
お買上げいただいたお客様には、スタンプカード

を進呈。2週連続でお買上げいただくと抽選会に

ご参加いただけます。外れなしの抽選会で、エル

パとパリオのお買物券をGETしよう！

〈弁当・惣菜等〉エルマノ、大津屋、肉のカワグチ、一番星、吟撰肉匠 立力、
 太平庵、デリアテール、八や、間海、おりょうり京町 萬谷、日本料理 やなぎ町
〈スイーツ等〉西洋菓子倶楽部、創作和洋菓子 花えちぜん、VIVANT、ペルシュ、抹茶庵

ここでしか買えない「美味しい秋 」が勢揃い！

Lpa×PARIO お買物ラリー抽選会

スペシャルお取り寄せウイークス
第1弾  〈Lpa〉11月12日（金）～14日（日） 第2弾  〈PARIO〉11月19日（金）～21日（日）

Go To ショッピング 消費喚起キャンペーン

Lpa×PARIO

福井県内の人気店から、地産地消をテーマにしたオリジナル弁当やオリジナル惣菜、

イベント限定のスペシャルスイーツや定番人気メニューなどが2週にわたってエルパとパリオに大集合！

ここでしか買えないスペシャルなお取り寄せで、「美味しい秋」を感じてください。

※写真はイメージです。

スギ薬局・トイザらス 
10：00～20：00

営業時間 10：00~20：00 エルパ 営業時間 10：00~19：30 パリオCiTY

1等

2等

3等

4等

5等

10,000円分のお買物券〈10名様〉
（Lpa 5,000円分+PARIO 5,000円分）

（Lpa 1,500円分+PARIO 1,500円分）

5,000円分のお買物券 〈20名様〉

3,000円分のお買物券 〈30名様〉

（Lpa 500円分+PARIO 500円分）
1,000円分のお買物券〈100名様〉

（Lpa 100円分+PARIO 100円分）
200円分のお買物券（Lpa 2,500円分+PARIO 2,500円分）

出店
店舗 詳しい情報は

コチラから

2週お買上げで
必ず当たる！！

●お問合せ / スペシャルお取り寄せウイークス実行委員会　90776-26-7717（有）だいなり

10：00
オープン

10：00
オープン



スペシャルお取り寄せウイークス スペシャルメニュー

Lpa×PARIO

第1弾

10：00オープン

●和風幕の内弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,650円
●むつの照り焼き弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900円

【 大津屋 】
●エルパ限定
　若狭牛ステーキ弁当・・・・・・・・・・・・ 2,200円

【 一番星 】
●若狭牛ロースのローストビーフ・・ 3,000円
●若狭牛ロースのローストビーフ膳  2,200円

【 吟撰肉匠 立力 】

●九頭竜まい茸と越前サーモンと
　ローストビーフ弁当・・・・・・・・・ 1,700円
●穴子ほお葉飯と越前がに
　ほおば葉飯弁当・・・・・・・・・・・・ 2,800円

【間海 】【間海 】

●三国の甘海老唐揚げと
　和牛ステーキ弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,700円
●穴子ほお葉飯と越前がに
　ほおば葉飯弁当・・・・・・・・・・・・ 2,800円

【 間海 】【 間海 】

●蟹散らしと甘海老のおぼろ
　旬の地産野菜を添えて・・・・・・ 2,000円
●県産煮穴子重 柚子胡椒風味  2,000円

【 太平庵 】

※仕入れ状況等により実際の商品内容、売価が変更となる場合がございます。また、数量限定販売のため売り切れの際は、ご容赦ください。

●スペインタパスの盛り合わせ  1,000円
●福井県産和牛ほほ肉の
　赤ワイン煮込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円

【 エルマノ 】
●料亭萬谷弁当チラシ風・・・・・・ 1,900円
【 おりょうり京町 萬谷 】

●ふくいサーモンと
　いくらの親子重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
●越前せいこがにのグラタン  1,200円

【 八や 】

●特製デリパレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700円
【 デリアテール 】

●恐竜の瞳luxe(raspberry)・・・ 760円
●オリジナルプリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450円
●Lollipop・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350円

【 創作和洋菓子 花えちぜん 】
●LPA限定ショコラ―バー・・・・・・・・ 360円
●モーモーバウム（モンブラン）  600円
●味平かぼちゃの拘りプリン・・・・・・ 460円

【 VIVANT 】
●フォンダンショコラ山うに風・・・・・・ 460円
●コシヒカリのミルクリゾットと和栗のブリュレ  500円
●ガトーショコラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 380円

【 ペルシュ 】

●抹茶のフォンダンショコラ・・・・ 2,700円
●抹茶バターケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
●塩バターケーキ パリオ限定・・・・・・・ 300円

【 抹茶庵 】

●冨津芋のお芋ほり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 520円
●福井県産牛乳使用
　羽二重シュー5個入り・・・・・・・・・・・・・・・ 700円

【 西洋菓子倶楽部 】

11月12日（金）～14日（日）

第2弾

10：00オープン

●和風幕の内弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,650円
●むつの照り焼き弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900円

【 大津屋 】

●若狭牛めし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,800円
●若狭牛ハンバーグ弁当・・・・・・ 1,500円

【 肉のカワグチ 】

●若狭牛焼肉重・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,800円
●若狭牛ロコモコ丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,500円

【 肉のカワグチ 】
●パリオ限定
　若狭牛ステーキ弁当・・・・・・・・・・・・ 2,200円

【 一番星 】
●若狭牛モモのローストビーフ  3,000円
●若狭牛モモのローストビーフ膳 1,650円

【 吟撰肉匠 立力 】

●若狭牛食べくらべ膳・・・・・・・・・・・・ 3,000円
【 日本料理 やなぎ町 】

●若狭牛ステーキ入り松花堂  2,400円
【 日本料理 やなぎ町 】

●蟹散らしと甘海老のおぼろ
　旬の地産野菜を添えて・・・・・・ 2,000円
●福井サーモン焼き鮭重・・・・・・・ 2,000円

【 太平庵 】
●スペインタパスの盛り合わせ  1,000円
●カタルーニャ風海の幸の煮込み  1,500円

【 エルマノ 】
●料亭萬谷弁当おこわ風・・・・・ 1,900円
【 おりょうり京町 萬谷 】

●ノドグロ塩焼きと松茸の
　炊き込みご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
●越前せいこがにのグラタン  1,200円

【 八や 】

●特製デリパレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 700円
【 デリアテール 】

●恐竜の瞳luxe(mix fruits)・・・・ 760円
●オリジナルプリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 450円
●Lollipop・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 350円

【 創作和洋菓子 花えちぜん 】
●パリオ限定ショコラ―バー・・・・・・ 360円
●モーモーバウム（ムラサキイモ）・・・ 600円
●味平かぼちゃの拘りプリン・・・・・・ 460円

【 VIVANT 】
●酒からカステラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 800円
●タルトショコラキャラメル・・・・・・・・・・・・・ 460円
●ショコラスペシャル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400円

【 ペルシュ 】

●抹茶のフォンダンショコラ・・・・ 2,700円
●抹茶バターケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円
●富津金時と抹茶レアチーズタルト  500円

【 抹茶庵 】

●冨津芋のタルトモンブラン・・・・・・・ 450円
●福井県産牛乳使用
　羽二重シュー5個入り・・・・・・・・・・・・・・・ 700円

【 西洋菓子倶楽部 】

11月19日（金）～21日（日）

1F エルパスペース

2F セントラルコート


