Meet Winter Fair
2021. 11.19 fri ▶ 2022 . 1.14 fri

ちょっとリッチ
もよりも
な
つ
い

eals
R e w ar d m
今年 1 年頑張ってきた自分に、年明けのスタートを飾る
景気づけに、いつもよりちょっぴりリッチなグルメに舌鼓♪

Bistro BON

［ビストロ］

Bistro BONのX'masディナー

4,000

（税込）

円

※2時間飲み放題付き
※パンおかわり自由

12月 24日
（金）
・25日
（土）限定

4,000円コース
●鴨のロースト・ベリーソース
●オードブル
●サラダ
●魚料理
●自家製デザート

博多もつ鍋 やまや

4,200円

（税込）

大衆食堂 十勝居酒屋一心

北海道産牛リブロース使用
豪快炙り肉寿司

ベリージャムが相性 抜 群
の一品です。

コスタリカ エマヌエル農園
ケニア種ナチュラル
200ｇ
1杯

3,888 円
702円

（税込）

（税込）

［大衆食堂・居酒屋 ］

（税込）

北海道イタリアンバル ミアボッカ

北海道産サーロインのタリアータ

2,480円

（税込）

2013年度、珈琲焙煎技術の大会
で日本一。丸美珈琲代表の後藤
が現地で買付し、焙煎する傑作。
ケニア種らしいコクのある甘さ、
ナチュラルの豊潤な果実の風味
が、この珈琲が傑作たる所以を
物語ります。名門農園が、丹精込
めて作るスペシャルティコーヒー
を、どうぞお楽しみ下さいませ。

［ イタリアンバル ］

1,200円
1,300円

（税込）

（税込）

セット ライス／スープ／
内 容 ザーサイ／杏仁豆腐

麻 SHIBIRE 自慢の本格四川麻婆
豆腐にプリプリの海老を織り込ん
だ豪華な麻婆豆腐。2種類のブレ
ンドした豆板醤を使用した辛さと
旨み のコクが 特 徴。スパイシー
で奥深い味わいをぜひご賞味く
ださい。

［ 携帯電話販売 ］

B1F

贅沢魚介出汁の特製
sapporoだしsoba

1,200円

（税込）

1日限定10食

B1F

おにぎりのありんこ

厚切り鰹、宗田、鯖、むろあじ、
片口鰯、アゴ、日高昆布を贅
沢に使い低温で丁寧に引いた
出汁に数種類の塩と白醤油で
作ったカエシと麺を合 せた出
汁の旨味をしっかり味わえる
「だしsoba」です。

かにマヨ

380円

（税込）

［おにぎり ］

1F

ズワイガニの身をたっぷり使った
かにマヨ。
他では食べられない贅沢なおにぎ
りをちょっとピリ辛に仕上げました。

Information

近畿日本ツーリスト
¥

［ 旅行会社 ］

1F

いつでも

G-SHOCK STORE

［ 時計専門店 ］

1F

LOV-21A-1AJR

最 新 価 格 でご案内！

sitatte sapporoで撮影した写真を Instagramで
「# シタッテウィンター」を付けて投稿＆アカウントフォローをしよう！
抽選でもらってうれしいプレゼントが当たるチャンス！

39,600円

（税込）

自由気ままに旅を楽しむ！

@sitatte̲sapporo

G-SHOCK STORE賞

往復の

docomoショップ賞

航空券

GA-21001A1JF
ポケット
チャージャー
※画像はイメージです。

5 名様

人気のお肉を3 種類のせた贅沢なプレート。
食事のメインやお酒のおつまみにもぴった
り。

（税込）

銀座 篝

2F

※辛さの調整が可能です。

2021. 11.19 fri ▶ 2022. 1.14 fri

ツーリスト旅行券
20,000 円分

［ 洋食バル ］

3 種のグリル盛り合わせ

SHOPPING & SERVICE
docomo ショップ

近畿日本ツーリスト賞

洋食バル 函館 五島軒

［ ラーメン・つけ麺・水炊き ］

すでにフォロー済みでも応募可能 ! !

公式アカウント

2,000円

2F

2F

ミニ海鮮丼と生カキ 1ケに生ビール
を含むドリンク 1 杯が付いたお得な
贅沢セット。

（税込）

B1F

［ 担担麺・麻婆豆腐 ］

［海鮮居酒屋 ］

ミニ海鮮丼・生カキ・生ビールセット

2,079 円

海老入麻婆豆腐

セット

厚岸漁業部 祐一郎商店

タリアータはさっと焼いた牛肉をスライスしたシンプルな
イタリア料理。北海道の最高級部位サーロインの旨みを
じっくりとご堪能いただけます。お好みでトリュフ塩、
バルサミコオイル、北海道産山わさびの醤油漬けを付け
てお召し上がりください。

麻 SHIBIRE

単品

2F

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。

550円

MARUMI COFFEE STAND B1F
［コーヒースタンド・ ソフトクリーム ］

濃厚で香ばしいピスタチオ
ピスタチオの
モンブランパンケーキ クリームと甘酸っぱいラズ
（税込）

2F

お持ち帰り用のお土産明太子が付い
たコースです。洗練された逸品ともつ
鍋をしっかりご堪能いただけます。

CAFE BLUE ［ カフェ＆ダイニング ］ B 1 F

1,430 円

この 時 期 にピッタリの ジュー
シーな鴨肉に香りあるベリーの
ソースで華やかに盛り付けした
クリスマス限定メニュー♥大切
な 人 と 過 ご すクリスマスディ
ナーにぜひどうぞ！

［ 明太子・九州料理 ］

博多もつ鍋コース「吟味 ̶ぎんみー」

1F

GMA-S21007AJF
各 2 名様

10 名様

お泊まりの

旅館・ホテル

または

往復の JR

新幹線 特急

または

お泊まりの

旅館・ホテル

冬のクリスマスプレゼントくじ★
ドコモスマホ教室

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。

参加
無料

ダイナミックパッケージは従来のパッケージとは異なり、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♪期間中10,000 円以上のご契約のお客様へ１回冬のクリスマ
スプレゼントくじ参加のチャンス★
（先着 350 名）

※抽選・発送は 2022 年 1月末頃を予定しています。 ※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

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。

「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION」
発売25周年を記念したスペシャルモデル。
大切な人を想う気持ちを彩る限定ペア商品。

