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究極の食べ比べ弁当や、話題沸騰レアスイーツが初登場 

食の大北海道展を開催 
東武百貨店 池袋本店 

 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場では、2016年 1月 14日（木）から 26日(火)まで食の大北海道展を開催します。 

前回 2015年 9月に開催した秋の大北海道展では、過去最高額となる 5億 9千万円を越える売上げを達成しました（前年

比 115.6％）。期間中、弁当類の売上げが前年比 25％プラス、スイーツ類が 16％プラスと大きく伸長したのがその理由です。

今回はさらにパワーアップ！道内で最優秀賞を受賞した 2頭の牛肉をのせた食べ比べ弁当やネットで話題のレアスイーツ

が道外初登場します。他にも、会場でしか味わうことのできないグルメや初出店のラーメン店など約 80店舗の味が堪能で

きます。 

 

■ 2頭のチャンピオン牛をのせた究極の食べ比べ弁当が初登場 

広大な北海道では、毎年地域ごとにそれぞれの主催団体による牛の枝肉共励会が実施され年間の最優秀牛が決定し

ています。今回、東武百貨店は 2団体の共励会においてそれぞれに最優秀賞を受賞した牛の枝肉を獲得しました（※）。

東武百貨店 池袋本店・船橋店、東武宇都宮百貨店 宇都宮本店では 3店舗共同企画として、この 2頭の牛肉を贅沢にの

せた究極の食べ比べステーキ弁当を販売します。 

※11月 28日（土）に北海道枝肉共励会（ホクレン主催）で決定した最優秀賞受賞牛（十勝和牛）と、12月5日（土）に開催された十勝和牛振興協議会で最優秀賞

を受賞した牛です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・札幌市［豊平館厨房］最優秀賞受賞チャンピオン牛の食べくらべ王様ステーキ弁当（1折） 28,080円 

＜池袋本店期間限定 50折＞ 

全道の共励会で選ばれたチャンピオン牛と、十勝和牛共励会で選ばれたチャンピオン牛を［豊平館厨房］の秘伝の昆布

だしでつけ込みました。ヒレ、ペッパーサーロインに加え、大粒のホタテなどをのせて販売する過去にないステーキ食べ比

べ弁当です。このほかにも、2頭のチャンピオン牛のロースとカルビをのせた手頃な価格のチャンピオン牛の食べくらべス

テーキ弁当（1折 2,808円／池袋本店期間限定 2,500折）も販売します。 

 

 

 

 

↑2頭の最優秀賞受賞肉をのせた究極の弁当 

 

↑豊平館厨房・杉山氏と十勝和牛和牛共励会の最優秀受賞肉 
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チャンピオン牛食べ比べ 

※最優秀賞受賞チャンピオン牛の食べくらべ王様ステーキ弁当（1折 28,080円）とチャンピオン牛の食べくらべステーキ弁当（1折 2,808円）

は、以下の店舗でも販売します。 

東武百貨店 船橋店：2016年 3月 17日（木）～30日（水） ／ 東武宇都宮百貨店 宇都宮本店：2016年 2月 18日（木）～24日（水）  
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■ 「可愛い！」とネットで人気のレアスイーツが道外初登場 ※2週目のみ 

今、ネットで人気となっているのが北海道のレアスイーツ・クマヤキ。

くまの形をしたデザインが、ネット上で「可愛い」と評判になっています。

味は、餡がぎっしり入ったヒグマと、皮にタピオカ粉が混ぜてあるシロク

マ、そして餡と生クリームが入ったナマクマの 3 種類。［道の駅あいお

い］でしか購入できないため、道民の間でも「知る人ぞ知る」のローカル

なスイーツが道外初登場です。 

・津別町［道の駅あいおい］クマヤキ（ヒグマ、シロクマ） 各 181円 ／ クマヤキ（ナマクマ）(1個) 201円 

 

■ 創業 146年の老舗和菓子店から「ちゅうかまんじゅう」販売！？ ※1週目のみ 

創業 1870年（明治 3年）の［五勝手屋本舗］は、赤い筒に入り付属の紐で小分けに切って食べる

丸缶羊かん（1本 270円）が人気の老舗店。本催事では、定番の丸缶羊かん赤ラベルに加えて、大

福豆を使用した東武限定の白ラベルをセットで販売。また、北海道のお菓子・中花饅頭も実演販売

します。 

・江差町［五勝手屋本舗］五勝手屋丸缶羊かん紅白ラベルセット（1セット 2本入） 756円＜各日限定 100セット＞ 

・中花饅頭（1個） 195円  

「ちゅうかまんじゅう」と聞いて思い浮かぶのはホカホカの「肉まん」ですが、北海道ではこし餡が

入ったどら焼きに似た三日月型のお菓子を言います（※）。会場では、実演販売でホカホカの中花

饅頭が味わえます。 

※和菓子の世界では小麦粉・砂糖・卵を基本の材料とする生地を「中花種」と呼んでいます。これを焼いたものの総称が「中花」と

言われていて、北海道では古くからこれを引き出物として使う風習があります。 
 
 

■ 道産 100％で仕上げた絶品チーズケーキ  

ベイクドチーズケーキに、フラノデリス自慢のブリュレを乗せ、チーズクリームで包んだ、フワリと

雪のような口どけが絶品です。濃厚でクリーミーな北のスイーツです。 

・富良野市［菓子工房フラノデリス］フロマージュブリュレ（1箱 2個入/直径約 7cm） 972円 

＜各日限定 300セット＞ 

 

■ 行列必至のドーナツ店が再登場 ※1週目のみ 

2015年 1月初出店。連日行列が絶えなかった人気店が1年ぶりに再登場します。今回は、天然

酵母や道産小麦などこだわりの原料を使用した地元で人気の味 13種類に加えて東武限定のホワ

イトチョコ味も登場します。 

・札幌市［ドーナツ・ベーグル専門店 ふわもち邸］ドーナツ・ベーグル各種（1個） 184円から 

東武限定フォンダンショコラドーナツ（1個） 270円 

 

■ メロン好きにはたまらな～い、東武限定スイーツ ※2週目のみ 

クレープ生地に、たっぷりのメロンカスタードとメロンをのせた本催事でしか食べることの出来な

い限定スイーツ。生クリームの中にはクラッシュメロンが混ぜ込んであり、メロン好きにはたまらな

い逸品です。 

・中富良野町［とみたメロンハウス］メロンオムクレープ（1個） 432円＜各日限定 400点＞ 
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左）ヒグマ、右）シロクマ→ 

↑中花饅頭 

 
東武 
限定 

 

↑メロンオムクレープ 

↑ドーナツ各種 
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↑丸缶羊かん紅白ラベル 

↑フロマージュブリュレ 
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■ 人気の東武限定弁当は、各種食材食べ比べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 感動食感、東武限定うにクリームコロッケ 

 衣の中から濃厚なうにがとろ～り。サクサク食感、アツアツホワイトソース。贅沢な味わいが楽し

めます。 

・札幌市［札幌 おやじダイニング］海峡うにクリームコロッケ（1個） 469円＜各日限定 200点＞ 

 

■ 6年ぶりの再出店、十勝産にこだわったパン店 

 人気パン店が 2010年以来の再登場です。十勝産食材 100％にこだわり地元で愛され続ける［ま

すやパン］が、1週目と 2週目で商品を変えて展開。十勝産チーズ 5種類を詰めたチーズパンと十

勝産の黒豆とバターで焼いた塩バターパンは、飽きのこないやさしい味が地元で人気です。 

・帯広市［ますやパン］パン各種（1個） 101円から  

 

■ 激戦区札幌から初出店のラーメン店 ※1週目のみ 

札幌市内にあるラーメン店の数はおよそ 700店。この地で 2009年のオープン以来、口コミでじ

わじわと人気を集めるのが［ら～めん虎 TORA］です。動物系スープを使用しない、別名「虎はや

さしく」と呼ばれる「虎そば（醤油味）」（1杯 864円）や、「琥珀（塩味）」（1杯 972円）に加え、東武限

定「とら味噌札幌スタイル」（1杯 918円）＜各日限定 300杯＞が登場します。また、チャーシュー3

枚、味玉 1玉をのせた東武オリジナルトッピングメニューの「虎スペシャル」も各日限定で販売しま

す。 

・札幌市[ら～めん虎 TORA]虎スペシャル（1杯／醤油、塩、味噌） 1,080円から＜各日限定計 300杯＞ 

 

 

 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

 報道関係者様お問い合わせ・・・総務部広報担当 直通℡：03-5951-5210 （斎藤・村井・西口・宮下） 

 お客様お問い合わせ・・・東武百貨店 池袋本店 代表℡：03-3981-2211 

【概要】 
タ イ トル ： 食の大北海道展 
期 間 ： 2016年 1月 14日（木）～1月 26日（火） 
営業時間 ： 午前 10時～午後 8時 最終日は午後 6時閉場 
場 所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 
出 店 数 ： 期間合計 80店舗 
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・木古内町［ヤママル成澤水産］道産活

アワビステーキと旬の貝食べ比べ弁当

（1折）2,376円＜各日限定 50折＞煮ア

ワビバターステーキ、アワビのきものほ

か、ほっき貝、カキも入った貝づくし。 

・札幌市［肴や一蓮 蔵］炙り・生ボタ

ン海老食べ比べ弁当（1 折）2,501 円

＜各日限定 50 折＞炙りと生のボタ

ン海老、シマえび、甘海老の食べ比

べ弁当。 

・千歳市［佐藤水産鮨］炙り時鮭＆ウ

ニ味くらべ鮨（1折）1,890円＜各日限

定 80折＞秋鮭と希少な時鮭、奥尻と

利尻のウニ、そして塩と醤油漬けの

道産いくらをのせた弁当。 

↑パン各種 

↑虎スペシャル 

サーモン・うに・いくら食べ比べ 貝食べ比べ 海老食べ比べ 
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↑海峡うにクリームコロッケ 


