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名店のおせちで、ゆく年くる年… 旬暦 ひだか
　和食の名店『旬暦 ひだか』の「おせち」が毎年好評
です。味はもちろん、見た目も美しい「三段おせち」
（＝写真）は、4人用で22000円。豪華おせちを囲んで
楽しい年末年始を過ごしませんか？　完売次第受
付終了の数量限定。ご予約はお早めに！　引渡しは
12月30、31日の2日間。引渡し時間は30日が午前10
時～午後6時、31日は午前9時～午後3時。旧函館市内
に限り宅配も受け付けています（宅配時間の指定は
できません）。年内の通常営業は12月27日まで。ゆっ

たりとした店内で味も見た目も素晴らしい和食を楽しみませんか？　営業時間は午前
11時30分～LO午後2時、午後5時～LO午後8時30分。毎月第1・3水曜日定休。駐車場有。
●中道1-2-5　☎31-5077

お世話になったあの人に、プロの味を贈りましょう！ ラーメン専科 麺次郎田家店
　日頃からお世話になっている人に、今年はとびき
り美味しいラーメンを贈りませんか？
　元和食職人・中山武久さんが作る味わい深いラー
メンが大好評の『麺次郎田家店』の看板メニュー、
「合わせみそラーメン」と「辛みそラーメン」がご自
宅で楽しめる「お持ち帰りセット」（＝写真、1箱
1500円）が大人気です。1箱5食入り。「合わせみそ」
が3食、「辛みそ」が2食。1食300円で麺次郎の味が楽
しめるオススメのセットです。気軽にプロの「店味」がご家庭の食卓に実現する逸品をぜ
ひ、お歳暮にいかがでしょう？
　営業時間は午前11時～午後8時30分。不定休。駐車場有。
●田家町5-19　☎40-1663

冬のお洒落を楽しみましょう タランチーネ
　冬のお洒落は、豊川町の『タランチーネ』でキマ
リ！　同店では現在、ハイセンスなデザインと豊
富なカラーバリエーションで粋な大人のカジュア
ルスタイルを提案する「ヤッコマリカルド」や、ワ
イドシルエットが特徴の「51コラッド」などの
カットソーやアウターなどがそろっています。全
て1点ものなので、この冬こそ個性的なお洒落を楽

しみたい女性にぜひ、オススメ！　また、ドイツのシューズブランド「ガボール」の冬靴
も発売中。足元から冬のお洒落を楽しみたい女性に注目されそうです。年末に向けて外
出する機会も増えるこの季節、お早めに同店で貴女のお気に入りを見つけてください。
　営業時間は午前11時～午後5時。毎週土・日曜日、祝日定休。駐車場有。
●豊川町21-3　☎22-2164

クリスマス＆年末年始は評判店の味を！ 欧風創作 ビストロ パサパ
　クリスマスや年末年始は、富岡町1丁目にある『欧風創
作 ビストロ パサパ』のパーティーパエリア付きオードブ
ルをいかがでしょう…。オードブル（＝写真上）の内容は
スモークサーモン、ローストビーフ、チキンと茸のテリー
ヌ、コールドハム、タンドリーハム、ビアソーセージ、鴨肉
のパストラミハム、スパニッシュオムレツ、手羽元のビア

フライ、パサパサラダで、2人用Sサイズ7500円、4人用Lサ
イズ11000円。パーティーパエリア（＝同下）は直径30cm、3
～4人用のゴージャスサイズ。販売期間は12月22～25日と
12月30、31日の2回で、各10セット限定。受付時間は午前11
時～午後7時（毎週水曜日、毎月第2木曜日定休）。
●富岡町1-18-5　☎40-0633
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楽しい毎日のヒントをご家庭にお届けします



リモートワークを始めませんか？
　自宅にいながら学校の授業を受けたり会社の会議に参加ができる「リ
モートワーク」のニーズが高まっています。リモートワークシステムを検討
している人は、ぜひこの機会にそろえてみてはいかがでしょう。10周年を迎
えた『ブルーコンピューター』は、良質の中古パソコンと行き届いたアフター
サービス、各種修理で定評の専門店。リモートワークシステム導入に関する

各種相談に対応しています。
　さらに同店の田中代表はすでにサポートを終了したWindows7を使用し
ている人に向けて、「セキュリティーや故障の際のリスクが高いため、
Windows10への買い替えをおすすめします」と話しています。
　営業時間は午前11時～午後7時。無休。店舗前駐車場有。
●大川町6-2　☎87-0516

ブルーコンピューター 年末年始に美味しいお惣菜を！ マルキチ食品株式会社

　年末年始の食卓を彩るお惣菜はいかが…。函館の昆布製品を全国に発信している『マルキチ食
品株式会社』はこの秋、インターネット直販のサイトを開設。生結び昆布や
数の子松前など全15品を、自宅にいながら気軽に購入できると好評です。
色々食べてみたいという人には、「お味見セット」がオススメ。常温品1998円
（生結び昆布100g、生炊き一口昆布巻100g、にしん昆布100g、化学調味料無
添加にしん昆布巻4本入、化学調味料無添加生昆布巻4本入）、冷凍品1620
円（数の子松前漬150g、ほたて松前漬150g、ねばねば昆布200g）の2種類。
下記QRコードからスマートフォンでも気軽に見ることができます。会社に取
りに来る人に限り電話、FAXでの注文も随時受け付けています。
　営業時間は午前9時～午後5時。毎週日曜日定休。
●宇賀浦町18-10　☎51-3316　【FAX】55-4084

　『麺厨房あじさい本店』の冬のおすすめは「赤味噌拉麺」（＝写真上、880
円）で、ニンニクと生姜の効いた評判の赤味噌のスープが中太縮れ麺によ
く絡む人気の逸品です。トッピングは炙りチャーシューに煮卵、メンマと
人気の味がそろっており、たっぷり使用した野菜とスープの相性も抜群。
　また、チャーシュー好きなら「赤味噌チャーシュー麺」（1180円）をどう
ぞ。もう1品見逃せないのが、新メニューの「特濃

魚出汁醤油拉麺」（＝同下、850円）。濃厚な魚介のスープの旨味と全体を
まろやかに調和する卵黄との最高の組み合わせを、ぜひお試しあれ！
　営業時間は午前11時～LO午後8時25分。毎月第4水曜日定休（祝日の場
合翌日）。駐車場有。
●五稜郭町29-22　☎51-8373

両方食べたい！　赤味噌拉麺と特濃醤油拉麺 麺厨房あじさい本店 ビーフシチューで心も体もぽっかぽか… ダイニングこまつ

　洋食の名店、美原3丁目の『ダイニングこまつ』のこの秋冬
のオススメは、心も体も温めてくれる人気メニューのひと
つの「ビーフシチュー」で、単品は1298円、スープ、ライスorパ
ンのセットは1518円（＝写真上）で味わうことができます。
　もちろん、看板メニューの「ハンバーグステーキ」（＝同
下、単品825円）も好評で、各種トッピングも色々あります。
　この秋冬はオーナーシェフが心を

こめて作り上げた逸品をじっくりと味わってみてはいかが…。
　営業時間は午前11時30分～午後3時（LO／午後2時30分）、午後5時～午後
9時（LO／午後8時）。毎週水・木曜日定休。駐車場有。
●美原3-21-29　☎47-6361

屋根の落雪・氷雪対策 コスモサポート

　落雪対策にも色々あります。屋根に雪を乗せたままにしておく方法（雪止
め、フラットルーフ、ステイルーフ等）、積もった雪を軒先のヒーターで融かす方
法、自然落雪させるが隣家まで雪が行かないようにする方法（防雪フェンス）
等。現在の屋根形状や敷地スペースを考慮して対策を練る必要があります。
　上の写真は屋根の片側だけをステイルーフにして隣

家まで雪を落下させないようにしたもの。下の写真は軒先にルーフヒーター
を入れて、雪を融かすようにしたものです。
　『コスモサポート』では、状況に合わせた対策をご提案しています。見積もり
は無料。お気軽にお問い合わせください。
●西桔梗町854-9　☎49-0151（担当／仲田）　【メールアドレス】cosmo21@ms7.ncv.ne.jp
建設業許可北海道知事（般-29）渡第03137号

クリスマスメニュー&オードブル予約受付中 ビーズ・ビー

　洋食レストラン『ビーズ・ビー』では、クリスマスメニューと年末オードブルの予約を受付中。
　「クリスマスディナーコース」（1人7000円、未就学児不可）は、12月23日～12月25日。「クリスマス
オードブル」（4人盛10800円）、単品の「ビーフシチュー」（2484円、12月31日も可）、「ロールキャベツ」
（1134円）も可。引き渡しは12月23日～12月25日の午前11時30分～。「年末オードブル」は、2人盛

7560円、3人盛10800円、5人盛16200円。引き渡しは12
月31日午前11時～午後2時。各予約は12月15日まで。
　営業時間は午前11時30分～LO午後2時、午後6時～
LO午後8時30分（クリスマスディナー期間は午後6時
30分～）。毎週月曜日定休。年末は28日まで営業。年始
は、2、3日営業、4、5日休業。駐車場有。
●柏木町39-3　☎51-7881

クリスマスオードブル＆おせち料理 ホテルリソル函館

　『ホテルリソル函館』では現在、「クリスマスオードブル」と「おせち
料理」の予約を受付中です。「クリスマスオードブル」（4人盛6480円）
は、サーロインステーキ、北海道産豚肉のテリーヌ、北海道産北あかり
パイなどなどクリスマスパーティーを彩る洋食オードブルが並んでい
ます。引き渡しは12月22日～12月25日。各10個限定（予約順）となりま
すので、予約はお早めにどうぞ。毎年完売となる人気の「おせち料理」
は、2人用「千寿」（4.5寸3段重5400円）、4人用「萬福」（＝写真、6.5寸3段重17280円）の2種類。どちら
も、伝統の和のおせち料理とお酒にも合う洋食料理を組み合わせたバランスの良い内容。引き渡し
は12月30、31日の2日間で、31日のみ配達も可能。配達区域は、旧函館市と北斗市・七飯町の一部。予
約は12月20日まで。各引き渡し場所は、同ホテル1階。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
●若松町6-3　☎23-9269

年越しそばはふでむらで 酒・そば処 五稜郭ふでむら

　石臼挽きの北海道産そば粉を独自にブレンドしたのど越しの
良いゴマそばを提供している『酒・そば処 五稜郭ふでむら』。同
店自慢のそばを生そばの状態で持ち帰ることができるのをご存
知ですか？
　2人前1100円と4人前2000円があり、年越しそばは予約締切
が12月20日。宅配は29～31日（時間指定は応相談）で、店頭受取
りの場合は嬉しい特典が付きます。毎年好評の「選べるおせち」
とセットで注文するとおそばが半額に！　店頭に詳しいパンフレット有（お届けも可）。
　通常号の広告もご覧ください。営業時間は午前11時～午後10時（そばがなくなり次第閉店）。無
休。契約駐車場有。
●五稜郭町36-1　☎32-5014
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　二十軒坂の坂上にある『スカイラウンジ カフェ・ペルラ』は、眼
下に映る美しい景色を眺めながらゆっくりと食事を楽しめるレス
トラン。ランチメニューでおすすめの「ミックスグリルセット」（1600
円）は自家製和風ソースで仕上げた牛ステーキをはじめ、エビフラ
イ、マカロニグラタンなど幅広い層に人気の料理がそろっていま
す。お得な「週替ランチ」（1000円）もあります。ランチメニューは、
各コーヒー付き。「パンケーキセット」は950円～（ソフトドリンク付き）。6～12人の団体受付可（大テー
ブル有）。この冬は、優雅で美味しいひと時を過ごせるこの店に足を運んでみてはいかが…。
　営業時間は午前11時～午後4時（LO／午後3時30分）、午後5時～午後8時（LO／午後7時30分）。毎
週火曜日定休（祝日の場合翌日休）。駐車場有。
●元町18-11 いるかビル2階　☎84-5432

優雅で美味しいひと時を… スカイラウンジ カフェ・ペルラ 年越しの1杯は、「幻の酒」でいかが… 地酒・ワイン屋 みのや

　今年の年越しの食卓に、「幻の酒」をいかが…。地酒やワインなど、豊富な品ぞろえで評判の『地酒・
ワイン屋 みのや』では完全予約受注の幻の酒「冬の月」が毎年、年の瀬に好評です。
　とれたての新米と白桃酵母を使用して、もろみにできるだけ圧力を加えない搾りで絹のような柔
らかさを実現。年に1度の究極の搾りたての純米吟醸無濾過生酒です。
　現在同店では、「冬の月」の予約を受付中で、今月末頃に入荷予定。720ml入り1650円、1800ml入り
3410円。贈答用にもオススメで、化粧箱入りもあります（箱代別途）。また、
冬の月を使った「冬の月 酒ケーキ」（1234円）も今月末頃に入荷予定。お酒、
ケーキともに、ご家族で過ごす年末年始の食卓に彩りをそえる逸品です。
　営業時間は午前10時～午後8時（毎週日曜日、祝日は午後7時まで）。毎週
水曜日定休。駐車場有。
●昭和1-26-23　☎43-0020

ミシンを長く使うために… 越野ミシン商会

　マスクやエコバッグ作りをきっかけに、ミシンで物を作る
楽しさに気が付いたという人もいるのでは。ミシンの点検、
修理、販売を行っている『越野ミシン商会』では「ミシンは精
密機械なので、こまめな点検やメンテナンスを」と呼び掛け
ています。ミシンは長く使っていると糸がからんだり切れた
り、目飛び、針折れ、布を送らないなどの不具合が起きるこ
とがあります。必要な時にそんなことが起きないよう、お持
ちのミシンを1度診断してもらってみてはいかが。「諦めていたミシンの調子が良くなった」と喜ばれ
ることも多いそうです。「青ぽ見た」で出張費5500円が3300円。混雑する日もあるので、利用の際
は事前の電話連絡がおすすめ。毎週日曜日、祝日定休。駐車場（1台）有。
●大手町12-5　カサドール駅前303　☎27-6105　【携帯電話】090-8638-9844

活気のあるお店でエネルギーチャージ レストラン よしずみ

　松川町のビジネスホテル1階にある『レストラン よしずみ』。ラン
チタイム（午前11時30分～午後2時）には低価格のランチメニュー
が豊富にそろっていて、その中でも人気がある「日替わりランチ」
（各780円、コーヒーまたはソフトドリンク付き）はAランチとBラン
チの2種類。取材日のAランチは豚肉がとっても柔らかく、体の芯か
ら温まる「豚しゃぶ定食」（＝写真

上）で、Bランチは品数が多く食べ応えたっぷりな「和食弁当」（＝同
下）でした。テイクアウトお弁当（700円）も好評発売中。また、イン
スタグラムで「日替わりランチ」の写真が見られるので
要チェック！　毎週日曜日定休。駐車場有。
●松川町6-12　☎43-2234

カイロプラクティック・フィノス.

　寒さが増す季節。体がこわばって肩こりや腰痛に悩まされていま
せんか。忙しい年末を前に評判の施術でリフレッシュはいかが。『カ
イロプラクティック・フィノス.』では12月末日まで初回施術料4500
円が3500円。カイロプラクティックは日常生活で生じた骨格の歪み
を調整することで、肩こり、腰痛、慢性疲労など体のつらい症状を
根本から改善してゆくという施術。痛くな

いので高齢者や女性、お子さんでも安心です。換気やマスクの着用はもち
ろん、施術台や階段、手すりを1回ずつ消毒するなど感染症対策もしっかり
と行っています。ホームページ（「函館フィノス」で検索）もご覧ください。予
約制。ネット予約も可。
●亀田本町65-24　☎41-0299　http://finoce.web.fc2.com/

カイロでリフレッシュしませんか？ ヴィーナス オブ バング

　「金・銀婚式を迎えるご夫婦や結婚写真を撮りたい方々に、
写真と食を通じて最愛の人に出会えて良かったと思っていただ
きたい」という想いが込められた『ヴィーナス オブ バング』主
催による記念フォトイベントが11月23日、「函館市地域交流まち
づくりセンター」で開催されます。11月18日まで予約受付中（完
全予約制）。「金婚式＆銀婚式記念フォトプラン」「ファミリーフォ

トプラン」（各16500円～）「ウエディング記念フォトプラン」（和装または洋装、19800円～）などの
コースがあり、どのプランも事前に内容をしっかりと打ち合わせするため当日は会場に足を運ぶだ
け。各コース名店のお弁当のお土産付きです。年明けの1月16、17日には同センターを会
場に新作振袖・新作袴展示会も開催予定。
●杉並町20-42　☎83-6524　【携帯電話】090-8428-9164（柳館）

「最愛の記念日」をつくりませんか

長年の痛み、繰り返す痛み よねざわ薬品

　富岡町にある『よねざわ薬品』では、長年腰の痛みに悩まされてき
た女性が漢方薬を試してみたいと訪れ、漢方顆粒（15日分6600円）と
体質改善の天然アミノ酸（3960円）を購入。1度痛みが和らいだもの
の「服用を止めたら痛みが戻ってきた」と継続を決意。膝の痛みを訴
えた男性は漢方薬のほかエミューエキス10％配合のクリーム（100ｇ
7700円）を使用し、数か月で運動を楽しめるまでになったそう。「患

者さまは症状だけでなく、背景にある家庭環境まで話してくださる方が少なく
ないです。ですから私も真剣にお話を伺い、患者さまに合うお薬の紹介をして
います」と同店の米澤弘美先生。辛い症状があるなら1度相談してみてはいか
が。営業時間は午前10時～午後6時30分。毎週日曜日、祝日定休。駐車場有。
●富岡町2-20-8　☎84-5339

障害がある人の仕事のことは今すぐお電話を! 障害者就労移行支援事業 ジョブシード
　『障害者就労移行支援事業 ジョブシード』は、障害がある人が自分に
合った仕事や職場環境でイキイキと働き続けられるよう就労支援を行
う事業所です。自立安定した職業生活を実現するための準備訓練期
間には、仕事に必要なスキルやコミュニケーション、作業訓練などを行
う施設内訓練からはじまり、施設外訓練、就職活動、職場定着と、1つず
つ無理のない体制でステップアップ。常勤の公認心理師とキャリアカウ
ンセラーのサポート体制が充実している点も特徴で、就職後も職場への定着などをサポート。開業
から3年10カ月を迎えた今年10月末現在では、30人の利用者が一般企業などに就職しています。
　本人はもちろん、家族からの相談もお気軽に！　障害者手帳、障害者基礎年金の証明書、自立支
援医療受給者証を持っていない人もお問い合わせを。
●深堀町1-7　☎83-8018　【携帯電話】080-1896-1077（担当／平野）
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