2F

博多もつ鍋 やまや

1F

［ 明太子・九州料理 ］

やまやの夏の新定番！
！

B1F

おにぎりのありんこ
［ おにぎり ］

北海道産／とん汁の具材（野菜）

ツナコーンセット

600円

北海道浜中町産／牛乳
北海道産／てんさい糖

（税込）

北海道産／玉ねぎ・キャベツ

もっちゃん焼き

2,880 円

［ コーヒースタンド・ソフトクリーム ］

日本一の焙煎士が手掛ける当店自慢
のスペシャルティコーヒーを使用した
コーヒーゼリーに道産牛乳をＩＮ！
牛乳のコクとぷるるんとしたコーヒー
ゼリーの食感がたまらない一杯です。

ツナコーンおにぎりととん汁の
セットメニュー。

国産牛小腸とたっぷり野
菜、ほんのり柚子が香る
醬油ベースのタレを使 用
した鉄板鍋。

MARUMI COFFEE STAND

ぷるるんカフェラテ

（税込）

厚岸漁業部 祐一郎商店

2F
2F

大衆食堂 十勝居酒屋一心

702 円

（税込）

［ 海鮮居酒屋 ］

牡蠣、貝ホタテ、青つぶ、エビ、
コマイ、
ししゃもの炉端焼きセット！目の前で
焼くスタイル！ワンドリンク付き。
生ビール含むレギュラー
メニューの中から
お選びいただけます。

［ 大衆食堂・居酒屋 ］

北海道十勝産ハーブ牛リブロースを使用した肉寿司です。
17 種類のハーブをブレンドしたエサを食べて育ったハーブ
牛。サシが入ったリブロースは口の中でとろけて思わず笑
みがこぼれます。目の前で豪快に炙り、厳選したタレにつ
けてお召し上がりください。

サステナブル グルメフェア

※写真は 4 人前のイメージです。

北海道産／牡蠣、貝ホタテ、青つぶ、コマイ、ししゃも
十勝上士幌町産／リブロース

北海道産牛リブロース使用
豪快炙り肉寿司

B1F

550

北海道海鮮炉端焼きセット

（税込）

一人前

円

2,000 円

（税込）

麻 SHIBIRE
［ 担担麺・麻婆豆腐 ］

カラダ・地球に優しいサステナブルな
北海道産地産地消グルメを楽しもう！

2022.9.9fri 10.21fri

B1F

北海道産／小麦

北海道産の小麦を主原料としたオリジナルの無かん水麺は、
モチモチとした食感と程よいコシが特徴。
自家製熟成辣油と黒酢の効いたタレが特徴の汁なし担担麺。
麻 SHIBIRE 自慢の一品です。
期間中、SHIBIRE Set と同時注文でオリジナル『カレーフ
レーバーオイル』をサービス。

汁なし担担麺＋SHIBIRE Set

2F

2F

1,100 円

（税込）

生ソーセージバル LECKER

［ 生ソーセージバル ］

北海道イタリアンバル ミアボッカ

北海道産／トマト、チーズ、生ハム

［ イタリアンバル ］

鶏白湯トマト SOBA

1F

北海道産／秋刀魚

自社工場で作る全長
およそ39cmのロング
ソーセージ。
3種のトッピング付き。

北海道産さんまを丸ごと一本使った
贅沢スパゲティ タプナードソース

スペシャル賞

で抽選でプレゼント！
9.9fri  10.21fri

期間中、sitatte sapporo と maruyama class
の公式 Instagram アカウントで 配信する対象
投稿に「いいね！」をして、両施設の公式アカ
ウントフォローにて抽選でプレゼント！
すでにフォロー済みの方も「いいね！」
で参加可能
です。

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園

@maruyamaclass

@sitatte̲sapporo

1,500 円

（税込）

SHOPPING & SERVICE

Autumn

ペア1組 2名様

参加無料

¥

いつでも

最 新 価 格 でご案内！

往復の

G-SHOCK STORE
SAPPORO

for
Woman

B1F

体験・基本編から上級編まで、様々な教室をご用意
しております。除菌・パーテーション設置など、新型
コロナ対策も万全です。安心してご来店ください。

航空券

電波ソーラー
BABY-G
BGA-2900-2AJF

［ 携帯電話販売 ］

ドコモスマホ教室

自由気ままに旅を楽しむ！

sitatte sapporo 賞

Information

docomo ショップ

Step Garden
秋が深まる sitatte sapporoの
象徴空間ステップガーデンの
オータム特別装飾を実施中！
秋の彩をくつろぎながらお楽しみください。

ペア宿泊券

1 名様

公式アカウント

1,580円

（税込）

道産牛ヒレ肉の
ステーキランチ

［期間限定販売］2022年 9月13日
（火）〜 11月中旬まで

各施設からのステキなプレゼントや
話題の宿泊施設利用券が当たるチャンス !!

フォロー＆いいね！

BISTRO BON

［ ビストロ ］

北海道産／牛ヒレ肉

北海道産／ポーク

1,089 円

1,200 円

（税込）

赤身のヘルシーなお肉
の人気 No.1 ランチ。
十勝産黒ニンニクソース
や山わさびでどうぞ。
ライス、サラダ付き。

・削りチーズ
・自家製サルサソース
・山わさび醤油

（税込）

［ ラーメン・つけ麺・水炊き ］

大好評だった鶏白湯トマト SOBA が北海道産
食材を使用した北海道バージョンにて復活‼
濃厚な鶏白湯に爽やかなトマトの酸味
トリュフの香りが特に女性に大人気です‼️

北海道産の脂の乗った秋刀魚が贅沢に丸ごと一本乗った絶
品パスタ！じっくり火を通して骨まで柔らかく存分に秋の味覚
を楽しめます。
風味豊かな大葉がアクセント！

熟成ロングソーセージ

銀座 篝

お泊まりの

旅館・ホテル

または

近畿日本ツーリスト

［ 旅行会社 ］

1F

思い立ったら、スグ予約！ スグ旅

ダイナミックパッケージは従来のパッケージツアーと
は異なり予約期間が１年前〜前日まで可能！１泊２日
から最大６泊まで対応、飛び泊もＯＫ！自由な組み合
わせで理想の旅を思い立ったらスグ予約♪
往復の JR

新幹線 特急

maruyama class 賞
札幌の名店
「すし善」本店
30,000 円分
ご飲食券
1 名様
※ご利用は「すし善本店」となります。

新型コロナウイルスの感染状況により、各店通常時と営業時間が異なる場合がございます。また、政府の要請により臨時で休業する可能性もございますので予めご了承ください。

または

お泊まりの

旅館・ホテル

G-SHOCK STORE
GM-B2100D-1AJF

［ 時計専門店 ］

1F

G-SHOCK 初代モデルのコンセプトを受け継ぎ、
スマートフォンリンクを搭載したフルメタルの
NEW モデル

71,500円

（税込）

