
※画像はイメージです。※掲載価格は消費税（本体価格の10％）を含んだ総額表示
となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは店舗
までお問い合わせください。※食物アレルギーにつきましては各店舗でご確認をお願
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。※掲載の特典は、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。

三井ショッピングパークポイントカードのご案内

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）

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）

クレジット支払いで
100円（税抜）につき

2 1
100円（税抜）
につき

お申し込みはWEBまたは入会特設カウンターへ 
クレジット機能なしポイントカードは各店舗にてお配りしております。

ポイントが貯まる
使える

期間：12/13（金）～12/22（日）11：30～19：00   場所：赤れんがテラス　1Fアトリウムセゾン特設カウンター

※一部ポイント付与対象外店舗もございます。
12 18 水 日22

三井ショッピングパークカード《セゾン》 三井ショッピングパークポイントカード

5 2

入会特設カウンター

〒060-0002　
北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番地
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12 水25

来館チャンスゲーム
ポイントが当たるチャンス！

いつでも、いいもの。
どこでも、いいこと。

三井ショッピングパークカード

ポイントQRコード
アプリでポイントが貯まる・使える！

プッシュ通知
施設の最新情報をお届け！

会員情報
保有ポイントを確認！

QR

COU
PONクーポン

お得なックーポンが使える！
7 7 7

いますぐアプリをダウンロード！

三井ショッピングパークアプリのご案内

三井ショッピングパークカード

※ポイントは、お買上げ総額を標準税率で割戻し計算した金額を基準に付与いたします。
　軽減税率対象商品を含むお会計につきましても、お会計総額から標準税率で割戻し計算した金額分のポイント付与となりますのであらかじめご了承ください。
※ポイント付与方法につきましては、三井ショッピングパークポイント会員規約第4条第2項1号および2号をご参照ください。



〈販売期間〉

B1 1F

Xmas Gift
あげても、もらってもうれしい素敵アイテム。
プレゼント用と自分用。2つ買うのもありかも♡

アウトドア モンベル
TEL 011-223-1505

クリマプラスニット
グローブMen's
2,750円（税込）

クリマプラスニット
イヤーウォーマー
1,650円（税込）
暖かく、肌触りのやさしいフリ
ース素材を使用した、折りた
たみ式の耳当て。使用しな
い時はコンパクトに折りたた
むことができるスグレモノ。
（モンベル）

軽量ながら、高い保温性
を備えたフリース素材を
使用したグローブ。表面
はセーター調の上質な風
合い。裏面は柔らかな肌
触りの起毛地。
（モンベル）

赤テラde

11 128 金 水25

香りもパッケージも、
とっても上品

サンタール・エ・ボーテ
～THE the'～ハンドクリーム
各1,320円（税込）

1F
文具・雑貨
Futura（フーチュラ）
TEL 011-233-5507

小さめで持ち歩きに便利なポ
ーチ。ゴールドのラインで描か
れたボタニカル柄が手元で美
しく映える素敵なデザイン。
（フーチュラ）

RIFLE PAPER CO.
ティッシュポーチ
コレクション
1,980円（税込）

人気のティーフレーバーシリーズ。素朴
なクラフト紙にゴールドのラインが輝くデ
ザインの筒型BOX入り。ギフトにも最
適。香りは、ホワイトティー、グリーンテ
ィー、ブラックティーの3種類。
（フーチュラ）

たたんだ姿も
かわいい。

Xmas イルミネーション点灯中

Xmas 抽選会 Xmasならではの豪華景品が勢ぞろい。
幸運の女神が微笑むのは…あなたかも！？

今年のツリーのテーマは『HOT Xmas♪』。サンタクロースの家で
働く妖精「トントゥ」がクリスマスの準備をしている様子を表現。クリ
スマスツリーとともに、あたたかみのある空間を演出しています。

1Fアトリウムに登場！

赤テラde

〈レシート対象期間〉

［A賞］ 赤れんがテラス お買物・お食事券 10,000円分

［B賞］ 赤れんがテラス お買物・お食事券 　5,000円分
［C賞］ 赤れんがテラス お買物・お食事券　　3,000円分
［D賞］ 赤れんがテラス お買物・お食事券　　1,000円分
［E賞］ 赤れんがテラス お買物・お食事券　　   500円分

1名様
3名様
5名様
10名様
150名様

［赤れんがテラス賞］

12 13 12 22金 ～ 日

11 8 12 22金 ～ 日

〈 抽選期間〉 〈 抽選会場〉赤れんが テラス1Fアトリウム　
　　　　　　セゾン特設カウンター

〈 参加資格〉対象期間の館内各店舗ご利用レシート
　　　　　　3,000円（税込・合算可）ごとに1回、
　　　　　 抽選にご参加いただけます。

［Futura賞］
おうちカードスタンプ   7名様

［Péché Grand賞］
セックギフト7個入り（焼き菓子ギフト）   5名様

［P’tit salé賞］
プティサレお食事券1,000円分   3名様

［鶴雅ビュッフェ ダイニング札幌賞］
ペアディナー券   3名様

［牛たん炭焼 利久賞］
人気レトルトセット   3名様

［中国料理 布袋賞］
ザンギチケット5枚   5名様

12 水 まで25〈期間〉

※レシート合算可。※１回の抽選回数はお一人様上限10回となります。
※レシート1枚につき抽選できるのは1回限りです。
   同じレシートを使用して複数回抽選はできません。

レシート対象外店舗：JPローソン、ABCクッキングスタジオ、
                        bridal house BiBi　

11：30～19：00

※写真はイメージです。



赤テラ de

クリスマスウィークに、これさえあればシアワセ♡
そんな特別な一皿をどうぞ！

〈ご提供期間：店舗により異なります〉

Xmas Special Menu

レストラン
鶴雅ビュッフェ ダイニング札幌
TEL 011-200-0166

クリスマスディナーバイキング
全80品/特別料理1プレート付き
120分バイキング

5,000円（税込）

2F

トレトゥール レストラン
P’tit salé （プティサレ）
TEL 011-206-0281

P'tit salé ノエルコース
全6品/2名様～〈当日対応可〉

7,700円（税込）

予約
特典

乾杯のドリンクサービス
スパークリングワイン又は
ノンアルコールスパークリング
ロゼワイン

1F

12月21日（土）～25日（水）販 売 期 間

クリスマス期間限定コース！クリスマスらしい
〝道産肉料理”をご提供いたします。

12月23日（月）～25日（水）販 売 期 間

特別プレートのついた、3日間限定のスペシャ
ルなバイキングをお愉しみください。

赤テラ de

11 128 金 水25
クリスマス気分を先取り！
味も彩りも豪華なメニューで、リッチな時間を！

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

ボヌール特製濃厚
チーズフォンデュコース
全8品/2名様～〈当日17時までの要予約〉

3,300円（税込）

〈ご提供期間〉

予約特典 乾杯ドリンクサービス

Early Xmas Menu

トレトゥール レストラン
P’tit salé （プティサレ）
TEL 011-206-0281

滝川産合鴨のパイ包み焼き
2,420円（税込）

ボヌール特製のチーズフォンデュが2種類も！
具材との相性の違いを会話のネタに、仲間と
にぎやかに味わって。

滝川産合鴨肉の胸肉はソテー、もも肉はミンチ
にしパイで包みました。合鴨の凝縮した味わい
を堪能してください。

3F

1F



事前にご予約いただいた方にだけの予約特典も！
詳細は該当店舗にてご確認ください。ご予約特典ご予約特典

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

クリスマス限定
ステーキディナーコース
全6品/2名様～〈2日前までの要予約〉

8,000円（税込）

3F

3F

〈ご提供時間〉 ランチタイム ディナータイム

色々な部位の美味しさを楽しめる「若鶏の半身
揚げ」と、大ぶりジューシーな「ザンギ鶏」をセット
で。鶏づくしのスペシャルパック。

大衆中国料理
中国料理 布袋 
 TEL 011-206-4101

布袋Xmas set
ザンギ6個＋半身揚げ1個
〈12月20日（金）までの要予約〉

1,600円（税込）

予約
特典

フランス産グラス
スパークリングワインを
人数分サービス

味わえるのは、この時期だけ！厳選した、オホー
ツク和牛 A5ランクステーキを、2種類楽しめ
る、贅沢な内容。

12月21日（土）～25日（水）販 売 期 間

12月23日（月）～25日（水）販 売 期 間
※なくなり次第終了

ザンギ5個セット　660円（税込）
のみのお取り扱いもございます。

ひと味違うクリスマススイーツ。今年はどれにする？

赤井川村・山中牧場の発酵バターを 100%使用
し、優しい甘さが特徴の和三盆で包み込んだスペ
シャリテです。

ベーカリー
boulangerie coron（コロン）
TEL 011-211-8811

山中牧場プレミアムシュトレン
4,104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

クリスマスケーキ

クリスマス ガトー・ボヤージュ
（ケーク・オ・フリュイ）1,410円（税込）

1F

1F

11月中旬～12月25日（水）予定販 売 期 間

12月22日（日）～25日（水）販 売 期 間

12月1日（日）～販 売 期 間

①

②

③

こだわりの生クリームとスポンジ生地の間
に、真っ赤な苺をサンド。

心地よくビターで口どけなめらかなショコラム
ースに、ゆずクリームがさわやか。

焼きチーズケーキとチーズのムースに、フラ
ンボワーズの華やかな香りを添えて。

ラム酒の風味を生地に染み込ませ、ラム酒漬けし
たドライフルーツもたっぷり。大人好みの味わい。

Sweets &Takeout

※製造数に達し次第販売終了 

※なくなり次第終了

※数量限定

①.フレジェ・ジャポネ
    15×15cm 4,320円（税込）  

②.ブッシュ ショコラ ゆず
     16.5×8cm 4,000円（税込）  

③.ブッシュ チーズケーキフランボワーズ
     21×6.5cm 4,000円（税込）  


