）1c/s36

⑨北海道札幌黄玉ねぎスープ
（28g）400円

4932816714962
（常温365日）1c/s36

⑩ 北海道海老クリームスープ
（64g）400円

4932816714948
（常温365日）1c/s36

⑪ 北海道サーモンクリーム
スープ（68.8g）400円
4932816714955
（常温365日）1c/s36

⑫ 北海道真っ赤なビーツの
ポタージュ（64g）500円

4932816714979
（常温365日）1c/s36

⑬ 北海道インカのめざめ
ポタージュ（80g）500円

4932816714986
（常温365日）1c/s36

⑭ミニトマトボトル
（80ml）240円

4562182191311
（常温365日）1c/s40

⑮ミニトマトボトル
（720ml）1,750円
4562182191410
（常温365日）1c/s12

⑯グレープボトルセイベル[赤]
（80ml）240円

4562182191625
（常温365日）1c/s40

⑰グレープボトルセイベル[白]
（80ml）240円

4562182191618
（常温365日）1c/s40

⑱ 塩こうじとトマトのディップ
（140g）680円

4562182194640
（常温 180日）1c/s12

⑲醤油こうじとニンニク生姜の
ｱﾍ゚ ﾀｲｻﾞー （120g）680円

4562182194633
（常温 180日）1c/s12

⑳北海道山わさびソース
（180g）680円

4562182194534
（常温 180日）1c/s12

㉒ 北海道野菜のディップ オニオン
マスタード（120g）660円
4562182192257
（常温180日）1c/s12

㉑北海道バーニャカウダ
（120g）700円

4562182192264
（常温180日）1c/s12

㉓ 北海道野菜のディップ 
トマトチリ（120g）660円

4562182192233
（常温180日）1c/s12

㉔ 北海道野菜のディップ ブロッコリー
わさび（120g）660円
4562182192240
（常温180日）1c/s12

㉑ストロベリーミルク
ジャム（140g）650円
4562182193315
（常温120日）1c/s12



─ 19 ─ ─ 20 ─

㉕ピーターコーン（1本）

250円
4901504401422
（常温365日）1c/s30

㉗バタじゃが南富良野
（5玉）600円

4941264100012
（常温120日）1c/s20

㉖北海じゃがバター
（4玉）430円

4978931910018
（常温70日）1c/s16

⑪ 熊出没 宗谷の塩コーラ
（500ml）172円

4523064060842
（常温180日）1c/s24

⑫ 北海道ジンジャーエール
（200ml）360円

4562182191229
（常温180日）1c/s24

㉘じゃが豚（12個）

960円
4580182920014
（冷凍365日）1c/s30

㉙じゃが豚チーズカレー
（12個）960円

4580182929062
（冷凍365日）1c/s30

㉚じゃが蟹
（8個）960円

4580182923015
（冷凍365日）1c/s30

⑩ 熊出没注意 白ガラナ
（500ml）200円

4980765001596
（常温180日）1c/s24

⑨ 熊出没注意 ガラナ
（500ml）200円

4980765001589
（常温180日）1c/s24

⑰きのこ王国 味なめこ
（170g）500円

4582244625158
（常温240日）1c/s30

⑱きのこ王国 なめこ三升漬け
（170g）500円

4582244625219
（常温180日）1c/s30

⑲きのこ王国 きのこ
たまり漬（170g）500円
4582244625233
（常温240日）1c/s30

⑳きのこ王国 きのこ
南蛮シソみそ（170g）600円

4582244625240
（常温365日）1c/s30

㉑きのこ王国 きのこ
南蛮肉みそ（170g）600円

4582244625271
（常温365日）1c/s30

⑭きのこ王国 なめ茸
（170g）500円

4582244591415
（常温365日）1c/s30

⑬なめ茸一杯用アソート
（5個）740円

4582244594539
（常温180日）1c/s30

⑧きのこ汁の素一人前
BOX（80.2g）250円
4582244594065

（常温240日）1c/s72

⑯きのこ王国 梅なめ茸
（170g）500円

4582244591439
（常温365日）1c/s30

⑮きのこ王国 明太なめ茸
（170g）600円

4582244591446
（常温365日）1c/s30

㉒なめたけSP
（400g）700円

4582244591644
（常温180日）1c/s30

㉓ 明太なめたけSP
（400g）900円

4582244591729
（常温180日）1c/s30

㉔ 焼にんにくなめ茸ＳＰ
（400g）700円

4582244591682  
（常温180日）1c/s30

⑤乾なめこ
（45g）600円

4582244625004
（常温365日）1c/s25

⑥かに茶漬け（100g）

500円
4900325000289

（常温365日）1c/s30

④北海海鮮茶漬け　
（8.5g×5）500円

4932816715068
（常温365日）1c/s30

② 永谷園 おとなのふりかけ
（48g）600円

4902388072043
（常温365日）1c/s20

③ 永谷園 北海道限定茶づけ
［毛ガニ・ウニ］（25.6g）600円

4902388075419
（常温365日）1c/s20

⑦北のうまいふりかけ
（3g×12）500円

4932816711077
（常温365日）1c/s30

① 永谷園のおみそ汁
（54.2g）600円

4902388075723
（常温365日）1c/s20

農
畜
産
加
工
品

① 漁火ラムステーキ タレ
（310g）888円

4580346580061
（冷凍180日）1c/s20

② 漁火ラムステーキ 塩
（330g）888円

4580346580054
（冷凍180日）1c/s20

③ 漁火ジンギスカン
（450g）1,000円

4580346580023
（冷凍180日）1c/s20

⑳北見ハッカ油スプレー
（10ml）1,000円

4985146000038
（常温）1c/s100

⑲北見ハッカ油
（20ml）1,000円

4985146000021
（常温）1c/s100

⑪ベル成吉思汗たれ
（360ml）345円

4902504100049
（常温365日）1c/s20

⑭えぞ鹿大和煮（70g）

700円
4967915005581
（常温365日）1c/s36

㉑ 北見ハッカ油 ペパーミント
クリスタル（10g）1,000円

4985146000052
（常温）1c/s100

㉒北見ハッカ油 詰め替え
（24ml）1,200円

4985146000069
（常温）1c/s100

㉔ 北見ハッカ ミントフェイス
（20枚）300円

4985146000670
（常温）1c/s200

㉓ 北見ハッカ油 スプレー・
詰替セット（30ml）2,000円

4985146000045
（常温）1c/s50

㉕オホーツクの塩
（100g）500円

4976472002308
（常温）1c/s30

㉖オホーツクのこんぶ
焼塩（90g）500円

4976472002247
（常温365日）1c/s30

㉘オホーツクの塩こんぶ焼塩
（55g）500円

4976472002520
（常温365日）1c/s20

㉗オホーツクの自然塩
（55g）500円

4976472002537
（常温）1c/s20

㉚ 宗谷の塩（100g）

250円
4580126631006

（常温）1c/s150

⑨ 長沼 味付ラム
（500g）980円

4952849030501
（冷凍180日）1c/s20

⑩ 長沼 ロースジンギスカン
（500g）977円

4952849050509
（冷凍180日）1c/s20

⑦なんぽろジンギスカン
ラム（500g）1,065円
4547879001203
（冷凍180日）1c/s20

⑧なんぽろジンギスカン
ロース（500g）1,112円
4547879001227
（冷凍180日）1c/s20

⑫ベル 豚丼のたれ
（190g）—

4902504400422
（常温365日）1c/s12

⑬エゾ鹿ソフトジャーキー
（30g）600円

4560362560599
（常温150日）1c/s20

⑮ 熏煙 黄金豚ソーセージ
（320g）1,200円

4945872000269
（冷凍121日）1c/s36

⑯ 熏煙 チーズソーセージ
（320g）1,200円

4945872000252
（冷凍121日）1c/s36

⑰バルナバ しばれ生ハム
（約200g）1,350円
4979250201115
（冷凍180日）1c/s50

⑱バルナバ 農家のベーコン
（300g）1,350円

4979250125794
（冷蔵30日）1c/s20

④炭や 塩ホルモン
（210g）1,200円

4979619603987
（冷凍180日）1c/s10

⑥豚丼の具（2食）

680円
4560129780031
（冷凍180日）1c/s20

⑤ 十勝名物豚丼
（90g）550円

4904186115724
（常温365日）1c/s10

農
産
加
工
品

塩

㉙オホーツクの塩 おにぎりの塩
（90g）500円

4976472002353
（常温）1c/s30
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㉘ 長沼アイスカチョカバロ
（200g）900円

4528355007131
（冷蔵90日）1c/s15

㉙もっちもちーず
（60g）370円

4528355007155
（冷蔵90日）1c/s36

㉚もっちもちーず
醤油味（60g）370円
4528355007186

（冷蔵90日）1c/s36

㉔ 鶴居 シルバーラベル
（100g）650円

4571298061302
（冷蔵30日）1c/s10

㉓ 鶴居 ゴールドラベル
（100g）735円

4571298061609
（冷蔵30日）1c/s10

㉕ 鶴居 マイルドラベル
（100g）650円

4571298062002
（冷蔵30日）1c/s10

㉖ 鶴居 リーレツルイ
（100g）650円

4571298064501
（冷蔵30日）1c/s10

㉗これってチーズ
（50g）540円

4991064085200
（常温120日）1c/s24

㉒ 北海道乳業 北海道缶バター
ギフト用（200g）955円
4976750007445
（冷蔵180日）1c/s24

㉑ 北海道乳業クリームチーズ 
プリマール（100g）260円
4976750572035

（冷蔵90日）1c/s24

⑳ 北海道乳業手造瓶バター
（300g）2,180円

4976750004246
（冷蔵180日）1c/s12

①トラピストバター
（200g）  ---

4990667213010
（冷蔵365日）1c/s48

④よつ葉北海道カマンベール
チーズ（100g）657円
4908013118322
（冷蔵180日）1c/s24

⑤よつ葉十勝100スモーク
チーズ（45g）218円
4908013210262
（冷蔵179日）1c/s10

②よつ葉 北海道よつ葉
バター（125g）468円

49765045
（冷蔵180日）1c/s20

③よつ葉 北海道発酵
バター（125g）518円

49765038
（冷蔵180日）1c/s20

⑦ 牧家 カチョカヴァロ
（200g）860円

4945872200201
（冷蔵91日）1c/s30

⑧ 牧家 さけるチーズ
（30g）250円

4945872200317
（冷蔵31日）1c/s30

⑨ 牧家 さけるチーズ
（120g）600円

4945872200256
（冷蔵31日）1c/s30

⑩ 牧家 飲むヨーグルト
（200㎖）260円

4945872300314
（冷蔵18日）1c/s48

⑪ 牧家 飲むヨーグルト
（500㎖）520円

4945872300321
（冷蔵18日）1c/s24

⑫ 牧家 ももベリーラッシー
（200㎖）290円

4945872300468
（冷蔵18日）1c/s48

⑬ 牧家 ももベリーラッシー
（500㎖）620円

4945872300475
（冷蔵18日）1c/s24

⑭ 牧家 白いプリン
（75g×4個）818円

4945872700305
（冷蔵18日）1c/s30

⑮ 牧家のクレームブリュレ
（75g×4個）818円

4945872901351
（冷蔵18日）1c/s30

⑯ 牧家 プロボローネ
（80g）500円

4945872200416
（冷蔵120日）

⑲ 牧家の杏仁豆腐
（125g）350円

4945872900354
（冷蔵18日）1c/s30

⑰ 牧家のクリームチーズケーキ
（75g×4個）900円
4945872900316

（冷蔵15日）1c/s30

⑱ 牧家の塩キャラメルプリン
（75g×4個）818円
4945872900057

（冷蔵18日）1c/s30

⑥よつ葉 北海道十勝100
ミニチーズ（120g）446円

4908013210125
（冷蔵270日）1c/s32

乳
製
品

乳
製
品

①山中 プレミアムバター
（200g）1,200円

4519351006006
（冷蔵180日）1c/s48

② 山中 プレミアム発酵バター
（200g）1,300円

4519351007003
（冷蔵180日）1c/s48

③山中練乳
（200g）900円

4519351000110
（常温180日）1c/s24

④倉島牧場手造りバター
（160g）1,360円

4967813311616
（冷蔵80日）1c/s12

⑤倉島北海道おつまみチーズ
（144g）800円

4967813310060
（冷蔵270日）1c/s20

⑥ 倉島スモークチーズミニ
（70g）450円

4967813330754
（冷蔵80日）1c/s30

⑦クレストクリームチーズ
（ラムレーズン・80g）420円

4945254040029
（冷蔵60日）1c/s12

⑧クレストクリームチーズ
（ガーリック＆ハーブ・80g）420円

4945254040036
（冷蔵60日）1c/s12

⑨早来カマンベールチーズ
（125g）750円

4938021100101
（冷蔵90日）1c/s18

⑩早来スモークカマンベール
チーズ（120g）800円
4938021100156

（冷蔵90日）1c/s18

⑫ 角谷カマンベールチーズ
（125g）800円

4996592000015
（冷蔵60日）1c/s30

⑪早来ブルーチーズ
（100g）800円

4938021100132
（冷蔵60日）1c/s18

⑭ナチュラルチーズ大地の
ほっぺ（300g）1,300円

4580183950010
（冷蔵60日）1c/s24

⑮ 長沼アイス カチョカバロ
チッコロ（200g）1,000円

4528355007841
（冷蔵180日）1c/s16

⑯ 長沼アイス カチョカバロ
チッコロスモーク（200g）1,100円

4528355007667
（冷蔵180日）1c/s16

⑬ 新札幌乳業北海道手づくりカマン
ベールチーズ（135g）950円

4908118525261
（冷蔵120日）1c/s6

⑰ニーズ 真空モッツァレラ
（100g）440円

4580183950058
（冷蔵30日）1c/s70

⑲ニーズ カチョカバロ
（200g）900円

4580183950089
（冷蔵45日）1c/s30

⑳クレイル カマンベールカレ
（180g）1,100円

4571205170011
（冷蔵60日）1c/s10

㉑クレイル おいこみブルー
（170g）1,100円

4571205170042
（冷蔵80日）1c/s10

㉒ おおともチーズ工房 キャラウェイ
（100g）640円

4562142460051
（冷蔵50日）1c/s50

㉕ おおともチーズ工房 カットレクタン
（50g）402円

4562142460280
（冷蔵30日）1c/s27

㉖ おおともチーズ工房 ミモレット
（80g）610円

4562142461058
（冷蔵50日）1c/s50

㉗ おおともチーズ工房 カット
ミモレット（50g）440円

4562142460310
（冷蔵30日）1c/s27

㉘ おおともチーズ工房 カチョカ
ヴァロ（180g）1,065円

4562142461034
（冷蔵50日）1c/s25

㉓ おおともチーズ工房 カットキャラ
ウェイ（50g）420円
4562142460297

（冷蔵30日）1c/s27

㉙ ｻﾂﾗｸ札幌酪農瓶ﾊﾞﾀｰ
低塩B-T（130g）850円
4908103080409

（冷蔵154日）

㉚ ｻﾂﾗｸ札幌酪農缶ﾊﾞﾀｰ
低塩C-T（200g）750円
4908103080447

（冷蔵154日）

㉜ ｻﾂﾗｸ札幌酪農缶ﾊﾞﾀｰ
醗酵C-H（200g）800円

4908103080454
（冷蔵154日）

㉛ ｻﾂﾗｸ札幌酪農瓶ﾊﾞﾀｰ
醗酵B-H（130g）900円

4908103080423
（冷蔵154日）

㉔ おおともチーズ工房 レクタン
（100g）640円

4562142460020
（冷蔵50日）1c/s50

⑱ニーズ ラクレット
（150g）900円

4580183950454
（冷蔵45日）1c/s40
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㉖えぞ鹿カレー（410g）

1,000円
4967915003648

（常温365日）1c/s24

㉗小いけカレー［ビーフ］
（360g）800円

4976206010111
（常温1年）1c/s25

㉘小いけカレー［ポーク］
（360g）800円

4976206010128
（常温1年）1c/s25

③五島軒 函館カレー辛口
（200g）350円

4938839104391 
（常温730日）1c/s48

②五島軒 函館カレー中辛
（200g）350円

4938839104377 
（常温730日）1c/s48

①五島軒 函館カレー甘口
（200g）350円

4938839104384 
（常温730日）1c/s48

④五島軒 きのことポークの
カレー（210g）380円
4938839100485
（常温730日）1c/s48

⑤五島軒 イギリス風カレー
（200g）500円

4938839103066
（常温730日）1c/s48

⑥五島軒 函館野菜カレー
（200g）300円

4938839100683
（常温730日）1c/s48

⑩五島軒 コーンポタージュ
（180g）280円

4938839100416
（常温730日）1c/s48

⑪五島軒究極の函館カレー
（210g）450円

4938839101475
（常温730日）1c/s48

⑫ 帯広ビーフカレー
（180g）400円

4560156485275
（常温730日）1c/s30

⑬ 小樽キーマカレー
（160g）400円

4560156485282
（常温730日）1c/s30

⑨五島軒 函館海の幸カレー
（200g）400円

4938839100515
（常温730日）1c/s48

⑧五島軒 海鮮カレー
（330g）800円

4938839103103
（常温730日）1c/s32

⑦五島軒 ビーフカレー
（210g）400円

4938839100386
（常温730日）1c/s48

⑭ 大沼牛 ハッシュド
ビーフ（180g）700円
4996518001218
（常温180日）1c/s24

⑮大沼牛 ビーフシチュー
（200g）700円

4996518001225
（常温180日）1c/s24

⑯大沼牛 ビーフカレー
（200g）700円

4996518001232
（常温180日）1c/s24

㉕北海道オホーツク流氷
カレー（200g）500円
4950245272068
（常温360日）1c/s30

⑱黒いカレー（200g）

400円
4996518000587

（常温180日）1c/s24

⑰白い （200g）

400円
4996518000419

（常温90日）1c/s24

㉓かきカレー
（200g）550円

4948487220466
（常温365日）1c/s30

㉒イカスミカレー
（200g）500円

4948487220701
（常温365日）1c/s30

⑳たらばかにカレー
（200g）600円

4948487220527
（常温365日）1c/s30

㉑ほたてカレー
（200g）500円

4948487220657
（常温365日）1c/s30

⑲ズワイ蟹カレー
（200g）500円

4948487220961
（常温365日）1c/s30

㉔大漁カレー
（200g）600円

4948487221005
（常温365日）1c/s30

カ
レ
ー

ス
ー
プ
カ
レ
ー

⑤カレー食堂 心
（335g）723円

4562288370399
（常温365日）1c/s20

①札幌スープカレー 
ガラクチキン（320g）800円

4991064085224
（常温365日）1c/s30

②ばぐばぐ チキンときのこの
スープカレー（300g）667円

4562288370214
（常温365日）1c/s20

③ SAMA チキンスープカレー
（320g）800円

4560156484193
（常温365日）1c/s30

④ KING チキンスープカレー
（320g）800円

4991064085484 
（常温365日）1c/s24

⑥奥芝商店えび出汁スープ
チキンカレー（300g）732円

4571304770198
（常温365日）1c/s20

⑫ lavi とろとろ豚角煮
（290g）800円

4904186110460
（常温365日）1c/s30

⑨ピカンティ チキンスープ
カリー（382g）900円
4991064205479

（常温180日）1c/s12

⑪ lavi やわらかチキン
（340g）800円

4904186110453
（常温365日）1c/s30

⑩スープカレーヒリヒリ
（300g）740円

4562288370818
（常温365日）1c/s20

⑦ カレーショップ エス 煮込みチキン
スープカレー（430g）700円
4562288370054

（常温365日）1c/s20

⑧マジックスパイス NEW
やわらかチキン（307g）430円

4902777403786
（常温365日）1c/s20

⑬木多郎 スープカレー 
チキン（310g）600円
4560156480379
（常温365日）1c/s30

⑲広大な大地のスープカレー
（350g）900円

4560156485329
（常温365日）1c/s30

⑱タイガーカレー牛筋スープ
カレー（280g）743円
4571304770082
（常温730日）1c/s20

⑭メディスンマンチキンスープ
カレー（330g）800円
4991064085507
（常温365日）1c/s30

⑮らっきょ スープカレー
チキン（560g）800円
4560156480874
（常温365日）1c/s20

⑯吉田商店 チキンスープ
カレー（380g）857円
4991064205554

（常温150日）1c/s12

⑰吉田商店 ポークスープ
カレー（380g）933円
4991064205868

（常温150日）1c/s12

㉓北海道スープカレー
（380g）700円

4996518000501
（常温180日）1c/s12

⑳ 海鮮スープカレー
（300g）600円

4948487220855
（常温365日）1c/s30

㉒ほたてスープカレー
（250g）600円

4950245272044
（常温365日）1c/s30

㉔マジックスパイススープ
カレーの素（84g）280円

4902777476544
（常温365日）1c/s40

㉑カキスープカレー
（300g）600円

4948487220862
（常温365日）1c/s30

手間暇かけたお店の味を
ご家庭で・・・・

カ
レ
ー

ス
ー
プ
カ
レ
ー
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⑬ほっぺ家　味噌
（2食）600円

4991064085514
（常温30日）1c/s20

⑯ 梅光軒　醤油味
（2食）600円

4533446007112
（常温30日）1c/s20

⑭らーめんみかん みそ
（2食）600円

4991064085521
（常温30日）1c/s20

㉛ 味の三平 みそ（2食）

790円
4904113125079

（常温15日）1c/s20

㉙ 油そば  たおか
（2食）600円

4991064085309
（常温30日）1c/s18

㉑ 札幌らーめん そら
（2食）600円

4972072072833
（常温30日）1c/s12

⑳直伝屋　味噌らーめん
（2食）600円

4955676100201
（常温30日）1c/s24

㉔札幌味のれん3店詰合せ
（3食）1,000円

4955676100195
（常温30日）1c/s15

⑱吉山商店  焦がししょうゆ
（2食）600円

4533446007624
（常温30日）1c/s20

⑰吉山商店 焙煎ごま味噌
（2食）600円

4533446007617
（常温30日）1c/s20

⑮ 麺屋 菜々兵衛 鶏白湯麺
（2食）600円

4533446001103
（常温30日）1c/s20

⑨ 信玄 こく味噌（2食）

600円
4907280741011

（常温30日）1c/s20

⑩ 信玄 こってり醤油
（2食）600円

4907280741035
（常温30日）1c/s20

⑪ 信玄 あっさり塩
（2食）600円

4907280741073
（常温30日）1c/s20

⑫けせらせら 鶏白湯塩味
（2食）600円

4991064085446
（常温30日）1c/s20

㉕てつや 豚骨しょうゆ
（2食）600円

4901468800224
（常温30日）1c/s12

②弟子屈ラーメン 味噌
（2食）600円

4955676921103
（常温30日）1c/s24

③ 弟子屈魚介 しぼり醤油 
（2食）600円

4955676921158
（常温30日）1c/s24

④飛燕  濃厚鶏塩白湯
（2食）600円

4955676100744
（常温30日）1c/s24

⑲ラーメン次郎長 雅味噌
（2食）600円

4972072047725
（常温30日）1c/s20

⑤ラーメン虎 濃厚とん塩
（2食）619円

4955676920151
（常温30日）1c/s24

⑥ラーメン縄文 味噌
（2食）600円

4955676921134
（常温30日）1c/s24

⑧ 山嵐 背脂豚骨ラーメン
（2食）600円

4955676921035
（常温30日）1c/s24

⑦ ﾋ ｶ゚ﾝﾃｨ旅人ｽ ﾌー ｶ゚ﾚｰﾗ ﾒーﾝ
（2食）800円

4955676921189
（常温30日）1c/s24

㉘ひでちゃんかに甲羅みそ
ラーメン（2食）750円
4978849325027

（常温30日）1c/s32

①豚ｿﾊﾞFuji屋
すすきの味噌（2食）600円

4955676921165
（常温30日）1c/s24

㉒ 大心（2食）

600円
4972072018664

（常温30日）1c/s12

㉓萬来軒（5食）

1,000円
4972072017728

（常温30日）1c/s12

㉚ひぐま（3食）

1,100円
4904113127646

（常温20日）1c/s12

㉗味の大王 元祖カレー
ラーメン（2食）600円
4901468910312

（常温30日）1c/s12

㉖てつや 豚骨みそ
（2食）600円

4901468800231
（常温30日）1c/s12

ラ
ー
メ
ン

ラ
ー
メ
ン

⑰だるま軒 醤油味　
（2食）600円

4904113120814
（常温30日）1c/s6

⑮えびそば 一幻えび醤油
（2食）600円

4533446001097
（常温30日）1c/s20

⑩ 純連 詰合せ
（4食）1,905円

4901468700333
（常温30日）1c/s6

②すみれ みそ
（1食）550円

4904113121057 
（常温30日）1c/s12

①すみれ しょうゆ
（1食）550円

4904113121064 
（常温30日）1c/s12

④すみれ ギフト
（4食）2,600円

4904113121118 
（常温30日）1c/s16

⑤すみれ ギフト
（6食）3,900円

4904113121125 
（常温30日）1c/s8

⑥すみれ ギフト
（8食）5,200円

4904113121132 
（常温30日）1c/s8

③すみれ しお
（1食）550円

4904113121071 
（常温30日）1c/s12

⑪白樺山荘 コク味噌
（2食）600円

4533446001035
（常温30日）1c/s20

⑱凡の風 塩味
（2食）600円

4955676929987
（常温30日）1c/s24

⑦彩未　味噌
（1食）500円

4533446010006
（常温40日）1c/s30

⑨ 純連 みそ
（1食）477円

4901468700302
（常温30日）1c/s18

㉑ けやき 味噌&コーンバター
（2食）600円

4955676929932 
（常温30日）1c/s24

⑫白樺山荘 香る醤油味
（2食）600円

4533446001073
（常温30日）1c/s20

⑬えびそば 一幻 えびみそ
（2食）600円

4533446001059
（常温30日）1c/s20　

⑭えびそば 一幻 えびしお
（2食）600円

4533446001066
（常温30日）1c/s20　

⑯味噌専門店 麺屋開高
（2食）600円

4533446007204
（常温30日）1c/s20

⑲ 銀波露 醤油味［平箱］

（2食）600円
4955676921110

（常温30日）1c/s24

⑳ 銀波露 味噌味［平箱］

（2食）600円
4955676921127

（常温30日）1c/s24

北海道ラーメン、
有名店の味の競演。

⑧ 純連 醤油
（1食）477円

4901468700296
（常温30日）1c/s18
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㉖ 旭川 蜂屋（2食）

700円
4901468910060

（常温20日）1c/s12

㉔ 旭川 青葉（3食）

1,000円
4527760118746

（常温90日）1c/s20

㉓ 旭川ラーメンよし乃
（3食）1,000円

4976651073976
（常温30日）1c/s10

⑬函館麺や 一文字
（4食）1,000円

4527760118203
（常温90日）1c/s20

⑭ 新函館限定生ラーメン
（4食）900円

4991064037599
（常温45日）1c/s12

⑨ 箱舘 あじさい 塩
（3食）1,100円

4978261004852
（常温45日）1c/s20

㉕ 青葉ラーメン 醤油
（1食）168円

4976651082275
（常温240日）1c/s10

㉒みそラーメン よし乃
（1食）168円

4976651082435
（常温240日）1c/s10

㉑天金ラーメン 醤油
（1食）168円

4976651082442
（常温240日）1c/s10

⑩ 箱舘 あじさい 塩
（1食）350円

4972072076749
（常温180日）1c/s50

⑪ 箱舘 あじさい 味噌
（1食）350円

4972072076961
（常温180日）1c/s50

⑫ 箱舘 あじさい 醤油
（1食）350円

4972072076817
（常温180日）1c/s50

⑮函館生ラーメン旨塩
（3食）600円

4991064037483 
（常温45日）1c/s20

⑯函館生ラーメン 旨味噌
（3食）650円

4991064037902 
（常温45日）1c/s20

⑤円山動物園 白熊 塩ラーメン
（乾燥・1食）171円

4976651082428
（冷蔵240日）1c/s10

⑥かに三昧 毛がに風 味噌
（1食）168円

4976651085221
（常温240日）1c/s10

⑦かに三昧 ズワイ風味 塩
（1食）168円

4976651085238
（常温240日）1c/s10

⑧かに三昧 タラバ風味 醤油
（1食）168円

4976651085214
（常温240日）1c/s10

③えべチュンらーめん味噌
（1食）168円

4901468139720
（常温150日）1c/s10

①奥芝商店スープカリー
えびラーメン（1食）300円

4571304770105
（常温240日）1c/s20

②ゾンベアラーメン ガラ塩味
（1食）350円

4560298292991
（常温180日）1c/s20

④えべチュンらーめん醤油
（1食）168円

4901468139713
（常温150日）1c/s10

㉗ 旭川名店味めぐり詰合せ
（4食）1,000円

4901468356950
（常温90日）1c/s8

⑰ 小樽運河ラーメン
（2食）500円

4991064085460
（常温180日）1c/s24

⑱ 釧路ラーメン
（2食）500円

4991064085491
（常温180日）1c/s24

⑲ 釧路らーめん 河むら
（4食）1,000円

4527760119583
（常温90日）1c/s20

【
函
館
】

㉞ 小熊出没注意ラーメン
［バター醤油味］（1食）171円

4976651082466
（常温240日）1c/s10

㉟ブタキング 味噌
（1食）168 円

4976651082480
（常温240日）1c/s10

㊱吉山商店 焙煎ごまみそ
（1食）168円

4976651081315
（常温240日）1c/s10

⑳ 山頭火 旭川とんこつ塩
（2食）600円

4901468910589
（常温30日）1c/s15

ラ
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ー
メ
ン

【
旭
川
】

㉔北海道四大ラーメン 
（4食）1,200円

4527760120053
（常温90日）1c/s20

② 味噌味くらべ
けやき＆白樺山荘（4食）1,000円

4901468355854
（常温90日）1c/s8

④ 小樽港めぐりラーメン
（6食）1,000円

4991064085477
（常温180日）1c/s12

③ 菊水 北の味めぐり寒干
ラーメン（6食）1,000円

4901468354413
（常温150日）1c/s12

⑤ 菊水 函館港めぐり
ラーメン（6食）1,000円

4991064209934
（常温180日）1c/s12

㉕三本勝負
（3食）750円

4978849322019
（常温60日）1c/s32

⑳さっぽろらーめん
みそ本陣（5食）1,200円

4972072069123
（常温30日）1c/s12

⑦ 菊水 大入寒干ラーメン
（10食）1,200円

4901468355236
（常温150日）1c/s6

⑧ 味の大王 元祖カレー
ラーメン 寒干し（1食）250円

4901468910510
（常温90日）1c/s12

⑨ 旭川 蜂屋 醤油味 寒干し
（1食）250円

4901468910381
（常温90日）1c/s12

⑩ 純連 みそ 寒干し
（1食）250円

4901468700371
（常温90日）1c/s12

⑪ 北海道名店4食 寒干し
（4食）1,000円

4901468356707
（常温90日）1c/s12

⑫さっぽろ濃厚味噌らーめん
（4食）900円

4901468356875
（常温30日）1c/s6

⑬ サッポロ西山ラーメン
（3食）1,048円

4904113047524
（常温20日）1c/s10

⑭ サッポロ西山ラーメン
（5食）1,572円

4904113047531
（常温20日）1c/s6

⑯サッポロ西山乾燥ラーメン
（6食）1,429円

4904113135948
（常温180日）1c/s12

⑮サッポロ西山乾燥ラーメン
（4食）953円

4904113135931
（常温180日）1c/s16

⑥ 菊水 大入北海道生
ラーメン（8食）1,000円

4901468355205
（常温30日）1c/s6

⑲北の麺極味（5食）

1,000円
4972072018565

（常温30日）1c/s12

⑰西山ラーメン ［コーン付］

（4食）1,000円
4904113040297

（常温20日）1c/s10

㉖ 毛がにラーメン
（6食）1,100円

4976472000014
（常温180日）1c/s20

㉑北海道ラーメン
（4食）1,000円

4976472002087
（常温180日）1c/s16

㉒札幌ラーメン
（4食）1,000円

4976472002155
（常温180日）1c/s16

㉓つらら北海道かに
ラーメン（4食）1,000円

4976472002599
（常温180日）1c/s16

㉙月見軒 味噌味
（1食）168円

4976651082503 
（常温240日）1c/s10

㉚月見軒 醤油味
（1食）168円

4976651082497
（常温240日）1c/s10

㉗ 網走しじみラーメン
（1食）380円

4991064085347
（常温180日）1c/s20

㉜熊出没注意北海道ラーメン
［醤油］（1食）171円
4976651082374 
（常温240日）1c/s10

㉝熊出没注意北海道ラーメン
［味噌］（1食）171円
4976651082350 
（常温240日）1c/s10

 ㉛熊出没注意北海道ラーメン
［塩］（1食）171円
4976651082367 
（常温240日）1c/s10

⑱札幌 森住の麺
（4食）1,000円

4533446000311
（常温30日）1c/s10

㉘ 銀波露 とんこつ醤油
（1食）168円

4976651082619 
（常温240日）1c/s10

①札幌名店 味めぐり
（4食）1,000円

4901468356479
（常温90日）1c/s8
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⑪ホリ夕張メロンピュアゼリー
（80g×6）1,200円
4977240004708
（常温270日）1c/s21

⑫ホリ夕張メロンピュアゼリー
（80g×9）1,800円
4977240004715
（常温270日）1c/s12

⑬ホリ夕張メロンピュアゼリー
（80g×15）3,000円
4977240004722

（常温270日）1c/s8

㉔ホリとうきびチョコ
プレミアム（10本）334円

4977240004364
（常温180日）1c/s30

⑮ホリ夕張メロンピュアゼリー
プチゴールド（16g×20）1,000円

4977240000267
（常温270日）1c/s18

⑰ホリとうきびチョコ
（10本）334円

4977240002889
（常温180日）1c/s30

⑱ホリとうきびチョコ
（16本）667円

4977240001936
（常温180日）1c/s20

⑲ホリとうきびチョコ
（28本）1,048円

4977240001943
（常温180日）1c/s12

㉑ホリとうきびハイミルク
チョコ（10本）334円
4977240003312
（常温180日）1c/s30

⑳ホリ とうきびチョコ
北海道いちご（10本）334円

4977240004876
（常温180日）1c/s30

㉖ほっとポテト
（19g×4）500円

4901330303082 
 （常温180日）1c/s20

㉒ホリとうきびハイミルク
チョコ（16本）667円
4977240003299

（常温180日）1c/s20

⑩ホリ夕張メロンピュアゼリー
（80g×4）680円

4977240002575
（常温270日）1c/s20

⑦ロイズプラフィーユショコラ
［いちご］（30枚）720円
4903379032039

（常温90日）1c/s30

⑧ロイズショコラの四季
(北海道)（40個）1,387円

4903379003473
（常温90日）1c/s20

⑨ホリ夕張メロンピュアゼリー
（80g×3）500円

4977240002827
（常温270日）1c/s20

⑤ロイズプラフィーユショコラ
［キャラメル］（30枚）720円

4903379033081
（常温90日）1c/s30

⑭ホリ夕張メロンピュアゼリー
プチゴールド（16g×12）500円

4977240003633
（常温270日）1c/s20

⑥ロイズプラフィーユショコラ
［オランジュ］（30枚）720円

4903379032046
（常温90日）1c/s30

㉓ ホリとうきびチョコプレミアム
ホワイトチョコバー（1本）120円

4977240004388
（常温180日）1c/s10×6

㉕ホリとうきびチョコ
［夕張メロン］（10本）334円

4977240004494
（常温180日）1c/s30

③ロイズプラフィーユショコラ
［ホワイトミルク］（30枚）720円 

4903379033104 
（常温90日）1c/s30

④ロイズプラフィーユショコラ
［ベリーキューブ］（30枚）720円

4903379033111
（常温90日）1c/s30

㉗ほっとコーン
（17.3g×4袋）500円
4901330302153
（常温180日）1c/s20

㉘ほっとオニオン
（18g×4袋）500円
4901330304133
（常温180日）1c/s20

㉙黄金ポテト インカの
めざめ （18g×8袋）1,000円

4963042030595
（常温90日）1c/s12

①ロイズ じゃがいも
チョコレート（130g）550円

4903379050125
（常温90日）1c/s30

②ロイズポテチクランチ
チョコレート（180g）720円

4903379050101
（常温90日）1c/s30

㉝じゃがりこ 贅沢うに軍艦味
（72g）900円

4901330576202
（常温90日）1c/s12

㉞じゃがりこ 豚丼味
（160g）800円

4901330576288
（常温90日）1c/s12

⑯ MM-6P  ｼｬｰﾍﾞﾘｱｽﾒﾛﾝﾐﾆ  
（20個）600円

4582179294795
（常温180日）1c/s18

㉚ぽてコタン 6袋
（16g×6袋）600円
4963042030571

（常温90日）1c/s20

㉜ぽてコタン昆布味 
（16g×6袋）600円

4963042030526
（常温90日）1c/s20

㉛ぽてコタン 10袋
（16g×10袋）1,000円
4963042030588

（常温90日）1c/s12

菓　
　

子

㉝ロイズバトンクッキー
［ココナッツ］（40枚）1,080円

4903379190012
（常温90日）1c/s20

㉜ロイズバトンクッキー
［ココナッツ］（25枚）720円

4903379190029
（常温90日）1c/s30

㉞ロイズ ポテトごまクッキー
（15枚）550円

4903379180815
（常温45日）1c/s30

⑥ロイズポテトチップチョコ［オリジナル&
フロマージュ］（190g×2）1,440円

4903379084045
（常温30日）1c/s12

⑧ ロイズポテトチップチョコ
［3種セット］（190g×3）2,160円

4903379084144
（常温30日）1c/s8

⑱ ロイズピュアチョコレート［ベネゼエラビター
＆ガーナスイート］（40枚）720円

4903379063453
（常温90日）1c/s30

⑩ロイズ板チョコレート
［クリーミーミルク］（115g）400円

4903379010235
（常温90日）1c/s30

⑪ロイズ板チョコレート
［ミルク］（125g）400円

4903379010143
（常温90日）1c/s30

⑫ロイズ板チョコレート
［ホワイト］（110g）400円

4903379010112
（常温90日）1c/s30

⑬ロイズ板チョコレート
［ラムレーズン］（125g）400円

4903379010259
（常温90日）1c/s30

⑭ロイズ板チョコレート
［アーモンド］（120g）450円

4903379010136
（常温90日）1c/s30

㉓ロイズ ヘーゼルクリーム
ウエハース（12個）720円

4903379062500
（常温90日）1c/s30

㉔ロイズ  抹茶バー
チョコレート（6本）600円

4903379068212
（常温90日）1c/s48

㉕ロイズ  抹茶バー
チョコレート（12本）1,200円

4903379068229
（常温90日）1c/s24

㉖ロイズ  ナッティバー
チョコレート（6本）600円

4903379068014
（常温90日）1c/s48

㉘ロイズ フルーツバー
チョコレート（6本）600円

4903379068113
（常温90日）1c/s48

㉗ロイズ  ナッティバー
チョコレート（12本）1,200円

4903379068021
（常温90日）1c/s24

㉑ ロイズバトンクッキー［へーゼル
カカオ］（40枚）1,080円
4903379192016

（常温90日）1c/s20

⑯ ロイズピュアチョコレート［クリーミー
ミルク＆ホワイト］（40枚）720円

4903379063422
（常温90日）1c/s30

⑮ ロイズピュアチョコレート
［スイート＆ミルク］（40枚）720円

4903379063415
（常温90日）1c/s30

㉙ロイズフルーツバー
チョコレート（12本）1,200円

4903379068120
（常温90日）1c/s24

⑳ ロイズバトンクッキー［へーゼル
カカオ］（25枚）720円
4903379192023

（常温90日）1c/s30

① ロイズポテトチップチョコレート 
オリジナル（190g）720円
4903379084007

（常温30日）1c/s30

② ロイズポテトチップチョコ
フロマージュブラン（190g）720円

4903379084052
（常温30日）1c/s30

③ ロイズポテトチップチョコレート 
キャラメル（190g）720円
4903379084069

（常温30日）1c/s30

⑨ロイズ板チョコレート
［ブラック］（130g）400円

4903379010129
（常温90日）1c/s30

⑰ ロイズピュアチョコレート［キャラメルミルク＆
クリーミーホワイト］（40枚）720円

4903379063439
（常温90日）1c/s30

㉚ロイズナッティ＆フルーツバー
チョコレート（12本）1,200円

4903379068304
（常温90日）1c/s24

④ ロイズポテトチップチョコレート
［マイルドビター］（190g）720円

4903379084120
（常温30日）1c/s30

⑤ロイズポップコーン
チョコレート（130g）550円

4903379087022
（常温60日）1c/s30

㉒ロイズバトンクッキー詰合
（25枚×2）1,440円
4903379190050

（常温90日）1c/s15

⑲ロイズ ピュアチョコ
北海道の四季（40枚）720円

4903379063521
（常温90日）1c/s30

⑦ ロイズ ポテトチップチョコ［オリジナル＆
マイルドビター］（190g×2）1,440円

4903379084137
（常温30日）1c/s12

北海道の
人気スィーツを。

㉛ロイズアマンドショコラ
［3種詰合］（120g×3）1,600円

4903379020104
（常温90日）1c/s20

菓　
　

子
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①トラピストクッキー
（袋入・3枚×8個）500円
4990667143072

（常温180日）1c/s60

③トラピストクッキー
（箱入・3枚×24個）1,400円

4990667132052
（常温180日）1c/s15

④トラピストクッキー
（缶入・3枚×23個）1,500円

4990667123036
（常温180日）1c/s15

②トラピストクッキー
（箱入・3枚×12個）680円

4990667133066
（常温180日）1c/s36

⑥トラピストバター飴
（袋入・180g）420円
4990667341539
（常温180日）1c/s30

⑤トラピストバター飴
（袋入・120g）276円
4990667343540

（常温180日）1c/s36

⑦トラピストバター飴
（箱入・260g）684円
4990667333527

（常温180日）1c/s12

⑧ 北海道ほっくコーン 香ばし
とうもろこし（28g）380円

4901859170349
（常温120日）1c/s30

⑨北海道ほっくコーン こくうま
スープカレー（30g）399円

4901859170370
（常温90日）1c/s30

⑩ 北海道ほっくコーン ホタテ
バター醤油（25g）380円

4901859170356
（常温120日）1c/s30

⑪ 北海道ほっくコーン トマト
バジル（25g）380円
4901859170325
（常温120日）1c/s30

⑫北海道ほっくコーン  アンチョビ
ガーリック（25g）399円
4901859170332
（常温120日）1c/s30

⑬北海道ほっくコーン 焦がし
えび（25g）399円

4901859170363
（常温120日）1c/s30

⑮とろける白いクリームイン
チョコレート（20個）600円

4952336304269
（常温365日）1c/s30

⑭ 北海道ブラック＆ホワイト
チョコ（40個）1,000円
4952336301275
（常温365日）1c/s20

⑯十勝チョコレート
（20個）600円

4952336304221
（常温365日）1c/s30

⑱ピリカ アーモンドチョコ
ボール（150g）723円
4947212980248
（常温240日）1c/s60

⑰ ピリカ ミルククランチチョコ＆ホワイト
チョコクランチ（約10個×2袋）862円

4947212980255
（常温180日）1c/s36

⑲ 道南 北海道苺トリュフ
ブラン（58g）400円
4974888201988  
（常温180日）1c/s48

⑳ 道南 北海道苺トリュフ
ノワール（53g）400円
4974888201995 
（常温180日）1c/s48

㉕ 北海道ハスカップゼリー
インチョコ（20個）600円

4952336302029
（常温270日）1c/s29

㉖ 北海道メロンワインゼリー
インチョコ（20個）600円

4952336302012
（常温270日）1c/s29

㉑ 氷点下41℃
（7枚）660円

4902039495122
（常温180日）1c/s15

㉒ 氷点下41℃
（12枚）1,100円

4902039495085
（常温180日）1c/s10

㉓ 北ると すいーとぽてと
（5個）667円

4589896490011
（常温60日）1c/s24

㉔北ると すいーとぽてと
（8個）1,000円

4589896490028
（常温60日）1c/s14

㉗ 北の米かりんとまんじゅう
（8個）500円

4571333780038
（常温90日）1c/s28

㉘よいとまけ
（1本）630円

4907284000015
（常温35日）1c/s30

㉙蔵生［黒］

（6枚）650円
4562270110019

（常温90日）1c/s30

㉚蔵生［白］

（6枚）650円
4562270110033

（常温90日）1c/s30

㉛ 蔵生プチ ハスカップ
（6枚）600円

4562270112501
（常温90日）1c/s30

㉜ 蔵生プチ 北海道苺ミルク
（6枚）600円

4562270112518
（常温90日）1c/s30

㉝蔵生プチ キャラメル
（6枚）600円

4562270112525
（常温90日）1c/s30

㉞蔵生 詰合せ
（6枚×2種）1,250円
4562270110804

（常温90日）1c/s20

㉖とうきびチョコ
［ホワイト］（16本）600円

4901638078767
（常温240日）1c/s20

㉗とうきびチョコ
［ホワイト］（28本）1,000円

4901638083426
（常温240日）1c/s15

㉘とうきびチョコ
［ミルク］（10本）300円

4901638495328
（常温240日）1c/s30

㉙とうきびチョコ
［ミルク］（16本）600円

4901638453168
（常温240日）1c/s20

㉕とうきびチョコ
［ホワイト］（10本）300円

4901638399718
（常温240日）1c/s30

⑮北の菓子職人 甘えび味
（100g）364円

4901037244572
（常温120日）1c/s40

⑯ 北の菓子職人  オホーツの
塩味（100g）364円
4901037244589
（常温120日）1c/s40

⑰北の菓子職人  帆立バター味
（100g）364円

4901037244596
（常温120日）1c/s40

⑱白いブラックサンダーミニ
（12個）350円

4903032398700
（常温180日）1c/s30

⑲白いブラックサンダー
（12個）600円

4903032398687
（常温180日）1c/s20

㉑白いブラックサンダー
（3個）180円

4903032398670
（常温180日）1c/s96

㉒ 白いブラックサンダービッグ
シェアバッグ（600g）1,200円

4903032398717
（常温180日）1c/s10

㉓みるぴりか
（12個）334円

4903032398526
（常温180日）1c/s30

㉔みるとうきび
（12個）334円

4903032398533
（常温180日）1c/s30

⑳白いブラックサンダー
（20個）1,000円

4903032398694
（常温180日）1c/s12

⑫ほがじゃ　ミニ
（2枚×3袋）278円

4582108724102
（常温180日）1c/s60

⑤北海道じゃガッキー
（12枚）600円

4989744051539
（常温120日）1c/s32

⑥北海道じゃガッキー
（24枚）1,200円

4989744051546
（常温120日）1c/s16

①わかさいも
（6個）660円

4989744000056
（常温18日）1c/s30

②わかさいも
（9個）990円

4989744000070
（常温18日）1c/s30

③わかさいも
（12個）1,320円

4989744000100
（常温18日）1c/s21

④ わかさいも本舗 おいしい
おまんじゅう（6個）500円

4989744080157
（常温20日）1c/s20

⑦ 北海道フリッターおせん 
ほがじゃ帆立（2枚×8袋）600円

4582108721354
（常温180日）1c/s20

⑨ 北海道フリッターおせん 
ほがじゃ帆立（2枚×2袋）150円

4582108721330
（常温180日）1c/s120

⑩ 北海道フリッターおせん 
ほがじゃえび（2枚×8袋）600円

4582108724539
（常温180日）1c/s20

⑪ 北海道フリッターおせん 
ほがじゃ昆布（2枚×8袋）600円

4582108725079
（常温180日）1c/s20

⑧ 北海道フリッターおせん 
ほがじゃ帆立（2枚×16袋）1,200円

4582108721361
（常温180日）1c/s10

⑬チーズインパフ たらこ味 
（25g×5袋）800円
4582108723860

（常温180日）1c/s20

⑭チーズインパフ たらこ味
ミニ （25g×2袋）330円
4582108724768
（常温180日）1c/s48

㉛ 焼とうきびチョコ
（10本）300円

4901638596803
（常温240日）1c/s30

㉚とうきびチョコ［ホワイト・
ミルク］（箱入・28本）1,100円

4901638524103
（常温240日）1c/s15
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①四季舎 米粉のブラウニー
（6本）900円

4582256506247
（常温30日）1c/s16

②四季舎 バターソフトクーヘン
（4個）600円

4582256506339
（常温30日）1c/s12

③四季舎 フルールラスク
（4種10枚）550円

4582256505752
（常温60日）1c/s24

④四季舎 フルールラスク
（4種20枚）1,000円
4582256505769

（常温60日）1c/s24

⑤四季舎  ほくほくスィート
ポテトミニ （1個）  350円

4582256505301
（冷凍60日）1c/s30

⑥四季舎  ほくほくスィート
ポテト （200g）  600円
4582256505271

（冷凍60日）1c/s18

⑦ 四季舎  窯だしチーズ
タルト （1個）250円
4582256506070

（冷凍60日）1c/s24

⑧ 四季舎  窯だしチーズ
タルト （3個）700円
4582256506209

（冷凍60日）1c/s24

⑨きびだんご
（3本）360円

4901944000025
（常温180日）1c/s20

⑩きびだんご
（5本）600円

4901944000032
（常温180日）1c/s20

⑫まりもの古里羊かん
（10個）500円

4980947000034
（常温180日）1c/s30

⑪昆布もち（6本）

667円
4980947002649

（常温180日）1c/s24

⑬ 北海道レアチーズケーキ
ひとくちサイズ（21g×8個）720円

4582179299462
（常温180日）1c/s12

⑭北海道チョび
（50g）330円

4974152032157
（常温120日）1c/s60

⑮ハイチュウ(夕張メロン)
（5本）600円

4902888138270
（常温365日）1c/s30

⑱ハッカ飴
（140g）200円

4904373043236
（常温365日）1c/s40

⑯北見はっか豆
（140g）380円

4985146000724 
（常温365日）1c/s50

⑳ 流氷飴（130g）

300円
4904373043458

（常温365日）1c/s35

⑲ 塊炭飴（200g）

300円
4952026001010
（常温180日）1c/s40

㉑摩周ハッカキャンディ
（220g）300円

4984620003343
（常温365日）1c/s40

㉒夕張メロンキャンディ
（200g）300円

4984620000571
（常温365日）1c/s40

㉔バター飴［北きつね］
（140g）300円

4970484602020
（常温365日）1c/s60

㉓ 北海道地図布バター飴
（140g）300円

4970484602020
（常温365日）1c/s60

㉙ラベンダードロップ
（10粒）326円               

4510236005268
（常温730日）1c/s60

㉘ブルーベリードロップ
（10粒）326円

4510236005251
（常温730日）1c/s60

㉕ハスカップドロップ
（10粒）326円

4510236005275
（常温730日）1c/s60

㉗メロンドロップ
（10粒）326円

4510236005282
（常温730日）1c/s60

㉖木いちごドロップ
（10粒）326円

4510236005244
（常温730日）1c/s60

㉚ロマンスミルクソフト
キャンディ（105g）200円

4903303201012
（常温180日）1c/s20

㉛ロマンス夕張メロンソフト
キャンディ（105g）200円
4903303201098

（常温180日）1c/s20

㉜ロマンスりんごソフト
キャンディ（105g）200円

4903303201050
（常温180日）1c/s20

㉝ロマンスハスカップソフト
キャンディ（70g）200円
4903303211356
（常温180日）1c/s20

⑰北見ハッカ飴
（270g）380円

4985146000106
（常温365日）1c/s50

①黒い恋人 黒豆とうきび
チョコ（7本）300円

4984620004562
（常温180日）1c/s12

②黒い恋人 黒豆とうきび
チョコ（14本）600円
4984620004609

（常温180日）1c/s20

④ 夕張メロンケーキ
（14個）1,000円

4980268060885
（常温180日）1c/s14

③ 夕張メロンケーキ
（7個）600円

4980268060892
（常温180日）1c/s24

⑤北海道プレミアムスイーツ
アソート（9個）500円
4985089050305

（常温180日）1c/s32

⑥北海道プレミアムスイーツ
アソート（15個）800円
4985089050299

（常温180日）1c/s20

⑪北海道みるくクッキー
（7枚）500円

4942710070170
（常温180日）1c/s30

⑫北海道浪漫の旅
（18個）1,000円

4953372354584
（常温90日）1c/s14

⑮ 北海道ポテトチップチョコ
クランチ小（8個）５00円

4562288370658
（常温180日）1c/s36

⑧ 北海道バタークッキー
（30枚）800円

4980268032998
（常温180日）1c/s16

⑨ 北海道バタークッキー
（18枚）500円

4980268033001
（常温180日）1c/s20

⑦ 札幌プリントクッキー
（12枚）500円

4956058202834 
（常温180日）1c/s27

⑬ 塩チョコましゅまろ大福
（12個）500円

4953372443684 
（常温90日）1c/s28

⑩北海道とふわふわブッセ
（18個）1,000円

4562288370849
（常温90日）1c/s10

⑭北海道餅くらべ
（21個）700円

4953372541427
（常温90日）1c/s24

⑯ 北海道ポテトチップチョコ
クランチ大（18個）1,000円

4562288370641
（常温180日）1c/s20

⑰ 黄金の極みチーズタルト
（1個）1,150円

4985089062858
（常温60日）1c/s18

⑱野菜ちっぷす
（40g）230円

4562343850132
（常温120日）1c/s12

㉓ 北海道ほくほくチップス
（420g）630円

4976766032073
（常温120日）1c/s8

⑳ポテトチップス［函館］
（70g）150円

4976766032974
（常温120日）1c/s12

㉑ポテトチップス［旭川］
（75g）150円

4976766031182
（常温120日）1c/s12

㉒ポテトチップス［札幌］
（70g）150円

4976766032981
（常温120日）1c/s12

⑲ポテトチップス［小樽］
（72g）150円

4976766032967
（常温120日）1c/s12

㉔ 北海道ランド ジャガイモクッキー
（クッキー3個・フィギア1個）436円

4560305977040
（常温90日）1c/s80

㉕ナッツブリトル
（1袋）600円

4571365757008
（常温90日）1c/s24

㉖ナッツブリトル
［ブラックチョコ］（1袋）600円

4571365757015
（常温90日）1c/s24

㉗ナッツブリトル
［ホワイトチョコ］（1袋）600円

4571365757022
（常温90日）1c/s24

㉘ハスカップチョコサンド
クッキー（12個）500円
4942710081480
（常温180日）1c/s30

㉙北風の旅人
（12個）500円

4942710080124
（常温180日）1c/s30

㉚ 北海道限定 チーズ＆チョコ
ケーキ（18個）600円
4985408932503

（常温120日）1c/s27

㉜ 濃厚カマンベールチーズ
ケーキ（1本）600円
4953372329612

（常温90日）1c/s20

㉝北海道がいっぱい
（2４個）1,000円

4953372355734
（常温120日）1c/s14

㉛ 北海道限定 チーズ＆チョコ
ケーキ（28個）900円
4985408912512
（常温120日）1c/s18

㊱ 夕張メロンチョコサンド
クッキー（12個）500円
4942710082005

（常温180日）1c/s30

㉟ 夕張メロンスチーム
ケーキ（20個）1,000円

4902975053387
（常温90日）1c/s14

㉞ 夕張メロンクリーム
大福（9個）650円
4582128534279

（常温90日）1c/s28



─ 35 ─ ─ 36 ─

菓　
　

子

菓
子（
小
樽
）

⑩ 5種のベリー贅沢
レアチーズ（約250g）1,000円

4946397834995 
（冷凍180日）1c/s12

①おもっちーず
（6個）900円

4580119004565
（冷凍90日）1c/s20

②おもっちーず いちご
（6個）900円

4580119004961
（冷凍90日）1c/s20

③おもっちーず ショコラ
（6個）900円

4580119004831
（冷凍90日）1c/s20

④おもっちーず マンゴー
（6個）900円

4580119003780
（冷凍90日）1c/s20

⑤ 札幌カタラーナプレーンL
（1個）1,000円

4571365750337
（冷凍90日）1c/s16

⑥ 札幌カタラーナスペシャル
苺L（1個）1,250円
4571365751921

（冷凍90日）1c/s24

⑦札幌カタラーナ ザク盛り
マンゴー（1個）1,250円

4571365752171
（冷凍90日）1c/s16

⑪花月堂 運河倶楽部
（5個）650円

4571196333419
（常温90日）1c/s16

⑫花月堂 黒豆マドレーヌ
（5個）700円

4571196333402
（常温90日）1c/s16

⑬花月堂 おたる煉瓦ショコラ
（5個）750円

4571196333426
（常温90日）1c/s16

⑭花月堂　りんごパイ
（5個）700円

4571196333433
（常温90日）1c/s16

⑮ 小樽の風
（12個）550円

4956058222474
（常温180日）1c/s24

⑧ 札幌カタラーナ３種セット
（3種）1,200円

4571365750955
（冷凍90日）1c/s24

⑨きら雪フロマージュ
（1個）1,300円

4946397833127
（冷凍180日）1c/s12  

【
小
樽
】

⑯ 小樽ワインケーキ
（14個）1,000円

4980268063121
（常温180日）1c/s14

⑰小樽チーズシフォンケーキ
（12個）600円

4953372602883
（常温120日）1c/s24 

⑱ 小樽チーズシフォンケーキ
（20個）1,000円

4953372602876
（常温120日）1c/s16

⑲小樽レトロカマンベール
チーズケーキ（8個）600円

4980655600908
（常温120日）1c/s21

㉑ 小樽レトロカマンベール
チーズタルト（6個）600円

4980655752157
（常温90日）1c/s24

⑳小樽レトロカマンベール
チーズケーキ（14個）1,000円

4980655600915
（常温120日）1c/s16

㉒ 小樽チョコ大福
（20個）600円

4983101204477
（常温120日）1c/s24

㉓ 小樽灯色の運河［アーモンド
フロランタン］（12枚）600円

4902975070384
（常温180日）1c/s27

㉔ 小樽ミルクケーキ
（8個）400円

4980268075117
（常温90日）1c/s28

① 夕張メロンキャラメル
プレミアム（袋・68g）200円

4984620005767
（常温365日）1c/s20

② 夕張メロンキャラメル
プレミアム（箱・18粒）180円

4984620005705
（常温365日）1c/s120

③ 夕張メロンキャラメル
（125g）300円

4984620000700
（常温365日）1c/s30

④ 北海道バターキャラメル
（125g）300円

4984620000762
（常温365日）1c/s30

⑤ 十勝ミルクキャラメル
（125g）300円

4984620000786
（常温365日）1c/s30

⑦ 北海道バターキャラメル
（18粒）140円

4984620001776
（常温365日）1c/s120

⑧ 十勝牛乳キャラメル
（18粒）140円

4984620001783
（常温365日）1c/s120

⑥ 夕張メロンキャラメル
（18粒）140円

4984620000106
（常温365日）1c/s120

⑫ 北海道バターキャラメル
（18粒）150円

4974888201810 
（常温365日）1c/s120

⑬北海道れん乳キャラメル
（18粒）150円

4974888201827 
（常温365日）1c/s120

⑭十勝きなこキャラメル
（18粒）150円

4974888201865 
（常温365日）1c/s120

⑨ハスカップキャラメル
（18粒）140円

4984620003626
（常温365日）1c/s120

⑩北海道ジンギスカン
キャラメル（18粒）140円
4984620002872
（常温365日）1c/s120

⑪黒い恋人キャラメル
（18粒）143円

4984620004722
（常温365日）1c/s120

⑰ 北海道いちごキャラメル
（18粒）150円

4974888201889 
（常温365日）1c/s120

⑮十勝あずきキャラメル
（18粒）150円

4974888201858 
（常温365日）1c/s120

⑯ 北海道コーンキャラメル
（18粒）150円

4974888201834 
（常温365日）1c/s120

⑱富良野メロンキャラメル
（18粒）150円

4974888201841 
（常温365日）1c/s120

⑲白樺の雫ミルクキャラメル
（18粒）150円

4974888201902 
（常温365日）1c/s120

⑳白樺の雫ココアキャラメル
（18粒）150円

4974888201896 
（常温365日）1c/s120

㉒ 北海道ビールキャラメル
（18粒）150円

4974888201513
（常温365日）1c/s120

㉑リボンちゃんキャラメル
［リボンナポリン味］（18粒）130円

4974888202015
（常温365日）1c/s120

㉓ 宇治園 抹茶キャラメル
（18粒）120円

4974888201018
（常温365日）1c/s120

㉔ 函館 がごめ昆布キャラメル
（18粒）120円

4974888201308
（常温365日）1c/s120

㉕ロマンス 北海道余市りんご
グミ（50g）150円

4903303302030
（常温270日）1c/s60

㉖ロマンス 北海道はすかっぷ
グミ（50g）150円

4903303302023
（常温270日）1c/s60

㉗ロマンス 北海道夕張メロン
グミ（50g）150円

4903303302016
（常温270日）1c/s60

㉘ロマンス 北海道余市白ぶどう
グミ（50g）150円

4903303302078
（常温180日）1c/s60

㉙飲むハスカップゼリー
（170g）300円

4991064081318
（常温120日）1c/s16

㉚飲むりんごゼリー
（170g）270円

4974152060280
（常温120日）1c/s16

㉛飲むメロンゼリー
（155g）270円

4974152060273
（常温120日）1c/s16
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⑥ 函館美鈴珈琲キャラメル
（18粒）124円

4991064003594
（常温365日）1c/s120

③ 函館美鈴珈琲スイーツ
（10個）572円

4991064005086
（常温80日）1c/s24

⑤函館美鈴珈琲ゼリー
（12個）380円

4991064005192
（常温270日）1c/s28

④ 函館美鈴珈琲豆チョコ
（50g）239円

4991064004331
（常温240日）1c/s72

⑫ 北海道こだわりぷりん
（105g）250円

4974561005773
（常温365日）1c/s12

②函館美鈴珈琲ケーキ
（15個）572円

4991064005062
（常温90日）1c/s28

①函館美鈴珈琲まんじゅう
（8個）500円

4991064037742
（常温90日）1c/s28

⑧函館牛乳キャラメル
（18粒）120円

4991064209590
（常温365日）1c/s120

⑦ 函館美鈴珈琲かりんとう
（80g）380円

4991064037421 
（常温90日）1c/s20

⑨ 函館ミルクキャラメル［夜景］

（18粒）120円
4991064004997
（常温365日）1c/s120

⑩はこだてプリン
（105g）250円

4991064209910
（常温365日）1c/s12

⑪はこだての白いプリン
（100g）250円

4991064208999
（常温365日）1c/s12

⑬ 光の都函館カルテット
クランチ（20個）900円
4991064037407
（常温180日）1c/s20

⑭ 光の都函館カルテット
クランチ（12個）550円
4991064037391
（常温180日）1c/s30

⑮ 青函の偉人たち
（18個）500円

4991064005512
（常温180日）1c/s30

㉑函館チーズ倶楽部
（5個）500円

4953372324389
（常温90日）1c/s24

㉒ 函館レトロバターケーキ
（15個）500円

4991064037520
（常温90日）1c/s24

㉓カルッテベイク函館
（15枚）550円

4991064037810
（常温180日）1c/s32

㉔ 函館ロマンティックな
星降る街で（18個）600円

4991064000999
（常温120日）1c/s27

㉕ 函館山に登ってきました
（80g）260円

4991064037773
（常温（150日）1c/s30

㉖ 函館濃厚カマンベール
チーズケーキ（6個）600円

4991064005307
（常温90日）1c/s20

㉗ 北海道クリーミー牛乳
ケーキ（10個）600円
4902975050591

（常温90日）1c/s28

⑯ 青函の偉人たち
（36個）1,000円

4991064005505
（常温180日）1c/s20

⑰ 港町の坂道
（12個）600円

4991064004911
（常温180日）1c/s27

⑱ 函館からの便り ホワイト
チョコレート（24個）600円

4991064005314
（常温240日）1c/s30

⑳やきほろろ函館
（12個）550円

4985089058202
（常温120日）1c/s30

⑲やきほろろ函館
（20個）900円

4985089058196
（常温120日）1c/s24

㉘函館活活いかせんべい
（90g）400円

4991064005161
（常温90日）1c/s25

㉙ 函館カレーおせんべい
（85g）350円

4909106409648
（常温120日）1c/s15

㉚函館牛乳バター飴
（50g）114円

4991064205400
（常温180日）1c/s40

㉛函館牛乳バター飴
（180g）360円

4991064209613
（常温180日）1c/s30

㉜函館牛乳カステラ
（1本）600円

4991064205431
（常温75日）1c/s24

【
函
館
】

菓
子（
函
館
）
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