
　プリマハムは、経営理念「商品と品質は
プリマの命」「絶えざる革新でお客様に貢
献」を旨とし、すべての従業員がフード
チェーンの一員として常に食品安全を優先
した『もの作り』を行ないます。
　各組織が、自らの責任範囲の食品安全を
確保し、各組織を連鎖することでフード
チェーン全体の食品安全を確保します。こ
のために、お客様やお取引先とのコミュニ
ケーションを欠かしません。事業活動のあ
らゆる場面において従業員一人ひとりが、
食品安全の意識を高め、食品安全に基づ
いた美味しい食品を食卓にお届けします。

プリマハム㈱北海道工場　清水町の工場でつくられている製品

独自の製法で、しっとりやわらかな
食感に仕上げました。お肉本来の旨
みとしっとりとした食感が特長の贅
沢な生ハムです。

「生ハム」
かみふらの産豚肉を使用し、昔な
がらの製法で作った、しっとりとし
た食感が特徴のロースハムです。

「ロースハム」
11種類の挽きたてスパイスの風味をその
ままに生かし、当社独自の製法で「香り」高
い風味がお楽しみいただけるあらびきウイ
ンナーです。桜のスモーク材を使用し、まろ
やかな燻製の「薫り」に仕上げました。

「香薫」

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用して実施しております。

しみずの味覚を
　お届けします

2月10日（月）～21日（金）の12日間
協賛：プリマハム㈱北海道工場清水町商工会　主管：清水町商工会飲食業部会 清水町本通1丁目1番地2　ハーモニープラザ2階　TEL.62-2208

NEW

飲食店新メニュー限定企画！！！

美味しくめぐって「スタンプ
ラリー」

美味しくめぐって「スタンプ
ラリー」

【応募用紙は加盟店にてご
用意しております】

期間中に加盟店をめぐり2店
舗分

のスタンプとアンケートにお
答え

いただいたお客様にどどーん
と

プレゼント！

抽選でプリマハム㈱ギフトセッ
トを

10名様にプレゼント！！

皆さんに親しみやすいお店を目指します。
うれしい・楽しい・美味しい時間をご提供

新グルメ NEW

プリマハム㈱北海道工場とコラボ !! しっとり柔らか
な生ハムをユッケ丼にしました。当店独自の味付け
もプラスし、そのままでも美味しい生ハムをさらに
美味しく。ぜひご賞味ください。

単品料理から宴会コースまで、色々な
料理を楽しめるお店です。清水町産の
食材を使った料理も人気ですよ。味・
コスパすべて満足いただけます！ ご
来店お待ちしております。

生ハムユッケ丼 500円（税込）

飲み食い処　げんや

清水町南2条3丁目4-2
TEL.0156-62-7333
営／17：30〜23：00
休／日曜

南2条3丁目

南2条2丁目

ナカジマ
薬局

味処
食道楽

韋駄天

セイコー
マート

清水局

ベスト電器
清水店

清水中央
公園

十勝清水駅前炉端が楽しめるお店。
駅前なので JR で帰れます。

新グルメ NEW

プリマハム㈱北海道清水工場より「ロースハム」
を特別に塊のまま仕入れし、大胆に厚切りにして
ハムカツにしました。ボリューミーで食べごたえ
のある一品に仕上がりました。

炭前にカウンターのあるお店です。一
人で炭の灯りを見ながら静かに飲むも
よし！！ 仲間や友人とワイワイする
もよし！！ぜひ一度お越しください。
宴会承り可能です。ご予算やお料理内
容は、お気軽にご相談ください。

桃花豚の
みそ串カツ

十勝若牛の
サガリ串

牛すじ煮込み
おでん

十勝若牛
サガリステーキ

当店オススメ新メニュー

プリマハム
ロースハムカツ 550円（税込）

ビールやハイボールに
相性抜群です !!

かぶりついちゃって
くださいな !!

炉端焼居酒屋　番　家

清水町本通2丁目
TEL.0156-62-2267
営／17：00〜23：00
休／日曜

清
水
駅

ホテル
まるふく

清水町
商工会

中華料理
四川

昭和
タクシー

町営
公衆浴場

♨

おひとり様からファミリーまで
気軽に入れるお店

新グルメ NEW

プリマハムの「香薫」をマグロミンチで包み、マグロつく
ね串にしました。一口食べると焼いたマグロミンチの淡白
な味わいと、ジューシーな「香薫」が口の中で広がります。

お子様連れのご家族でも気軽に来て頂けるよ
うな料金設定とメニューも豊富に取り揃えて
います。お寿司は 1 貫から注文が可能で、な
カウンター席では、常連さんと賑やかにお酒
も楽しめます。鍋料理も一人前から注文可能
ですので、お一人様も大歓迎。

お寿司（1 貫から注文可能）
特上寿司 2,000 円
上生寿司 1,700 円
中生寿司 1,400 円
並生寿司 900 円

鍋物など、寿司以外にも豊富
に取り揃えています。

自家製ネギだれマグロの竜田揚げ 500 円
とろけるチーズ入りはんぺんフライ 400 円
納豆入りあげ焼き 500 円
大盛り玉ねぎ天ぷら 500 円
イカゲソ天ぷら 500 円
キムチ風味チャーハン 700 円

お寿司以外のメニューも充実

香薫とのハーモニー
マグロつくね串 440円（税込）

都合上大量調理できな
いため、ご提供に少々
お時間を頂く場合も
ございます。
※お持ち帰り不可

食事処　慎　鮨
清水町南1条4丁目　TEL.0156-62-3512
営／17：00〜23：00
休／日曜

本通5丁目

本通4丁目

いしばし
デンタル
クリニック

いくもと
米殻店

北洋銀

いしば
時計店

清水中央
薬局

各種宴会・歓送迎会ご予約承ります

ご予算等ご相談に応じます。又、飲み放題プ
ランもありますので、ご連絡お待ちしてま
す。これからの春に向けて飲んで美味しい
ものを食べて楽しいひと時を、早めのご予
約で今年の歓送迎会はスムーズな宴会に！

お客様皆様にごひいきいただき
おかげさまで１７年目を迎える
ことができました。今後も愛さ
れるお店づくりを心掛け、当店
自慢の手料理と居心地のいい雰
囲気で皆様のお越しをお待ちし

ております。



柔らかな肉質と肉汁溢れる
赤身肉の豊な旨味
　「十勝若牛®」は、豊富な酪農資源に恵まれ
た十勝清水町で生まれたこれまでにない新
しいコンセプトの牛肉です。子供からお年寄
りまで幅広い層の方々に好評の柔らかくクセ
の少ないお肉です。
　「牛肉のおいしさ＝脂の旨味」ではなく、
「赤身肉の旨味」だという視点から飼料の種
類や給餌方法、肥育期間と体重増加の効率
が良い「約14ヶ月出荷」など独自の生産方法
を研究した結果がこの味に繋がっています。

　清水町のおいしい水と
空気。こだわりの飼料で
育てた、自社農場の健康
な鶏が産んだ新鮮でおい
しい玉子をHACCP認証
GPから直送し、家庭用、
贈答用、業務用などご要
望に合わせて直売してお
ります。

“十勝清水”が日本のにんにくの
新たな産地になります！

丸合清水醸造合資会社大平原ファームの
新鮮でおいしい「たまご」

産地化宣言！!
作付面積全道最大規

模！産地化宣言！!
作付面積全道最大規

模！

作付面積は約２５ヘクタールで、全道の4分の1を占め
る道内一のにんにくの産地です。有機肥料「しみず有機」
で育てた「とれたんと」ブランドのにんにくとしてブラン
ド化。年間約 100ｔの出荷で
全道最大。ウイルスフリー（無
菌）苗も開発し、高品質のにん
にくを市場に安定的に供給す
る体制も整っています。

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用して実施しております。

しみずの味覚を
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ラリー」

【応募用紙は加盟店にてご
用意しております】

期間中に加盟店をめぐり2店
舗分

のスタンプとアンケートにお
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いただいたお客様にどどーん
と
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おひとり様からファミリーまで
気軽に入れるお店

新グルメ NEW

十勝若牛のサガリと清水町産にんにくフライ入り。
清水町産の鶏卵やじゃがいもを使用した美味しい
一品。

牛玉ステーキ丼・牛とろ丼をはじめ、
定食・丼・カレー・うどん等メニュー
が豊富です。用途に合わせたお弁当や
オードブルの仕出し料理の注文、宴会
も行っています。

宴会料理
昼　1,500 円〜
夜　2,000 円〜
飲み放題（120 分）1,500 円

（びんビールのみ 90 分で L.O.）
※価格は税抜き金額です。

お弁当	 600円〜

オードブル	 3,000円〜

太巻（1本）	 600円

サラダ巻（1本）	 650円

いなり（1個）　	 70円

十勝若牛
ホワイトスープカレー

1,293円
※価格は税抜き金額です。

寒い季節にピッタリの
あったかい

スープカレーをぜひ
ご賞味ください。

ゆめあとむ
清水町南1条11丁目
TEL.0156-62-1234
営／11：00〜15：00（L.O.14：30）
　　18：00〜L.O.20：30（宴会時23：30）
休／不定休

南1条10

ツルハ

らー麺
こぶし

コメリ
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昔から変わらない美味しさがここに。
言わずと知れた十勝のソウルフード。

新グルメ NEW

創業以来こだわり続けた若どり。そのおいし
さには理由があります。昭和 53 年の創業以
来、「若どり」を冷凍せずに、「フレッシュ若
どり」の提供に日々努めております。それは
若どり専門店としてのこだわりと、たゆまな
い品質の追求です。

「十勝清水にんにく」使用
鳥精肉のはさみ串焼 500円（税込）

精肉とにんにくの
焼き加減が絶妙。

にんにくの風味と味わいを
しっかりと残し、

今までに無かった食感を
ぜひご堪能ください。

鳥せい本店
清水町南1条2丁目　TEL.0156-62-2989
営／16：00〜23：00（日曜／16：00〜22：00）
休／火曜

南2条2丁目

えびすや
菓子舗

木村歯科
医院

ホテル
まるふく

越中屋
旅館

居酒屋
村役場

しんきん

イタリアモデナの老舗焙煎会社
「カフェカリアリ」のコーヒーが飲める店

新グルメ NEW

十勝の豊かな自然の恵み清水町産「大平原ファーム」の鶏
卵を使用し、新メニュー「フォンダンショコラ」を開発い
たしました。ふわふわの極みのパンケーキの中からチョコ
が溢れ出す新グルメ限定のパンケーキとなっております。

清水公園内にある癒やしを求めるお客様が多
く訪れるカフェ。大きな窓から望む景色は心
奪われます。「コーヒーで繋がる」をコンセ
プトに 2013 年オープン以来オーダー頂い
てから一杯一杯豆を挽きエスプレッソマシン
で抽出する至福をご提供いたします。

テイクアウトお弁当（税込）

牛メンチ弁当	 810円
カレー	 	 648円
牛メンチ（単品）	 300円
ピザ2種	 810円〜
ポップフライ	 300円
サンドイッチ	 280円

鉄板ぱんパンケーキ
フォンダンショコラ 1,100円（税込）

カフェ ダイニング　サルビア
清水町字清水724	清水公園内
TEL.0156-67-7622
営／11：00〜16：00（L.O.15：30）
　　（テイクアウト／10：00〜）
休／金曜

清水町
体育館

清水公園

バーベキュー
ハウス

274

エスプレッソマシンで一杯一杯
丁寧に抽出しています。

カウンター、小上がり（個室可）、
テーブル席ございます
バリアフリー対応。

鳥せいの宴会
厳選された旬の食材にこだわった、鳥せいの宴会メニュー。
カラダもココロもゆったりと、美味しいひとときを
お過ごしください。

・寄せ鍋付のメニューもご用意できます。（要予約）
・お料理の内容・ご予算等、ご相談に応じます。
・ご予約及びお問合わせはお気軽にお電話下さい。

集いの席をさらに美味しく！

鳥せいの定番「若鶏精肉の串焼き」と「十勝清水にんにく」
がマッチング。精肉のジューシーさとにんにくの風味やホ
クホク感がベストバランスで口の中に広がります。今まで
に無かった食感と味わいをぜひご堪能ください。


