平 成 28 年 3 月 14 日

北海道キヨスク株式会社

北海道キヨスク株式会社（代表取締役社長 栗原 進、札幌）では、平成 28 年 3 月 26
日（土）の北海道新幹線開業に合わせ、函館・北海道の風土を実感できる施設として、
函館駅商業ゾーンの全面リニューアル工事を進めてきましたが、3 月 15 日（火）の全
館オープンが決定しましたので、お知らせいたします。

＜3 月 15 日（火）6：00～リニューアルオープン！＞
■函館駅商業ゾーンの店舗詳細
各店舗ではおすすめの商品や、新商品・函館駅限定商品を取り揃えています。
※各店舗営業時間、電話番号等は別紙「店舗一覧表」をご覧ください。

＝1F＝（主に物販ゾーン）

■北海道四季彩館
＜専門店エリア＞
函館や道南の有名店、おすすめのショップを集めたエリアです。

①駅弁の函館みかど
創業昭和 11 年の駅弁の老舗。定番の「鰊みがき弁当」に代表される、地元の食材
を取り入れた駅弁を数多く販売。
■おすすめ商品
「北斗七星」
1,300 円（税込）
北海道新幹線 H5 容器に、7 つの
北海道産メイン食材を使用し、
開業のお祝いらしく「ちらし寿司風」
に仕上げました。

②四季海鮮

旬花

五稜郭タワーの和食店「四季海鮮 旬花」による各種弁当を発売。

③医食同源＜初出店＞
道南の名産品である「がごめ昆布」を使用した調味料や食品、酢を使用したソフト
クリームなどを販売。
■おすすめ商品
「手造りセット 海峡漬」
756 円（税込）
青森県産乾燥野菜とするめ、がごめ昆布を
特製たれで和えるだけで美味しいおかずが
出来上がり。にんにくの風味がプラスされ
コクのある味わいに。

④末廣軒・ジョリクレール
末廣軒の和菓子やジョリクレールの洋菓子に加え、地元函館周辺の和洋菓子を一堂
に集めて販売。
■函館駅先行販売商品
「北海道新幹線 H5 系 ハヤブサプリン」
326 円（税込）
北海道新幹線 H5 系「はやぶさ」を
モチーフに、豆腐をムース状にして
仕上げました。抹茶、粒餡、豆腐と
3 つの味を楽しめます。

⑤ガトー・ルーレ
地元函館のロールケーキ専門店。良質な北海道産素材を使ったロールケーキを販売。
■函館駅限定商品
「新幹線カラーの 3 色ロールケーキ」
980 円（税込）
2 種類のクリームチーズ、最高級八女
抹茶、そしてブルーベリー。新幹線を
イメージして 3 種のロールケーキを詰
め合わせました。

⑥キングスイーツ＜新業態・実演＞
函館の老舗ベーカリー「キングベーク」によるスイーツ店。チョコレートを中心に
販売し、実演コーナーも備えています。
■函館駅限定商品
「生チョコ」
1,000 円（税込）
チョコレートの世界トップメーカー「カカオ
バリー社」のチョコレートから職人が厳選
した 2 種のチョコレートを使用し、北海道
産生クリームで口どけなめらかに仕上げました。
※3/15～3/21、3/26～3/31 の期間中に
1,000 円（税込）以上お買い上げのお客様
各日先着 50 名様へ「ミニ板チョコ」を
プレゼント！

⑦ペイストリー

スナッフルス＜実演＞

「チーズオムレット」で有名な、函館を代表するスイーツショップ。実演コーナー
での新商品はもちろん、函館駅限定商品も魅力。
■函館駅限定商品
「めん恋いちごオムレット」
1,555 円（税込）
函館の恵山地区で栽培された「函館恋
いちご」を使用した、北海道新幹線
開業記念商品。いちごの甘酸っぱさが
口いっぱいに広がります。

＜海産・食品セレクトエリア＞
道南を中心とした海産加工品を幅広くラインナップ。海産加工品をメインに、北海
道にこだわった食品を取り揃えたエリアで、当社初の試みです。
■おすすめ商品
「三草松前漬 函館きらり」
2,700 円（税込）
函館産の真昆布、がごめ昆布、あかもく
を使用した松前漬に、豪華に海の幸を
ちらしました。北海道キヨスクオリジナル
の商品です。

＜総合土産エリア＞
函館周辺に限らず北海道全域の銘菓やワイン、日本酒に加え、北海道新幹線グッズ
等雑貨も充実した、北海道のお土産エリアです。
■おすすめ商品
「Apple＆White Baked Chocolate」
972 円（税込）
北海道新幹線開業を記念し、北海道
キヨスクと石屋製菓で共同開発しました。
七飯・青森産のりんごを使用した、焼き
チョコレートのお菓子です。

＜セブンイレブン＞（コンビニ）
＜クロネコヤマト＞（宅配受付）

＝2F＝（主に飲食ゾーン）

＜函館麺厨房あじさい＞
創業 80 年以上の老舗店「あじさい」。旨みのつまった透明なスープが人気の、函館
塩ラーメンを代表する店舗。
■函館駅限定商品
「あんかけ焼きそば」
850 円（税込）
白菜などの野菜に加え、いかやえびなどの
海鮮も使用したあつあつの餡が、麺に
しっかりと絡んだ焼きそばです。

＜地産地消レストラン

食の宝庫

北海道＞

地元の人気店「和 Dining 井井」による、旬の素材を使用したメニューが特徴の地
産地消レストラン。
■函館駅限定商品
「海鮮ひつまぶし」
1,382 円（税込）
四季の仕入れ状況により、具材が異なる
のでその変化も楽しんで欲しいメニュー。
そのまま、薬味をかけて、そしてお茶漬け
風と 3 度楽しめるのも魅力。

＜タリーズコーヒー＞（カフェ）
世界各国から厳選した豆のみを使用した、シアトル生まれのスペシャルティコーヒ
ーショップ。

＜北文館＞（書店）
駅ならではの、鉄道関連書籍も充実した書店。週刊誌や文芸書など、列車のお供に
もどうぞ。
■お問い合わせ先
北海道キヨスク株式会社 開発部 江崎
TEL：011-271-3105
（受付時間：平日 9 時～17 時）
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