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株式会社ライフコーポレーション

＜産地応援企画＞おいしく食べて応援しよう！

首都圏ライフ限定 北海道フェアを開催！
株式会社ライフコーポレーションは、5 月 15 日（土）から銘産品メーカーの支援を目的として、北
海道の人気お土産品を首都圏ライフで特別販売いたします。
新型コロナウィルス感染拡大の影響が長期化し、観光産業は依然として厳しい状況が続いております。
当社では各地の生産者を支援するため「産地応援フェア」を実施しており、お客様から観光気分を味わ
えるとご好評をいただいております。今回は北海道フェアとして、お土産としても人気のお菓子やラー
メンなどを首都圏ライフの店舗にて販売いたします。
引き続き日本各地の魅力ある商品の販売を通じ生産者の支援をさせていただくとともに、お客様にお
いしい商品や旅行気分をお楽しみいただけるよう取り組んでまいります。

六花亭 マルセイバターサンド

西山製麺 札幌すみれ味噌ラーメン
※写真はイメージです

■実施日
2021 年５月 15 日（土）から
※売り切れ次第終了

■販売店舗
首都圏 120 店舗
※ビオラル丸井吉祥寺店・ドラッグプラス品川御殿山店・エクストラ東五反田店・ムスブ田町店を除く

本件に関するお問い合わせ先
URL：http://www.lifecorp.jp

秘書・広報部

【東京本社】03-5807-5722

【大阪本社】06-6150-6285

■鈴木 直道

北海道知事のメッセージ
このたび、ライフ様で開催される「産地応援 北海道フェア」において、
北海道の豊かな大地と海に育まれた道産品をご紹介していただけることにな
りました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの生産者や事業者の方々は大
変厳しい状況に直面していますが、そうした中でも、多くの皆様に喜んでい
ただける産品を一生懸命つくり続けています。
ぜひこの機会に、北海道自慢の逸品を味わっていただき、「北海道の食の底
力」を感じていただければ幸いです。

■対象商品

※（）内は税込価格

函館洋菓子スナッフルス
『チーズオムレット』
8 個入 1,440 円（1,555 円）
フォークで切ると、まるで半熟
オムレツのようにトロリとした
食感を持つスフレタイプのチー
ズケーキ。

六花亭
『マルセイバターサンド』
5 個入 630 円（680 円）
専用の小麦粉で作ったビスケット
に、ホワイトチョコレートとレー
ズン、北海道産生乳 100％のバタ
ーを合わせたクリームサンド。

千秋庵
『ノースマン』
5 個入 900 円
（972 円）
北海道産小豆のあんを
パイで包み、甘さを抑
えしっとりした口あた
りに仕上げました。

ホリ
『じゃがいも
コロコロ塩』
170 ｇ 380 円
（410 円）
北海道産じゃがい
もを丸ごとすりつ
ぶし、餅米と一緒
につき上げた、香
ばしく味わい豊か
なおかき。

ホリ
『胡麻餅』
1 本 112 円
（120 円）
特製のゴマだれを
お餅の生地に練り
こみ、胡麻の風味
が口いっぱいに広
がる人気のお餅。

柳月
『あんバタサン』
4 個入 555 円（599 円）
北海道産素材にこだわり、サクッ
としっとり食感のサブレに、あん
バタークリームを挟みました。サ
ブレにはオホーツクの塩を入れて
ほんのり塩気を効かせています。
ラッキーピエロ
『ラッキーピエロミルクまんじゅう』
12 個入 696 円
（751 円）
函館で超有名なハンバーガーショップ
「ラッキーピエロ」のお土産品であ
る、ミルクまんじゅう。

ホリ
『くるみ餅』
1 本 112 円
（120 円）
羽二重餅の中に、
香ばしく焙煎した
くるみをたっぷり
と入れ、くるみの
味と香ばしさを大
切に、丹念に練り
上げたお餅。

ホリ
『とうきびチョコ【チーズ】』
10 本入 352 円（380 円）
北海道のお土産として人気のと
うきびチョコのチーズ味。北海
道産チェダーチーズで仕上げた
絶妙な味わいが特徴。

昭和産業
『北海道酪農牛乳チーズケーキ』
230g 600 円（648 円）
北海道産の生乳を使用し、濃厚な
クリームチーズの香りが引き立つ
味わい豊かなチーズケーキ。

PLUS ワン
『すみれフライドポテト』
42g 350 円
（378 円）
札幌味噌ラーメンの名
店「すみれ」のラーメ
ンの味を再現したフラ
イドポテト。

西山製麺
『札幌すみれ味噌ラーメン』
1 人前 600 円（648 円）
伝統の濃厚かつ重厚なスープが
特徴。ラーメンの名店「すみ
れ」の代名詞の味噌ラーメン。

中田園
『しほろ納豆黒千石』
40g×２ 179 円（193 円）
十勝の生産者が土からこだわり
育てた希少な黒千石大豆を
100％使用した納豆。

西山製麺
『ぶっかけラー油昆布めん』
2 人前 358 円（386 円）
わかめ・北海道がごめ昆布を練り
こんだ磯の香り豊かな麺と、だし
の効いた醤油・ラー油が決め手の
ラーメン。

テンフード
『みよしのさっぽろぎょうざ』
12 個入 298 円（321 円）
「“専門店の味”を家庭の食卓で」
というコンセプトのもと開発。
マイルドな風味が特徴。

四季舎
『北海道バターサブレ』
10 枚 550 円（594 円）
北海道産のバター、小麦を使用し
て焼き上げた、香り豊かなバター
の風味とサクサク食感が特徴。

池田食品
『北海道創作豆セット』
325g 498 円
（537 円）
うぐいす豆、七福豆、焼
いか豆が入った、北海道
で定番の豆菓子アソー
ト。

藤原製麺
『まるは BEYONDO 濃厚冷し担々麺』
2 人前 338 円（365 円）
札幌で人気のラーメン店。濃厚な
担々麺に鰹の風味が合わさった特
徴的な味わい。

香貴
『海のキムチ
北海道地産地消のおすそわけ』
200g 298 円（321 円）
北海道の地産地消商品。海老パウ
ダーを使用したキムチ。

出塚水産
『もんべつさつま』
10 枚入 398 円（429 円）
創業当初からの製法で作られた、
スケトウダラに旨みを足すためニ
シンすり身を加えたさつま揚げ。

室蘭製麺
『とろーりチーズまん』
30g×6 498 円（537 円）
北海道産モッツァレラチーズ、
オランダ産ゴーダチーズ、北海
道産小麦を使用しました。

花畑牧場
『お楽しみセット』
1 袋 980 円
（1,058 円）
1,600 円分の商品が入
っている、花畑牧場の
人気お楽しみ袋。

香貴
『石狩の浜』
200g 698 円（753 円）
松前漬けに並ぶ北海道ご当地の
はさみ漬。

べつかい乳業興社
『べつかいのコーヒー屋さん』
180ml 159 円
（171 円）
酪農王国別海産の生乳
100％を使用した、懐か
しい三角パック牛乳。

■ライフで取り組んだ「産地応援・銘産品支援販売」
▼2020 年 5 月 6 日（土）に行っ
た「北海道産地応援セール」
の様子

※ライフ桜新町店
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