
　　　　

いしや 石屋製菓 白い恋人 F-5 ぽたぽた ぽたぽたいちご いちご大福 H-5

いはら 井原水産 数の子 H-4 ほっかい 北海道チーズコーナー 酪佳 ほか

うえむら ウエムラ牧場 白老牛弁当 D-3 ほっかい 北海道どざんこプラザ 鮭とば一番干し ほか K・L-7・8

えーでる エーデルワイスファーム H-5

ほっかい ほっかいどうマーケット 有機じゃがいも・有機玉ねぎ I-8おかだ 丸豆　岡田製麺 函館拉麺

おおたか 大髙酵素 スーパーオータカ まーれ マーレ旭丸 いかそうめん G-4

かねだい カネダイ大野商店 ししゃも Ｉ-4 まちなか 町なかファームカフェ ゴールドコーンポタージュ H-5

かね 兼八 真いか沖舟漬 E-3 まるだい マルダイ水産 毛がに F-3

かわしま 　　　　　　　　　　　　　　　　バターフィールド G-4 まるひろ マルヒロ太田食品 E-3

きたか 北菓楼 北海道開拓おかき F-5 みなみ 南かやべ漁業協同組合 天然真昆布 I-5

きたの 7-Jーナーコ菜野の北 もりもと morimoto ハスカップジュエリー
ホワイトＭＩＸ F-8

きたみ 北見ハッカ通商 ハッカ油スプレー F-6 やまさ ヤマサ宮原 ほたてちぎり揚げ G-3

きよた KIYOTA SWEETS やま 山丁長谷川商店 乾珍味 H-4

くしろ 釧路おが和 いくら醤油漬 G-4 りしり 利尻亀一 利尻産天然昆布 I-6

こま ピカタの森 駒ヶ岳牛乳 牛乳ソフトクリーム F-4 りすの リスの森 凪とミルクのダブルジェラート D-7

ざこ すし処 雑魚亭 るたお 小樽洋菓子舗 ルタオ サブレサンドフロマージュ F-7

さっぽろ 札幌蟹工船 G-2 ろいず ロイズ 生チョコレート オーレ F-7

さっぽろ 札幌スイーツセルクル セルクレア Ｆ-8 ろっか 六花亭 マルセイバターサンド F-6

さっぽろ 札幌山本養蜂園
北海道産

アカシアはちみつ G-5 わ わきみず 湧水の里 すごいとうふ F-6

さとう 佐藤水産 鮭ルイベ漬 G-3

さんゆう サンユ-農産

しげかつ 茂勝水産 羅臼産ホッケ開き Ｆ-3

しゃけ 鮭番屋 氷塩熟成秋鮭 H-3

しょこら ショコラティエ マサール
パフェソフト

アレ・ドゥ・ラヴァン E-7・8

すのう Snow Jewels しろみつとろきび I-7

あ ういん
ザ・ウィンザーホテル洞爺

リゾート＆スパ
トリュフ香る北海道の美食

ハンバーグとフォアグラのステーキ

たけだ 竹田食品 函館産真いかの塩辛 Ｉ-6 な にとり にとりのけやき コーンバターラーメン D・E-2

たなか 田中青果 やん衆にしんづけ G-5

まさ おたる 政寿司 政にぎり F-2ちとせ 千歳ラム工房
北海道産

サフォークラム D-3

むら レストラン MURA 仔羊の香草焼き K-6つく 佃善 じゃが豚 H-5

もりひこ MORIHICO. 珈琲とガトーフロマージュのセット D-7とかち 十勝大望 かぼちゃフレーク G-5

ときいろ ときいろファーム ベリースムージー果肉入り I-7

な のると ノルトエッセン あ いとぐる 染織工房 糸ぐるま 手染め手織り衣料品 J-3

はこだて 函館 うに むらかみ 無添加生うに木箱 F-4 かず 染織アトリエ Kazu K-5

はしもと 橋本食品 甘塩たらこ I-4 ぐちこ Guchico. 木のアクセサリー J-5・6

ふくだ 福田農園 王様しいたけ I-8 は はこだて 函館ミンク 毛皮製品 K-3・4

ふたりの ふたりのマルシェ 北海道江別産ブロッコリー I-8 まいすた マイスター はちみつ化粧品 J-5

ふらの 富良野SHINYA ふらの雪どけチーズケーキ F-8 みずばし 水芭蕉 J-4

ら らばー ラバーキャスト 廣田 ホワイトメタル J-4

工芸品特集
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かな 店舗名 代表品目 柱番号（50音順）

第65回 北海道の物産と観光

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。

川島旅館

野菜

F-8
[ドルチェヴィータ]
ティラミスオムレット  ほか

柴蘇ジュース F-6

かな 店舗名 代表品目 柱番号（50音順）

海鮮弁当 I-3

とかち 十勝MOGMOGさん ベリーサンド I-7

ナチュラルブレッド

I-6

C-2・3

薪・炭火仕上
     ロースハム

H-5

コロッケ

ほっかい Made in Hokkaido Wine特集 tabi2017 ほか Ｋ-8

手染め手織り衣料品

革工芸

かに弁当

10月10日（水）→15日（月）
本館8階 催会場
主催：北海道=帯広市・釧路市・札幌市・函館市・稚内市
連日午前10時30分～午後8時まで、最終日は午後6時閉場。

EATIN
イートイン

ぺいすと ペイストリースナッフルス チーズオムレット F-6

〈営業時間〉
午前１０時３０分→午後８時(ラストオーダー午後７時３０分)
※最終日は午後５時３０分(ラストオーダー午後５時)

※混雑状況によりラストオーダーの時間を変更させていただく場合がございます。

直通
EV横

G-5

ほろかない 幌加内 そばの坂本 幌加内二八生そば Ｋ-6は

〈営業時間〉
午前１０時３０分→午後８時(ラストオーダー午後７時)
※最終日は午後５時３０分(ラストオーダー午後４時３０分)

EATIN
イートイン


