
北海道観光PRキャラクター

２０１５マタノアツコ
秋冬コレクション

マタノアツコオリジナルアイテムをプレゼント!

期間中、
対象売場4ヶ所にて
税込3,240円以上

お買上げの先着50名様に※早期ご予約特典：11月30日㊊
　までのご予約で10%OFF

まるで宝石が散りばめられたような美しさに
胸が高鳴ること間違いなしです。

一番館  地階 銀座コージーコーナー

一番館  1Fル・ヴェルジェ

一番館  地階 特設会場

二番館  5Ｆ　Ｎロード

二番館  5Ｆ上りエスカレーター前

一番館  1F駅前通り側広場

二番館  6F特設コーナー二番館  5Ｆホットマン

二番館  1Ｆ銀座ヨシノヤ 二番館  5F生活の木

二番館  1Fハンドバッグ一番館  6Ｆ学生服

［銀座コージーコーナー］
クリスマスプレゼントボックス
（約7～8人分）・・・・・・・・4,104円

［ル・ヴェルジェ］赤鼻のトナカイ
（直径20㎝）・・・・・・・・・・・・・・・7,100円

［ザ・セレクトン福島
（旧福島ビューホテル）］
和洋中おせち 三段重
（4～5人前、240×240×58㎜）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円

クリスマスケーキ予約承り中
■12月15日㊋まで※一部商品を除く。

中合特選 おせち料理ご予約承り会
■12月24日㊍まで※一部商品を除く。

お渡し日 12月23日㊌■祝～25日㊎
（ル・ヴェルジェは12月21日㊊～25日㊎）

中合のお歳暮まごころをかたちに

［中国四川料理石林］
中華おせち 二段重
（3～4人前、300×200×100㎜）
18品目・・・・・・・・・21,600円

お歳暮
ギフト

みんな 早割が

10％割引
12月15日㊋まで

※一部割引除外品がございます。

※最終日午後5時閉場

総合ギフトセンター開設
7階大催事場一番館11月19日㊍   12月27日㊐

11月18日㊌まで
※11月20日㊎以降の発送のみの承りとなります。

二番館 6階 ギフトサロンにて承ります。

早期承りのご案内

北海道知事メッセージ 北海道知事　高橋　はるみ

■11月5日㊍　 10日㊋ ※最終日午後4時閉場 

一番館 7F美術サロン

絵画掘り出し市

斎藤　清　「メキシコ」　木版

5F
一番館

ケストラー オリジナルニット
講習会へのお誘い

1F
一番館

エリマキ999yenショップ
期間限定販売会

■11月5日㊍～11日㊌　※最終日午後4時閉場

■11月5日㊍～10日㊋

■11月12日㊍～16日㊊

5F
二番館

ホットマンフェア
■11月5日㊍～11日㊌

一番館  3F婦人肌着 二番館  4F紳士肌着

4F
二番館

［グンゼ］
ホットマジックフェア

5F
二番館

カサカサの季節・デリケートな肌に
■11月5日㊍～11日㊌

5F
二番館

［アトリエ瑠瑠］
着物リメイク創作服展

5F
二番館

神奈川県中津箒のしごと展
■11月5日㊍～10日㊋5F

二番館

6F
二番館

アイリスオーヤマ
小型家電フェア

■11月5日㊍～11月18日㊌

6F
一番館

スクールコートフェア
■11月30日㊊まで

服飾雑貨
・・・・・・・・・1,078円

この秋冬おすすめ
おしゃれな服飾雑貨が
勢揃いしました。

NHK『すてきにハンドメイド』に出演!

＊日　時＊・・・・11月27日㊎
　午前10時30分～午後12時30分
　午後1時30分～午後3時30分
＊講　師＊ベルンド・ケストラー
＊定　員＊各回20名
＊参加費＊ キャップ/税込2,808円
 ネックウォーマー/税込2,916円
※詳細は売場へ
　お問い合わせください。

Bernd Kestler’s Work Shop
ベルンド・ケストラーのワークショップ

一番館  1Fハンカチ売場特設会場

1F
一番館

ビープス テディベアコレクション
■11月4日㊌～10日㊋　※最終日午後5時閉場

福島初!!
テディベア
コレクション

サクラ2015
（モヘア、28㎝）
・・・・・・・・・・37,800円

・日本・アジア限定1500体
・証明書ギフトボックス付き

「サクラ」を表現したテディ
ベアを製作しました。足の裏に2015年の年号が入り、もう一方の足の裏
にはスワロフスキーとともに、桜の花が刺繍されています。

楠瀬 るり子（大阪府在住）
古いきものやアンティークな着物（古布）をリメイクし、
洋服、バッグ、雑貨などを創っています。

一番館  1Fエスカレーター脇特設会場

1F
一番館

［オジコ］親子Tシャツ
期間限定販売会

■11月11日㊌～17日㊋　※最終日午後5時閉場

長そでTシャツ（綿100%、日本製）
こどもサイズ（80㎝～160㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円から
おとなサイズ
（レディースM・L、メンズM・L）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,832円から

期間中、お買上げの方、OMCカード、
Nカード会員様ポイント5倍プレゼント

予告

予告
■11月10日㊋まで
　※最終日午後5時閉場

絣は着れば着るほど肌に馴染み、
「夏は涼しく冬は暖かく」と
優れた素材です。

ペイズリー模様とボタニカル模様を組み合わせ、ポイントカラーを利かせた
「ボタニカルガーデン」シリーズです。流れる曲線が、空間を広く感じさせます。

帽子・・・・・・・・5,940円
ベスト・・・・22,680円
パンツ・・・19,440円
ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・5,940円

1F
二番館

［久留米絣］特別販売会

防滑底ショートブーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,240円
両ファスナー付スエードブーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・36,720円

1F
二番館

［銀座ヨシノヤ］ブーツフェア
機能性を重視したブーツから、スタイルを意識した
オシャレなブーツまで、幅広く取り揃えました。

ｐresent
期間中、税込2,000円以上
お買上げのお客様に、
あったかグッズが当たる
スピードくじを行います。

ｐresent
期間中コートをお買上げの
お客様に、オリジナル
トートバッグをプレゼント。

ピーコート（130～3L）
・・・・・・・・・12,960円から
ダッフルコート（130～3L）
・・・・・・・・・16,200円から

ホットマジック肌着

寒さ対策は
　　肌着から！

［オリーブデオリーブ］ピーコート
（Ｓ～LL）・・・・・・・・21,600円から
ダッフルコート
（S～LL）・・・・・・・・31,320円から

3F
一番館

ｐresent
期間中ホットマンメンバーズ
カードのダブルポイントも
実施しております。

※受注生産のため、お渡しまでに
　約2ヵ月お時間を頂いております。

フリークロスM
（155×120㎝）
・・・・・・・・49,680円
クッションM
（36×36㎝、裏黒無地）
・・・・・・・・12,960円

さらっとした使い心地でお肌に潤いを。
敏感肌の方や、お子様にもおすすめです。

乾燥しがちなハンドケアに。

なめらかな肌触りのソープ。
シャンプー用もございます。

［生活の木］
シアバターボディミルク
（200㎖）・・・・・・・・・・・・各2,160円

シアバターハンドクリーム
（60g、ラベンダー・ローズ・カレンデュラ・
プレーン）・・・・・・・・・・・・・各1,944円

ガーナシアバターソープ
（各85g）・・・・・・・・・・・・・・・・各864円

二番館  5Ｆハウスオブローゼ

5F
二番館

［ハウスオブローゼ］期間限定商品
贅沢ローズのリキッドルージュ

トリートメント効果で、うるおいのある、ふっくらやわらかい唇に整えます。
口紅のような発色と、グロスのようなツヤを兼ね備えた優秀ルージュ。
※2月29日㊊までの期間限定商品。無くなり次第終了となります。

リキッドルージュ
（ローズ・ナチュラルベージュ）
・・・・・・・・・・・・各2,484円

ダマスクローズの美容成分
配合。唇のたてジワを防ぐ
アミノ酸誘導体配合。
天然ローズオイルの香り。

軽量クリーナーやふとんクリ
ーナー、ノンフライオーブン、
IHコンロなど暮らしに便利な
小型電気製品を取り揃えま
した。

予告

◯自の  20%OFF

一番館  １F服飾雑貨
一番館  3Fワコール

11月5日㊍   10日㊋期間

フェア

服飾雑貨・・・・540円から

二番館  
5Fエプロン

エプロン
・・・2,700円から

二番館  5F寝具

寝具
・・・5,184円から

［ワコール］
パジャマ
・・・・・・11,880円から
毛パン
（足首丈）・・・6,372円
（腹巻付き4分丈）
・・・・・・・・・・・・・4,644円

この看板が
目印です

この看板が
目印です

2016新春福袋ご予約承ります
■予約受付開始 11月5日㊍
■お渡し予定日 12月20日㊐から

福袋限定防寒ダウンジャケットと、
秋冬春の3シーズンにお使い
いただけるウエアが入ります。

防寒ジャンパーと、秋冬春の3シーズン
にお使いいただけるウエアが入ります。

※数に限りがございます。予定数に
　達し次第終了いたします。 一番館  6Ｆミキハウス・ダブルＢ

6F
一番館

福袋
（男・女、90～150㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円

（男・女、80～150㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円

中津箒は、職人が1点1点
丁寧に編み上げて作っています。
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福袋

★★★★★★

ミスはこだて来店

11月5日㊍
10時～12時

11月8日日

どこでもユキちゃん・キュンちゃん来店
ユキちゃん・キュンちゃんより北海道新幹線開業

PRグッズプレゼント（先着500名様）
午前11時～11時30分
午後13時30分～14時
午後15時～15時30分
午後16時30分～17時 ※開催場所、時間は都合により

　変更になる場合がございます。

一番館 7階大催事場

北海道／公益社団法人北海道観光振興機構

岩館 りなさん
第36代ミスはこだて

北海道新幹線2016年3月26日開業北海道新幹線2016年3月26日開業北海道新幹線開業PRキャンペーン北海道新幹線開業PRキャンペーン

この冬、個性あふれる大人カジュアルを提案いたします。

開催中
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一番館  5F手芸ショップウィステリア

※写真はイメージです。

一番館 7階大催事場 ※最終日午後5時閉場

●中合ポイント、ももりんポイント、大人の休日倶楽部、5％ＯＦＦご優待は対象外となります。

北の大地と自然の恵みが大集合第55回 北海道主催
第29回

5 10あす

15
11

営業時間　午前１０時　 午後7時30分

木 火 11月8日㊐はサンデー駐車サービス
日曜日に駐車場をご利用のお客様に、当日のお買上げ税込1,620円以上で、2時間無料の「共通駐車サービス券」を
お渡しいたします。（駐車券1枚につき1枚）※一部対象外の駐車場がございます。※駐車場発行の駐車券をご提示ください。

営業時間　午前１０時　午後7時30分
中合は連日休まず営業いたします。

電話（024）521-5151
www.nakago.com

福島市栄町5番1号

物産と観光展
の

13日間開催！あす
11月5日㊍ 17日㊋

当日ご入会の方も割引ご優待が受けられます。

8 日

通常品・セール品･食品も5％割引！

中合OMCカード
クレジットご利用で

中合OMCカード
全館ご優待デー

11

函館旅行や
北海道グルメ等が当たる！

函館旅行や
北海道グルメ等が当たる！

応募抽選会開催期間中全館にて、一回のレジ精算レシート税込5,400円以
上お買上げのお客様に応募券を1枚差し上げます。7階催事場ではレシート
補助票含む、合算5,400円以上でお一人様1枚のみ応募券を差し上げます。
※応募券の配布は17日㊋午後4時までとさせていただきます。

一番館 7階 大催事場
一番館 1階 北側店頭入口

■応募期間 11月5日㊍ 17日㊋
■応募場所

※最終日は午後5時まで
　とさせていただきます。

■主催／北海道・北海道貿易物産振興会・北海道観光振興機構・小樽市・帯広市・
　　　　北見市・釧路市・札幌市・函館市
■後援／福島県・福島市・福島商工会議所・福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・
　　　　福島中央テレビ・福島放送・テレビユー福島・ラジオ福島・ふくしまFM

応募抽選会
お 楽 し み

　中合福島店様のご協力をいただき、本年も、「北海道の物産と観光展」を開催
いたします。福島県の皆様に、北海道の魅力をお伝えできることを嬉しく思います。
　北海道は、四方を太平洋、日本海、オホーツク海に囲まれ、雄大かつ変化に富む
山々や広大な湿原など、美しい景観に恵まれています。
　こうした自然と季節の移り変わりが、新鮮な山海の幸を生み、また造り手の方々
の情熱によって、北のこだわりの品々が生み出されています。
　この度の物産と観光展では、北海道の素晴らしい自然と人の協働から生まれ
た、安全で安心な逸品を数多くご用意しています。ぜひこの機会にご堪能ください。
　また、会場では、北海道をまるごと楽しんでいただくための観光情報もご紹介しています。平成28年
３月には、北海道新幹線が開業いたします。一層魅力が増す北海道へ、ぜひ足をお運びください。皆
様のご来道を心よりお待ちしています。



ネギトロロ飯（80g）
･････････････････････････････････1,296円

新登場新登場

ハスカップ
生冷凍実（400ｇ）
･･･2,808円

ハスカップ果汁
（500ｇ） 3,240円

ハスカップ
ジャム（350ｇ）
2,052円

ホタテづくし（1折）
･･･････････････ 1,500円

ミニステーキ重
（1折）

･････1,080円
ミニステーキ重
（1折）

･････1,080円

2015年秋中合限定トッピングソフト
「さつまいものレモン煮」（1個）･･････････････420円
2015年秋中合限定トッピングソフト
「さつまいものレモン煮」（1個）･･････････････420円

ハッピネスデーリィ
【池田町】

まるあまみ

限定販売 限定販売

円甘味【小樽】
カスタードキューブ・
マロンキューブ
（1個）･･･････ 各324円

石屋製菓【札幌】
白い恋人（24枚入、ホワイト＆ブラック）･･･････ 1,523円
美冬（12個入）･･･････････････････････････ 1,523円
白いバウム（1個）･･････････････････････ 1,296円

北海道自慢の弁当

オープニング特別ご奉仕品

北海道スイーツセレクション

北海道の工芸品

北海道
ワイン

①かにちらし（1折）･･･1,080円
②三色弁当（1折）･････1,404円
③市場弁当（1折）･････1,944円

①かにちらし（1折）･･･1,080円
②三色弁当（1折）･････1,404円
③市場弁当（1折）･････1,944円

水野商店【釧路】 実演 実演 実演実演

実演

実演実演 実演 実演

実演

②

① 肴菜家しん【函館】肴菜家しん【函館】 やきにくれすとらん
沙蘭【函館】
やきにくれすとらん
沙蘭【函館】

引田屋【釧路】

婦人用防滑・防寒ブーツ
（合成皮革、サイズ22.5～25.0、
ブラック）
･････････････7,560円

婦人用防滑・防寒ブーツ
（合成皮革、サイズ22.5～25.0、
ブラック）
･････････････7,560円

ALL北海道【札幌】

ビーバーヤーンボレロ 60丈
496,800円の品
・・・・・・・・・・・・・・350,000円

函館ミンク【函館】

塊おっちゃんこ梟（フクロウ）
（高さ約14cm） ･･･ 6,480円
塊おっちゃんこ梟（フクロウ）
（高さ約14cm） ･･･ 6,480円

アトリエ木夢創【北見】

煌めきチョーカー ･･･1,944円
夕虹ブローチ ････････4,104円
夕虹イヤリング･･････2,700円
夕虹ネックレス･･････2,160円

煌めきチョーカー ･･･1,944円
夕虹ブローチ ････････4,104円
夕虹イヤリング･･････2,700円
夕虹ネックレス･･････2,160円

ガラスアクセサリー工房
SHiMA・SHiMA【小樽】

ふらのワイン
（赤・白）
各720㎖
････各1,282円

ふらのワイン
（赤・白）
各720㎖
････各1,282円

サッポロクラシック（350㎖缶）
6缶パック･････････････1,446円
1ケース（24缶入）･･････5,781円

サッポロクラシック（350㎖缶）
6缶パック･････････････1,446円
1ケース（24缶入）･･････5,781円

六花亭【帯広】
マルセイバターサンド
（5個入）･････････630円
（10個入）････ 1,250円
霜だたみ
（10個入）････ 1,210円

ぼんき

本造り松前漬
（100ｇ）･････432円

甘口たら子
（100ｇ）･･1,080円

甘口いか塩辛
100ｇ当たり 540円

皮はパリッと中身はジューシー、
昔から小樽で親しまれている味です。

北海の海の幸を小樽飯櫃が
こだわりの惣菜に仕立てました。

モチモチとした皮で
豚肉と野菜を包み込んだ北の味です。
モチモチとした皮で
豚肉と野菜を包み込んだ北の味です。

※写真はイメージです。

新登場新登場

いわしとさばのほっかぶり寿司
（各4カン）･･････････････ 1,130円
いわしとさばのほっかぶり寿司
（各4カン）･･････････････ 1,130円

11月11日㊌
からの出店予告

グリーンズ北見【北見】
マルズワイガニの爪肉のせ
カニクリームコロッケ

函館志濃里【函館】
濃厚スティックフロマージュ

釧路ラーメン
河むら【釧路】

ハッピネスピザ
（1枚、約19㎝）
･･････････････ 972円

自家製ラクレットと十勝産インカ
のめざめを使用したピザ。

ストロベリーチョコレート
（ホワイト・ミルク）･･････ 各650円

五稜郭丼（1折）
････････････ 1,700円
五稜郭丼（1折）
････････････ 1,700円

各日30折限り

ほたての中でも甘みが強い希少な赤玉
をふんだんに盛り付けた一品です。

道産牛ランプ・イチボ・
ヒレ・道産豚弁当（1折）
･･･････････････2,430円
道産牛ランプ・イチボ・
ヒレ・道産豚弁当（1折）
･･･････････････2,430円

50折限り

各日50折限り
③

いわし寿司をうす切り大根で包みました。
さっぱりとした味をお楽しみください。

いかめし
（１折）･･････････････････････････････651円

いかめし阿部商店【森町】
若鶏半身揚げ
（1個）･･･････････････････････････････981円

なると屋【小樽】
道産ホタテのウニクリームコロッケ
････････････････････････････････････562円

じゃがいもHOUSE【札幌】
たこザンギ
（5個入）･････････････････････････････972円

小樽飯櫃【小樽】
厚揚げ蒲鉾（イカ・ホタテ・エビ、1枚）･各432円
ザンギ（タコ・枝豆・玉ねぎ、1個）･･････各195円

大和水産【小樽】

ロイヤル
クロワッサンリング
（直径約16cm）
･･････････････1,080円

小樽洋菓子舗
ルタオ【小樽】
ドゥーブル
フロマージュ
（1ホール、4号）
････1,728円

おもっちーず
（6個入）･････････････････････････････972円

わらく堂【札幌】

いも子とこぶ太郎
（15g×6袋入）
･･･････････ 648円

〈ベーコン＆サーモン〉
（2枚×8袋）
･･･････････ 648円

北海道フリッター
おせんほがじゃ
〈ほたて〉（2枚×8袋）
･･･････････ 648円

不二屋本店【札幌】

りんごのクリームブリュレ
（1個、縦６cm×横６cm×高さ４cm）･･････ 540円

五島軒【函館】マロンコロン（アーモンド・チーズ・カカオ・ウォナッツ、
各1枚 計4枚）･･････････････････････････ 680円
マロンコロン（紅茶・抹茶）･･･････各160円

あまとう【小樽】

5種のベリー贅沢レアチーズケーキ
（1個、280g）･････････････････････ 1,080円

ベイクド・アルル【江別】
三方六 ････････････････････････････630円
三方六珈琲 ･･･････････････････････720円

柳月【帯広】

北のショコラバターサンド
（10個入）････････････････････････････800円

北のシュガーバターの木【札幌】 紅鮭切身
（1盛）･･･ 1,296円

水野商店【釧路】

納豆昆布（80ｇ）････････････････ 1,296円
カット真昆布（200ｇ）･･････････ 1,296円
塩ワカメ（200ｇ）･･･････････････ 1,080円

山丁長谷川商店
【函館】

カネシマ嶋田商店
【釧路】

なにわ屋川島商店【釧路】

じゃが豚（12個入）･･････････････ 1,080円
じゃが豚カレー（12個入）･･･････ 1,080円

佃善【札幌】 解凍たらば脚（100g）････････････972円
ボイル毛ガニ（1尾） ･････････ 4,320円
冷凍ホタテ（1箱、500g） ･････ 4,320円

北海道産がごめとろろ昆布
（90g）･･･････････････････････････････630円

ヤマキヨ宇野フーズ【帯広】

生干ししゃも 大オス1串（10尾） 1,296円
珍味ししゃも1袋（100g）･･･････ 1,188円

カネダイ大野商店【むかわ町】 帆立貝柱（100ｇ）････････････････ 2,700円
味付帆立（100ｇ）････････････････ 1,296円
鮭とば（150ｇ）･･････････････････ 1,296円

松前漬
（100ｇ）････ 432円

渡邉商店【函館】

函館近海産真いかするめ
（10枚束、1束）
･･･････････････5,000円

つぶ甘露煮（100ｇ）･････････････････864円
にしん甘露煮（100ｇ）･･････････････648円

小松食品【小樽】
坊ちゃんカボチャグラタン
（１個） ････････････････････････････864円

キッチンアクティブ【札幌】
いくら醤油漬
（100ｇ）･･･････････････････････････1,399円

橋本食品【函館】
早来ファクトリー行者ニンニク入
ウインナー（205g）････････････1,296円

春雪さぶーる【札幌】 木の屋【小樽】

かぼちゃ・とうもろこしフレーク
（140g）･････････････････････････各1,080円

十勝大望【幕別町】

ノースサンクチュアリ【札幌】

たらこ（100ｇ）･･････････････････1,058円
辛子明太子（100ｇ）･････････････ 1,058円

虎杖浜水産【白老町】

北海道メロンゼリー・ハスカップゼリー
（21g×18個）･･････････････････ 各1,080円

有楽製菓【札幌】
白いブラックサンダー（12個入）
････････････････････････････････････ 648円

TKSタングロン【札幌】

ハスカップジュエリー
（6個入）･･･････900円

もりもと【千歳】
太陽いっぱいの
真っ赤なゼリー
（130g）
･････････240円

ハッカ油スプレー（10ml）
･･･1,080円
ハッカ飴（270ｇ）
･･････411円

メンタブ（9g）
･･････253円

北見ハッカ通商
【北見】

炙り風味函館
塩ラーメン（120ｇ×2）
･････････ 650円

函館生ラーメン
岩塩入り塩味
（120ｇ×2）

････････650円

日の出製麺
【北斗】

札幌カリーせんべい
えび（18g×6袋）
･･････････････648円

限定販売 限定販売

限定販売

限定販売

YOSHIMI【札幌】

札幌カリーせんべい
（18g×6袋）･･･648円

【肴菜家しん】元町物語
1,500円の品 ･････････････････････････････1,100円

611 限り金

511 木

511月 日木限り

50折限り

【カネダイ大野商店】
生干ししゃも（オス10尾メス10尾セット）
1,944円の品 ･････････････････････････････1,501円80セット限り

【円甘味】マドレーヌ（6個入）
777円の品 ･･････････････････････････････････ 540円100セット限り

【木野商事】利尻昆布生姜（80g）
648円の品 ･･････････････････････････････････ 432円

【引田屋】さばの棒寿司（1本）
1,400円の品 ･････････････････････････････1,080円

711 限り土

50本限り

【橋本食品】鰊のジェノベーゼ（200g）
1,360円の品 ･････････････････････････････1,080円30パック限り

【小松食品】たらこん（250g）
1,620円の品 ･････････････････････････････1,080円50パック限り

【ハッピネスデーリィ】トッピングソフト 各種
421円の品 ･･････････････････････････････････ 370円100本限り

【なにわや川島商店】
味付ほたて（200g）
2,592円の品 ･････････････････････････････1,728円

811 限り日

100袋限り

【渡邉商店】
にしん昆布（300g）
1,296円の品 ･････････････････････････････1,080円50パック限り

【春雪さぶーる】
早来ファクトリー
あらびきウィンナー（105g）
648円の品 ･･････････････････････････････････ 432円

【渡邉商店】
北海道産真いかするめ（10枚約750g）
5,000円の品 ･････････････････････････････3,400円

911 限り月

400束限り

【肴菜家しん】
かにづくし
1,300円の品 ･････････････････････････････1,000円30折限り

【虎杖浜水産】
たこわさび（200g）
1,512円の品 ･････････････････････････････1,080円30パック限り

【水野商店】
三色弁当（1折）1,404円の品
････････････････････････1,080円100折限り

お一人様2折限り

【水野商店】
本造り松前漬
（400ｇ）1,728円の品
････････････････････････1,080円100パック限り

【水野商店】紅鮭切身（1盛）
1,296円の品
････････････････････････1,080円50セット限り

【小松食品】小結び昆布
（250ｇ）1,620円の品
････････････････････････1,080円50パック限り

【円甘味】キューブシュー
（4個）1,296円の品
････････････････････････1,080円100セット限り

【大和水産】ザンギ（6個）
1,100円の品
････････････････････････････999円30パック限り

【不二屋本店】
北海道甘えびクッキー
864円の品
････････････････････････････540円100個限り

【いかめし阿部商店】
いかめし 651円の品
････････････････････････････551円50個限り

【日の出製麺】
函館生ラーメン
味造り4食箱（120ｇ×4）
1,296円の品
････････････････････････1,080円50セット限り

【カネダイ大野商店】
ししゃも甘露煮（オス）
1,301円の品
････････････････････････1,000円20パック限り

【タングロン】
天地人トマトジュース愛甲
（1,000㎖）1,944円の品
････････････････････････1,620円60本限り

【引田屋】いわしのほっかぶり
とサーモン寿司（各4カン）
1,290円の品（120ｇ×4）
････････････････････････1,080円50折限り

【中合食品部】
塩数の子（250g）
･････････････････････1,000円100個限り

【渡邉商店】手造りいか塩辛
（300ｇ）1,296円の品
････････････････････････1,080円50パック限り

お1人様
1箱限り

【渡邉商店】
函館の無頭甘汐糠鰊（3尾）
1,458円の品
････････････････････････1,080円60セット限り

【虎杖浜水産】いくら醤油漬
（200ｇ）2,808円の品
････････････････････････1,728円30パック限り

【ベイクド・アルル】
シャコラムースケーキ
702円の品 ････････････････500円50個限り

【キッチン・アクティブ】
スタッフドポテト（4個）
････････････････････････1,000円30セット限り
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北海道知事より「北のハイグレード食品」に
認定された味と品質が自慢の美味しいししゃもです。

各日100個限り

11月5日㊍～10日㊋前期

11月5日㊍～10日㊋前期 創
業
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現品限り

北海道産槐材使用　一刀彫

硝子の街、小樽の工房にて1つ1つ手作りした
ガラスアクセサリーです。

さっぽろラーメン
桑名【札幌】

味噌ラーメン
（1杯） 972円
味噌ラーメン
（1杯） 972円

正油ラーメン
（1杯） 864円
正油ラーメン
（1杯） 864円

しおラーメン
（1杯） 864円
しおラーメン
（1杯） 864円

とんこつラーメン
（1杯） 864円
とんこつラーメン
（1杯） 864円

11月5日㊍～10日㊋前期ラーメン茶 屋ラーメン茶 屋

各日30個限り

各日30袋限り

北海道道南産やわらかい早煮昆布
（200g）･･････････････････････････････864円各日30袋限り

北海道日高産天然日高昆布
（240g）･･････････････････････････ 1,080円各日30袋限り

普通小豆（1升）
1,700円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
とら豆（1升）
2,500円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円
たまねぎ（10kg）
1,800円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,600円

711 土

大正金時（1升）
2,100円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,900円
大正メークイン（10kg）
2,400円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円

811 日
黒光大豆（1升）
2,100円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,900円
北あかり（10kg）
2,300円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,100円各日200個限り

北海道の
農産物

611 金

北斗大納言（1升）
2,000円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円
大粒鶴娘豆（1升）
1,700円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
羊蹄男爵芋（10kg）
2,300円の品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,100円

日替り特別ご奉仕品

実演

オープニング
特別目玉

11月6日金限り

みふゆ

北
海
道
ビ
ー
ル

数量
限定

電話（024）521-5151
福島市栄町5番1号

w w w. n a k a g o . c o m

●表示価格は税込価格（総額表示）です。  ※◯自は自店旧価格です。

11月8日㊐はサンデー駐車サービス 日曜日に駐車場をご利用のお客様に、当日のお買上げ税込1,620円以上で、2時間無料の「共通駐車サービス券」を
お渡しいたします。（駐車券1枚につき1枚）※一部対象外の駐車場がございます。※駐車場発行の駐車券をご提示ください。 あす 5 火木11 10駐車場のご案内 平日に駐車場ご利用のお客様に、当日のお買上げ税込3,240円以上で、1時間無料、

税込10,800円以上で2時間無料の「共通駐車サービス券」をお渡しいたします。 ※一部対象外の駐車場がございます。※駐車場発行の駐車券をご提示ください。
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