
※一部、ポイント対象外店舗がございます。

※画像はイメージです。※食物アレルギーにつきましては各店舗へご確認をお願い
いたします。※掲載商品はなくなり次第終了となります。※入荷状況により、一部内
容が変更になることがございます。あらかじめご了承ください。※各店舗の営業時間
は各店舗へお問い合わせください。※店舗により、その他サービスとの併用不可の
場合や一部商品・サービスが対象外となる場合がございます。詳しくは各店舗へお
問い合わせください。※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あ
らかじめご了承ください。

〒060-0002　
北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番地

さらに2店舗でショップ別ポイントアップも開催！

三井ショッピングパークポイントカード
（クレジット機能なしポイントカード）

2

5

1 125 31Thu.Fri.

各ポイント対象店舗にてお渡ししております

三井ショッピングパークカード《セゾン》
（クレジット機能付きポイントカード）

3
お申し込みはWEBまたは

1/25（金）～1/27（日）設置の館内セゾン受付カウンターへ

北5条手稲通
三井ガーデンホテル札幌

3F3F

三井ショッピングパークアプリのクーポン利用方法
❶「三井ショッピングパークアプリ」をダウンロード。
　「赤れんが テラス」をお気に入り施設に選択。
❷「クーポン」ページより該当のクーポンをタップ。
❸店舗スタッフにクーポン画面をご提示ください。

アプリの
ダウンロードは
こちら！

会員特典やポイントアップデーなどおトクとうれしいが盛りだくさん！

～北海道の美食の宝庫から届く旬の味～

Funka Bay , Hokkaido

ラーメン・串揚げ

BISTRO JAPONAIS 
けやき
 （ビストロ ジャポネ けやき）

大衆中国料理

中国料理 布袋 



噴火湾

photo by sanon

・赤れんが テラスお買物・お食事券

・［噴火湾賞］北海道豊浦町礼文華産殻つき活ホタテ3kg 
・［噴火湾賞］北海道豊浦産いちごのエキスを使用した
　　　　　　『Ribbon北海道いちごソーダ』
・［モンベル賞］『防災グッズ(エマージェンシーポータブルセット)』
・［CAFE YOSHIMI賞］『札幌おかきOH!焼とうきび』

1F
アトリウム
セゾン

受付カウンター
噴火湾 Days 抽選会
豪華賞品が当たる！ 噴火湾Daysを記念した抽選会を開催！

抽
選
賞
品

6名様（各日2名）

72名様

10,000円分1名様 、5,000円分3名様 、500円分30名様

11:15～19:00

3名様（各日1名）
2名様

北海道の南西部と渡島半島によって、

北と西と南の三方を囲まれた噴火湾。

その周辺はホタテの養殖を中心に、

肉質がきめ細やかで柔らかな豚肉など、

魅力的な食材で溢れています。

※当日入会受付可。※一部対象外店舗がございます。〈対象外店舗〉JPローソン、ABCクッキングスタジオ、bridal house BiBi

おしま

れ ぶ ん げ

館内での当日お買上げレシート（税込1,500円以上・合算可）をご提示で1回、
さらに三井ショッピングパークポイントカード《セゾン》でクレジット払いされたレシートをご提示で
プラス1回ご抽選いただけます。

噴火湾は美食の宝庫

参加方法
F u n k a  B a y

Marché
噴火湾マルシェ

豊浦町の名産「ホタテ」を存分に
味わう・楽しむイベントも見逃せない！PresentsPresents

豊浦町豊浦町

豊浦町礼文華で獲れた
新鮮な活ホタテを販売します！

豊浦町が世界に誇る
「TOYOURA世界ホタテ釣り選手権大会」の

札幌予選を開催！
ふるってご参加ください！

F u n k a  B a y

E v e n t
1F

アトリウム

1F
アトリウム

①13:00～ ②15:00～ ③17:00～ 

各日の優勝者には
赤れんが テラスお買物・お食事券5,000円と

本戦出場権！
札幌予選

in 赤れんが テラス
館内での当日お買上げレシート（税込300
円以上・合算不可）をご提示で、整理券を
お渡しいたします。各回先着50名様。（１試
合の競技時間は３分間で、次の待機グルー
プに交代となります。） 

13:00～18:00

photo by sanon

※各回開始の30分前より整理券をお渡しいたします。

れぶんげ

ホタテ釣り
体験も
同時開催！

世界ホタテ釣り選手権大会

２０歳以上の健康な方。

参加方法
各回先着
50名様

参加資格

参加方法
各回先着
50名様

参加資格

館内での当日お買上げレシート（税込300
円以上・合算不可）をご提示で、整理券を
お渡しいたします。各回先着50名様。（１試
合の競技時間は３分間で、次の待機グルー
プに交代となります。）

ホタテ釣り体験

どなたでもご参加いただけます。



北海道産牛ハンバーグ&
伊達市産チキン南蛮
　　　　　1,382円（税込）

レストランカフェ

CAFE YOSHIMI
 （カフェ ヨシミ）
TEL 011-205-0285

B1

鶏肉

鶏肉

豊浦町産SPFポークのコンフィ
春野菜とともに
1,620円（税込）

洋菓子・カフェレストランバー

Péché Grand （ペシェ・グラン）
TEL 011-206-0690

1F

店舗スタッフへご提示いただくと特典が受けられます。
『カード』『カード』もしくは 『アプリクーポン画面』『アプリクーポン画面』をご注文時に

伊達市産めぐみ鶏の
白ワイン煮込み
1,620円（税込）

トレトゥール レストラン

P’tit salé （プティサレ）　TEL 011-206-02811F

豊浦町産ホタテのポワレ
オレンジサラダ添え
1,404円（税込）

ホタテ

豚肉

豊浦町産ホタテの
ペペロンチーノ
1,400円（税込）

カフェ・バー

椿サロン tsubaki salon （つばきサロン）
TEL 011-222-2000

1F

噴火湾の新鮮な食材でシェフが腕によりをかけて作った
スペシャルメニューが勢揃い！

豊浦町産ホタテの
カルパッチョ
972円（税込）

カフェ・バー

ブルックリンパーラー札幌
TEL 011-209-3737

2F

ホタテ

ホタテ

ホタテ

豊浦町産ホタテの
クリーミーサンド
850円（税込）

パフェ& ビュッフェ カフェスタンド

PariRu （パリル）
TEL 011-590-8000

2F

（パン・サラダ付）

（ライス・スープ付）

～白ワイン付～

上記メニューを200円引きカードアプリ特典

上記ランチメニューご注文でカフェ
 （ホットコーヒー、アイスコーヒー、紅茶）をプレゼント

カードアプリ
特典

〈ご提供時間〉 ランチタイム ディナータイム

※アプリクーポンの利用方法は裏表紙をご覧ください。

熟成チーズレストラン

Bonheur -ボヌール by SAPPORO CLASSIC BAR-（ボヌール バイ サッポロクラシックバー）
TEL 011-213-0002

3F

豊浦町産ホタテの和風
ペペロンチーノ
1,080円（税込）

ホタテ
豊浦町産ホタテと豚肉の燻製
ウニソース添え 
780円（税込）

ホタテ

カードアプリ特典 このマークがある店舗では

※火～土のみ※火～土のみ

※平日のみ※平日のみ



鶏肉

タコ

噴火湾産ホタテと
タコのカレー
1,080円（税込）

ホタテ

タコ

ホタテ噴火湾産ホタテと
タコのアヒージョ
648円（税込）

ホタテ
豊浦町産ホタテバター焼き
特製チーズソースがけ
580円（税込）

焼肉・南欧料理・ワイン

YAKINIKU BAR TAMURA
 （ヤキニク バル タムラ）
TEL 011-215-1129

3F

ホタテ豊浦町産ホタテカレー
パプリカ添え
850円（税込）

カレー・洋食

スコットグリル
TEL 011-210-1155

3F

道南産のニラを使った
麻婆焼きそば
820円（税込）

ラーメン・串揚げ

BISTRO JAPONAIS けやき
 （ビストロ ジャポネ けやき）
TEL 011-215-0577

3F

伊達市産若鶏の
かしわごぼう天蕎麦
880円（税込）

蕎麦

HIKARI （ヒカリ）
TEL 011-213-0650

3F

ホタテ豊浦町産ホタテの
トウチ蒸し
690円（税込）

大衆中国料理

中国料理 布袋 
TEL 011-206-4101

3F

牛タン

牛たん炭焼 利久 TEL 011-252-00013F

八雲町産牛ランプの
タリアータ 
150g/2,500円（税込）

イタリア料理・イタリアワイン専門店

エノテカ ドォーロ　TEL 011-596-82223F

牛肉
噴火湾産ホタテとカラスミ
ポロ葱のペペロンチーノスパゲッティ
ランチ1,600円（税込）
ディナー1,728円（税込） ホタテ

豚肉

豊浦町産SPF豚ロース肉の豚丼
1,000円（税込）

韓国料理

KITCHEN 徳寿 （キッチン とくじゅ）
TEL 011-221-8929

3F

（牛たん入り）

上記メニューをご注文でウーロン茶・メロンソーダ１杯サービスカードアプリ特典

上記メニューをご注文でソフトドリンク１杯サービスカードアプリ特典

ニラ
（赤山椒入り）


