
出店場所 出店名称　 都道府県・市町村 品名 メニューの説明・特徴など

駅前広場 さつまあげ　竹添
鹿児島県南さつ
ま市

ちょいさつ
魚の味が感じられ、人参、ごぼうとの相性がバツ
グン！

駅前広場 仙台味乃吉 宮城県仙台市 牛たん黒カレー
香り豊かなスパイスと甘さも加えた濃厚黒カレー
です。

駅前広場 コワダヤの黒豚の焼豚
鹿児島県南さつ
ま市

焼きソーセージ
鹿児島の自社農場の豚使用
ハーブ（マジョラム）の入ったソーセージ

駅前広場 （一社）南さつま市観光協会・mojoca
鹿児島県南さつ
ま市

さつま芋フライ 鹿児島ならではのさつま芋のフライ

駅前広場 いちごちゃん号 むかわ町 はしっこ切り落としチーズ
各種チーズをカットする際にでる端っこの部分の
チーズです。形が悪かったり、小さかったりします
が、実は端っこが一番美味しい！

駅前広場 とり丸亭 旭川市 厚切りハムカツ

駅前広場 旭川しょうゆホルメン倶楽部 旭川市 牛すじ煮込み　北北海道産
北北海道産の牛すじを使用した、コラーゲンたっ
ぷり、トロトロの一品。

買物公園 cocktail bar g'day 旭川市 そば粉のガレット　ラタトゥイユ
江丹別のそば粉を使用したガレット。旭川近郊の
野菜が入っているラタトゥイユをつつんでいます。

買物公園 ひろた屋 旭川市
あんこたっぷりクリームたっぷり巻き巻
きロール

通常の約2倍のあん，クリーム入り。ボリュームの
ある巻きおやき

買物公園 ナマステネパール　旭川店 旭川市 揚げナン もちもちの揚げナン

買物公園 CLAPS DINER 旭川市 チリビーンズ
旭川産大豆を使用したチリビーンズ
CLAPS DINERの人気メニューを食べマルシェ仕
様にアレンジ

買物公園 イ・ヴィータ・ポラーレ 旭川市 青つぶのアヒージョ
道産の青つぶをにんにくが効いたオリーブオイル
で煮込んであります。

買物公園 Dining＆Nepal 旭川市 プチキーマ丼
スパイスたっぷりですがお子様でも食べられる
キーマカリー。

買物公園 髙砂酒造明治酒蔵 旭川市 純米吟醸国士無双　１カップ　１００ｍｌ
北海道産きたしずくを５５％まで精米した柑橘系
の香り、旨味とコクのある飲み口のお酒です。

買物公園 チェリー 旭川市 牛たん入りつくね 鶏つくねに角切り牛たんが入っています

買物公園 なると屋 旭川市 ざんぎ、手羽先ざんぎ ざんぎ１個と手羽先１個

買物公園 招福亭 旭川市 旧旭川競馬場の白もつ串
イベント出店では行列が出来るほどの人気メ
ニューの一品です！

買物公園 鳥とん 旭川市 とりとんセット とりもも串、ぶた串１本づつ　お一人様１品のみ

買物公園 はしづめ　かまぼこ 士別市 パンロール
外はかりかりの食パン、中は道内産の新鮮な野
菜とお肉がすり身をまとってバランスのいい一品
です。

買物公園 山恵 鷹栖町
エゾ鹿モモ串ジンギスカントマトたれ風
味ミニ

鷹栖町産トマトとのコラボ商品です。これから
色々展開していく予定です。
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買物公園 和風レストラン　てしお 士別市 お試し　ミニ豚丼
豚肉は旭川産の“麦小町”を使用。タレは当店特
製甘タレ。

買物公園 東神楽町 東神楽町 黒豆カレー
JA東神楽の黒豆とデミグラスソースを使用した欧
風カレーです。ピリッとした辛みとコクがありま
す。

買物公園 もち工房　愛ふくふく 愛別町 ミニあんもちセット
当店のあんもちがミニサイズのセットになってい
ます。一番人気のよもぎあんと餅本来の味をお
楽しみいただけるあんもちのセットです。

買物公園 第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊 名寄市
なよろ煮込みジンギスカン　ハーフサイ
ズ

なよろ煮込みジンギスカンのハーフサイズです。

買物公園 元祖かみふらのバーガー 上富良野町 いももチーズ
・道産いももちにチェダーチーズをトッピング。
・道産いももちの中にカマンベールを入れた物。

買物公園 珈茶珈茶＆クルマルシェ 旭川市 フルーツサンド
旭川初，老舗パン屋とくだもの屋のコラボ商品。
フルーツをパンで挟んだサンドイッチ。

買物公園 焼肉酒家　たけだ商店 旭川市 醤油ほるもん唐揚 しっかりと醤油ダレに漬け込んだほるもんの唐揚

買物公園 居酒屋　光進丸 深川市 タコ串 タコ足や頭を串にして焼きます

買物公園 芦別市 芦別市 ガタタン
芦別名物ガタタンが初めての方にも、お手軽なお
試し価格で提供します。

買物公園 古村農園直営店ふるふるトマト 増毛町 増毛産タコのたこ焼き 増毛産の水だこを使ったおいしいタコ焼き

買物公園 苫前町観光協会 苫前町 とままえ風あまざけ
苫前町産ゆめぴりか100％を使用したノンアル
コールなので，子どもから大人まで楽しめます。

買物公園 焼き肉の店　たちばな 天塩町 しじみ汁
天塩特産のしじみを使った粒が大きく濃厚な味の
しじみ汁

買物公園 海鮮酒場　髭 旭川市 海鮮焼 海鮮焼を１個２００円で販売（カキ、ツブ、イカ等）

買物公園 （株）石崎商店 稚内市 ほたてさつま 化学調味料の入らないうま味の有る商品です。

買物公園 有限会社　石崎食品販売 稚内市 柳の舞のから揚
稚内の海の幸のもう一品　柳の舞をカットして唐
揚げ粉で味付けしてます

買物公園 とんかつ・焼肉　自由軒 旭川市 ポテ豚ミニ

買物公園 三代目　旨いもの市場　旬 旭川市 もずくの天ぷら 沖縄のもずく料理の代表格！

買物公園 酒々　おがわ 旭川市 おがわ気合いの一杯
酒々おがわ厳選の日本酒と果実酒。
何がでるかは当日のお楽しみです！！

買物公園 北海道剣淵高等学校 剣淵町 カットメロン
品種はティアラで赤肉メロンです。剣淵高校で
じっくり栽培したメロンです。

買物公園 北海道深川東高等学校　商業クラブ 深川市 りんごラムネ
本校生徒企画商品　深川のりんご果汁を使用
し、りんごの香りと味が濃いラムネです。
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買物公園 食健味満　きた川 旭川市 いももち
北海道産じゃがいも使用、風味よくやわらかい商
品です。

七条緑道 稚内牛乳 稚内市 稚内牛乳２００ｍｌ
稚内産の生乳をノンホモ低温殺菌の製法でボト
ルに詰めました。おいしい牛乳です。

七条緑道 オレンジエッグワッカナイ 稚内市 ポテラーナバー

２０１４北の恵み食べマルシェワンハンドスイーツ
コンテスト大賞
稚内産のブランドじゃがいも「勇知いも」を丸ごと
使った焼きプリンです。

七条緑道 北の菓子工房　もり屋 士別市 純生ワッフル　ハーフ
人気の純生ワッフルを買いやすいおためし価格
で提供いたします

七条緑道 煎菓亭 旭川市 舞雪MAYUKI

なめらかな口どけのチョコクリームとホワイトチョ
コクリームをサクサク生地でサンドしました（冷蔵
庫で冷やすとより一層おいしく召し上がれま
す！！）

七条緑道 スノークリスタル 旭川市
マスカルポーネのクリームブリュレ　ス
ティックタイプ

通常，全国の百貨店で行われている北海道物産
展で販売しているブリュレを特別に小さなサイズ
で販売します。

七条緑道 ガレレーア　イリス・キス・キス 旭川市 チョコっとラスク　DAY&NIGHT

サクサクなチョコレートラスクにナッツやドライフ
ルーツをトッピング。香ばしいチョコレート、華や
かなホワイトの2種類をご用意しました。ガレレー
ア　イリス・キス・キスが贈る特別な宝石たちで
す。

七条緑道 クレープハウス　MAX 深川市 プレーン　クレープ

生地だけを手軽に味わいたいというお客様のお
声をもとに販売致します。黒米生地のもちもちと
した食感とふんわり甘い食感をお楽しみいただけ
ます。

七条緑道 福吉カフェ 旭川市 抹茶マフィン
福吉カフェの抹茶とつぶあんを使用したマフィン。
抹茶とつぶあんの２つの風味を味わえます。

常磐公園 Cu-tie 中富良野町 小タコヤキ 小量のタコヤキ

常磐公園 北のジビエ＆たこ焼き 東川町 北のたこ焼き たこ焼き３コを串刺し

常磐公園 旭川あらかわ牧場　チーズ工房 旭川市 チーズ食べ比べセット
数種類のチーズを少しずつ乗せたお手軽な食べ
比べセットです。

常磐公園 塩ゆで落花生の宮下農園 旭川市 塩ゆで落花生 地元旭川のレア落花生をやわらかくゆでた

常磐公園 丸果旭川青果（株） 旭川市 ゆでとうきび 旭川近郊、鮮度抜群のゆでとうきびをぜひ！！

常磐公園 道の駅 とわだ 青森県十和田市 スタミナ源たれ　からあげ
青森県の家庭に必ず一本ある焼き肉のたれを使
用した鶏からあげです。

常磐公園 道の駅 富士川楽座 静岡県富士市 静岡おでん（牛すじ）
静岡おでん独特の黒いつゆで煮込んだ牛すじ肉
です。※１１：００頃より販売します。

常磐公園 OrＧy-PorGy 旭川市 旭川産玉子の玉子サンド
旭川で作られた濃厚な玉子と厳選されたパンを
使ったシンプルでおいしい玉子サンド

常磐公園 THE BANK 旭川市 北海道産フライドポテト
揚げたてのフライドポテトをオリジナルの味付け
で提供します！！

常磐公園 コナコナストアーOJ＋酒 旭川市 酒々おがわ厳選たこやきに合う一杯
酒々おがわ厳選の日本酒、果実酒　
焼きものに合う一杯！！


