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クリスマスケーキのストーリーを想像したり、語り合ったりしながら、
大切な人と楽しいクリスマスを過ごしてみませんか。

真っ赤で鮮やかないちごたっぷりのケーキは、ゴージャスでまるでルビーの飾り物のよう。

Story CakesStory Cakes

濃厚なチョコレートとピスタチオに、ラズベリーの酸味が
効いた味わい。グラサージュで艶やかに仕上げました。

クリスマスの輝き
〈ボビーユーハイム〉

直径約13cm  4,320円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット・店頭予約］ 12/10（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

しっとりとしたスポンジ生地に甘さを抑えたクレー
ムシャンティーイといちごをサンド。花のようにいち
ごを飾ったクリスマスだけの特別なショートケーキ。

フルリール・ノエル
〈ブールミッシュ〉

直径約12cm 3,888円（税込）

ネットでエキナカ対応
限定50台

［ネット予約］ 12/18（金）まで　［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

赤羽
限定

銀座千疋屋が厳選したいちごをふんだんに使用。
サンタクロースがいちごのソリでやってくる場面をイ
メージした赤羽店限定のオリジナルクリスマスケーキ。

スペシャルデコレーションケーキ
〈パティスリー銀座千疋屋〉

5号 直径約15cm 7,560円（税込）

※なくなり次第終了
ネットでエキナカ対応

限定100台

［ネット予約］ 12/10（木）まで　
［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

赤羽
限定

いちごのコンポートとバニラクリームを詰めた土台に、ショコラで作ったアリス、
ウサギ、トランプマークを飾り「不思議の国のアリス」の雰囲気に仕上げました。
直径約14cm 5,400円（税込）

メルヴェイユ
〈ダロワイヨ〉

［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで　［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

Strawberry Premium

原とうふ店の豆乳にアカシア蜂蜜と練乳
を加えたクリーム、甘酸っぱいいちごを惜
しげもなく豪華に飾りました。
長さ約16cm 4,860円（税込）

贅沢いちごのクリスマスロール

ネットでエキナカ対応
予約限定

［ネット予約］ 12/20（日）まで　
［店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

ショコラクランチをアクセントにいちごのクリーム
とバニラカスタードクリームを重ねました。

タルト・フレーズ
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

直径約16cm 5,780円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/15（火）まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/27（日）

いちごのムース、バニラカスタード
クリームを重ね、大粒のあまおうい
ちごを贅沢に飾りました。

プライムタルト・あまおう

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル 
パティスリー〉

直径約16cm 6,820円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/15（火）まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）

赤羽
限定

ピンク色のビスキュイの中にジェノワーズを敷き、いちごのコンポート
とバニラクリームを組み上げました。

デリス ドノエル
〈ダロワイヨ〉

直径約14×高さ4.5cm 6,480円（税込）

ネットでエキナカ対応
［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで　［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

http://www.net-ekinaka.com
各商品の予約締切時間は15：00です。

検索ネットでエキナカ

24時間
オンラインで
予約可

今年のクリスマスは
ネット予約＆オフピーク受取で
お得にラクラク準備！

12/8（火）までに「ネットでエキナカ」にて、合計で4,000円（税込）
以上のクリスマス商品をご注文いただいたお客さまに・・・

早めのご予約でお得!特典
1

クリスマスケーキ・オードブルのお求めは、事前のご予約、オフピークでのお受け取りにご協力をお願いいたします。

オフピークのお受け取りでお得！特典
2

「ネットでエキナカ」にて、1台 3,000円（税込）以上の店頭受け取りの
クリスマスケーキをご予約の際、オフピーク対象日［12/18（金）～23（水）、
26（土）、27（日）］を選択の上、お受け取りいただいたお客さまに・・・

500プレゼント！円券エキュート・エキュートエディション

共通お買い物券500プレゼント！ポイントもれなく
JRE POINT

詳しくはリーフレットまたはWEBのネットでエキナカをご覧ください。

12/24（木）、25（金） は売り場の混雑が予想されます。

エキュートのクリスマス情報が
つまった特設サイトはこちら！

〈はらドーナッツ／はらロール〉
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定番のショートケーキは日本だけのオリジナル。
いちごがサンタでクリームは雪景色なのかも。

SHORT CAKE

CHOCOLATE CAKE チョコレートケーキの原型はザッハトルテ。その製法は約 100 年もの間、門外不出でした。

ふんわりスポンジと口どけよいコクのある生クリー
ムに、フレッシュないちごを飾りました。

ショートデコレーション
〈ボビーユーハイム〉

直径約12cm 3,240円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット・店頭予約］ 12/10（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/20（日）まで　［店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/24（木）～12/25（金）

ふわふわしたスポンジケーキの間にスライスしたい
ちごをたっぷりサンドした、いちごのショートケーキ。

クリスマス ストロベリーショートケーキ
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

直径約15.5cm 3,888円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］

まるごといちごを贅沢に敷き詰めた、素材の美味し
さを味わっていただけるデコレーションケーキです。

苺のショートケーキ
〈パティスリー銀座千疋屋〉

直径約12cm 4,860円（税込）
直径約15cm 6,480円（税込）

※なくなり次第終了ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/10（木）まで　［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

限定130台

限定90台

ブールミッシュオリジナルのクレーム・シャンティー
イと、新鮮ないちごを使用したショートケーキ。

クリスマス・ショートケーキ
〈ブールミッシュ〉

直径約12cm 3,564円（税込）
［ネット予約］ 12/18（金）まで
［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

いちごシロップを染み込ませたスポンジに甘酸っ
ぱいいちごを重ね、可愛らしいサンタを飾りました。

シャンティ・ノエル
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

直径約15cm 4,680円（税込）
［ネット予約］ 12/15（火）まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

大粒のあまおういちごとベリーを、2段重ねの
ショートケーキに華やかに飾ったクリスマスタルト。

プライム・ガトー・ド・メゾン
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

直径約21cm 12,960円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/15（火）まで　［店頭予約］ 12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

全店舗合計限定100台
予約限定

ダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」
に金箔をのせたショコラと雪の
結晶でクリスマス限定仕様に仕
上げました。
約11×11.5cm 2,700円（税込）

ノエル オペラ ルージュ
〈ダロワイヨ〉

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/10（木）まで
［お届け期間］ 12/22（火）～12/25（金）

しっとり焼き上げたチョコレートスポンジに、なめら
かなチョコレートクリームを絞ったブールミッシュ
自慢のショコラケーキです。

クリスマス・ショコラケーキ
〈ブールミッシュ〉

直径約12cm  3,240円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/18（金）まで
［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉
タルト・ショコラ
アールグレイ香る2種類のチョコレートムースやオ
レンジクレームブリュレを重ね、とろける口溶けの
生チョコレートを贅沢に飾りました。

直径約16cm 5,300円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/15（火）まで
［店頭予約］ 12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/27（日）

クリスマス チョコレートトルテ
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

3層のチョコレートスポンジを、まろやかで上品な甘
さのチョコレートバタークリームで包みこみました。

直径約12cm 1,296円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/20（日）まで
［店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

クリスマス ガトー オ ショコラ
〈ゴディバ〉

ダークチョコレートをアーモンドパウダー生
地に練りこんでじっくりと焼き上げました。

直径約11.8cm 3,780円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/17（木）まで
［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 
12/2(水)～12/25(金)

［ネット予約］ 12/20（日）まで　
［店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

トリュフチョコレートや金箔できらめく星空を表現、
多彩な味と食感が繊細に響き合います。

きらめく聖夜
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

［アルコール香り付け程度使用］
直径約15cm  3,240円（税込）

ネットでエキナカ対応

配送限定ケーキだからギフトにもおすすめ。

Delivery CakeDelivery Cake 冷凍
配送



Roll Cake豆乳をたっぷり使用したロールケーキの華やかなクリスマスバージョン。

チョコレートのモロゾフが贈る可愛いケーキ

bush de noel

チョコレートクリームとヘーゼルナッツ、アーモンドの
ジャンドゥヤをサンドしました。

ビュシュ・ドゥ・ノエル
〈ブールミッシュ〉

1本（長さ約17cm） 4,320円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/18（金）まで　［店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）

ブッシュ・ド・ノエ
ルはフランスの伝

統的ケーキで

薪の木をイメージ
して作ったもの。

濃厚なガトーショコラ、チョコレートムースをいちごの
ムースで包み込みました。

ブッシュ・ド・ショコラベリー
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

1本（長さ約12cm） 3,980円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］12/15（火）まで　［店頭予約］12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

ネットでエキナカ対応

［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで　［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）
約16cm 3,564円（税込）

豆乳クリームと甘酸っぱいイチゴソースを苺のロール生地で包んだ、
やさしい味わいのクリスマスロール。　

〈はらドーナッツ／はらロール〉
いちごのクリスマスロール

Five Gallery 12/7（月）～12/25（金）
出店期間12/14（月）～12/25（金）出店期間

北改札ニューデイズ前出店場所Limited Shop

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉
クリスマスケーキの予約受渡と臨時販売を行います。

直径約15cm  3,888円（税込）

Xmas ドゥーブル
〈小樽洋菓子舗ルタオ〉

［販売期間］ 12/17（木）～12/25（金）

ベイクドチーズとレアチーズの二層が口
の中で一体となってとろけるルタオを代
表するチーズケーキ。

〈湘南スイーツアキズ〉
Xmas ミックスベリーのショート

直径約18cm 5,200円（税込）
［販売期間］ 12/23（水）～25（金）

ふわふわしっとりスポンジと生クリームで
いちごをサンド、ミックスベリーでおめかし
したとっておきのクリスマスケーキ。

〈ガスパールザンザン〉
Noel Noir

直径約15cm 4,320円（税込）
［販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

ビターチョコレートのグラッサージュ、ショ
コラムースとキャラメルムースの組み合わ
せが絶妙な大人のクリスマスケーキ。

〈マミーズ・アン・スリール〉
アップルパイ 大ホール

1個 3,000円（税込）
［販売期間］ 12/7（月）～12/25（金）

甘さ控えめな自家製カスタード
の上にゴロゴロりんごをのせた
自慢のアップルパイ。

〈フレフレボン〉
Xmas White
軽やかなホワイトチョコといちごのムース
に上質なクリームが口の中で混ざり合
う、とろけるような食感のケーキ。
直径約15cm 3,850円（税込）
［販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

クリスマス モンブランの
チーズケーキ

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

直径約11.5cm 1,620円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］12/20（日）まで
［店頭予約］12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

ミルキーなマスカルポーネチーズ
ケーキの上に、風味豊かなマロン
クリームを絞りました。

クリスマス マスカルポーネ
チーズケーキ

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

直径約17cm 1,296円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］12/20（日）まで
［店頭予約］12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）

なめらかな食感とミルキーな風味が
楽しめるチーズケーキに、クリスマス
ツリーを描きました。

クリスマス 生クグロフ
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

直径約19cm 2,160円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］12/20（日）まで
［店頭予約］12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

ふんわりとした生クグロフをクリス
マスリースに見立て、生クリームや
フルーツをたっぷりと飾りました。

ネットでエキナカ対応

［ネット・店頭予約］ 
12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 
12/21（月）～12/25（金）

約16cm 3,456円（税込）

K A O K A の有機チョコレート
を随所に使用したロール
ケーキ。ラズベリーの甘酸っ
ぱさがアクセント。

〈はらドーナッツ／はらロール〉
ミルクチョコの
クリスマスロール

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

しっとりとしたベイクドチーズケーキにフランボワーズジュレやいちご
ムース、スフレチーズケーキを重ね、フロマージュムースで包みました。

ブッシュ・ド・フロマージュ

1本（長さ約12cm） 3,980円（税込）

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］12/15（火）まで　［店頭予約］12/17（木）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。



クリスマスを甘く盛り上げる洋菓子と和菓子のセレナーデ。

SWEETS

首に巻かず、肩掛けでカーディ
ガン風にも使える便利な起毛
感ある太フリンジマフラー。

フトフリンジマフラー
〈ローリーズファームプラス〉

各色 3,500円（税込）

1セット

コンパクトホットプレートとセラミックコート鍋
のセット。落ち着いたカラーは、和洋問わず
どんなお料理も上品に演出します。

コンパクトホットプレート＋鍋SET
Happy Holidays スリーブ

〈ブルーノ〉

1セット 12,980円（税込）

バラや松かさ、スターアニスなどが詰まった
キャンドル付きアレンジメント。

クリスマスアレンジメント
〈ルミエール〉

〈青山フラワーマーケット〉

各 3,520円（税込）
［販売期間］ 12/上旬～12/25（金）
※画像はイメージです。花材は入荷により異なります。

カラフルなパッケージで、ギフトにも
おすすめなドリップバッグ詰め合わせ。

クリスマス
ドリップバッグアソート

〈やなか珈琲店〉

12個入 2,000円（税込）

赤羽
限定

Gift 大切な人への贈り物に、それとも自分へのご褒美に。

糖度が高く酸味とのバランスが優れてい
る旬のいちごを、ホイップクリームと白餡
にあわせふわふわのお餅で包みました。

王様いちごの福
〈京都祇園 仁々木〉

※使用する果物の市場価格により
　商品の価格も変動いたします。

1個 399円（税込）

キャンドルに灯る明かりのようないちごの下に、
チョコスポンジとカスタードプリンをしきつめました。

クリスマス キャンドルライト
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

1個 486円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 12/20（日）まで
［店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 
12/23（水）～12/25（金）

サクサクパイにクリームを
サンドして、チョコレートで
コーティングしました。

ミルフィーユ
〈ボビーユーハイム〉

6個入 648円（税込）

きらびやかなクリスマス限定のチョコ
レートや可愛らしい限定ノエル粒などを
詰め合わせました。

グリッター クリスマス 
アソートメント

〈ゴディバ〉

9粒入 2,700円（税込）
［販売期間］ 
11/11（水）～12/25（金）

1個 583円（税込）

弾力もお楽しみいただけるくず餅
を星型にかたどり、苺を添えてク
リスマスをイメージしたあんみつ。

〈船橋屋〉
クリスマス
フルーツあんみつ

［販売期間］ 12/2（水）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

4種の人気の焼き菓子をクリス
マス限定ボックスに詰めまし
た。プレゼントにぴったりです。

クリスマスボックス
〈パティスリー銀座千疋屋〉

4個入 918円（税込）
［アルコール香り付け程度使用］
［店頭予約］ 12/25（金）まで　
［引渡・販売期間］ 11/14（土）～12/25（金）
限定300個

ふっくらと焼き上げた食べ口の軽さ
が特徴のおかきを、チョコレートや
スパイスで味付した洋風の味わい。

田ノ水・田ノ蓑 
詰合せ [3号]

〈田ノ歩〉

36本入 2,376円（税込）
［販売期間］ 12/1(火)～12/25(金)

赤羽
限定

かわいらしいクリスマスプリント入りの、
しっとりやさしい甘さの薯蕷饅頭。

クリスマスミニまんじゅう
〈千住宿 喜田家〉

10個入 1,830円（税込）

※デザインはイメージです
※予約の2日後からお渡し可

［ネット予約］ 12/20(日)まで　［店頭予約］ 11/25(水)～12/23(水)
［引渡・販売期間］ 12/10(木)～12/25(金)

限定50個
ネットでエキナカ対応

1

2

2
スパイスの香り、ナッツの歯ごたえ、ドライフ
ルーツの味わいをお楽しみいただけます。

シュトーレン
〈ル ビアン〉

S 1,296円（税込）　L 2,160円（税込）
［販売期間］ 11/15（日）～12/25（金）

バターとマジパンの風味に、ドライフルーツと
クルミの食感がベストマッチ。

シュトーレン
〈ダロワイヨ〉

1

1個 1,620円（税込）［アルコール使用］

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 11/2（月）より　［店頭予約］ 11/1（日）より
［引渡・販売期間］ 11/12（木）より

※なくなり次第終了

クリスマスのかわいい絵柄
が入った、プレゼントにも
ピッタリのカステラです。

クリスマス
カステラ [特S号]

〈文明堂〉

1折 1,080円（税込）
［販売期間］ 12/8（火）より
数量限定

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。
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Chicken
クリスマス料理のメインを飾るチキン。
今年もいろんなタイプをご用意しました。

皮付ポテトフライ付き

鶏足を秘伝マサラで一
晩漬けこんで、タンドー
ル窯で焼き上げたジュー
シーなタンドリーチキン。

タンドリーチキン
〈シターラ ダイナー〉

1本 550円（税込）
［ネット・店頭予約］ 
12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 
12/20（日）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

1本 1,016円（税込）

〈鶏三和〉
香草美水鶏もも焼き
国産の香草美水鶏もも肉の旨味を引き出すため
特製醤油たれに漬け込み、香ばしく焼き上げました。

［ネット・店頭予約］ 
12/18（金）まで
［引渡・販売期間］ 
12/22（火）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

丸鶏を秘伝のマサラで一晩漬けこんで、タンドール窯で
じっくり焼き上げたジューシーなタンドリーチキン。

丸焼きタンドリーチキン
〈シターラ ダイナー〉

1羽 2,500円（税込）
［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/20（日）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応
限定25個

１羽 2,895円（税込）

柔らかな香草美水鶏を一羽丸ごとふっくらと焼き
上げました。パーティの主役にピッタリの一品。

〈鶏三和〉
香草美水鶏丸焼き

［ネット・店頭予約］ 12/18（金）まで
［引渡・販売期間］ 12/22（火）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

1本 800円（税込）

スモーク香る豊かな味わいで、食べ
応えのある七面鳥。クリスマスの食
卓を豪華に彩ります。

〈ナチュラル ひなの〉
スモークターキー

赤羽
限定

タイ醤油にじっくり漬け込み、じっくりローストした
オリジナルクリスマスチキン。

タイ風クリスマスチキン
〈チョップスプーン ガパオキッチン〉

1本 680円（税込）
［ネット・店頭予約］ 11/23（月・祝）～12/23(水)
［引渡・販売期間］ 12/24（木）～12/25(金)
ネットでエキナカ対応

赤羽
限定

丸鶏のタンドール焼きに
S IT A A R A 本格ビリヤニと卵を
添えた贅沢なクリスマスセット。

SITAARA 
クリスマスセット

〈シターラ ダイナー〉

1セット 3,500円（税込）
［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 
12/20（日）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応
限定20セット

赤羽
限定

秘伝のスパイスで下味をつけ込み、
一切の衣を使わず高温でパリッと揚
げました。

若どりの半身揚げ
〈ローカルスタンド 東京バル〉

1パック 1,280円（税込）

テイクアウト
限定

赤羽
限定

生姜や葱、山椒、八角などを入れたタレに
漬け込み、香ばしく揚げた、独特の風味と
深みのあるチキン。

雲仙しまばら鶏のクリスマスチキン
〈四陸〉

1本 860円（税込）
［販売期間］ 12/24（木）～25（金）

ほどよい歯ごたえとやわらかさが自慢の、
千葉県産錦爽（きんそう）どりを使用。

錦爽どりのローストチキン
〈四季の味 献心亭・匠〉

1本 810円（税込）
［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/23（水）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応

http://www.net-ekinaka.com
各商品の予約締切時間は15：00です。

検索ネットでエキナカ

24時間
オンラインで
予約可

今年のクリスマスは
ネット予約＆オフピーク受取で
お得にラクラク準備！

12/8（火）までに「ネットでエキナカ」にて、合計で4,000円（税込）
以上のクリスマス商品をご注文いただいたお客さまに・・・

早めのご予約でお得!特典
1

クリスマスケーキ・オードブルのお求めは、事前のご予約、オフピークでのお受け取りにご協力をお願いいたします。

オフピークのお受け取りでお得！特典
2

「ネットでエキナカ」にて、1台 3,000円（税込）以上の店頭受け取りの
クリスマスケーキをご予約の際、オフピーク対象日［12/18（金）～23（水）、
26（土）、27（日）］を選択の上、お受け取りいただいたお客さまに・・・

500プレゼント！円券エキュート・エキュートエディション

共通お買い物券500プレゼント！ポイントもれなく
JRE POINT

詳しくはリーフレットまたはWEBのネットでエキナカをご覧ください。

12/24（木）、25（金） は売り場の混雑が予想されます。

エキュートのクリスマス情報が
つまった特設サイトはこちら！



Special Dish
シャンパンや

ワインと一緒
に楽しみたい

、

パーティにぴ
ったりのごち

そうオードブ
ル。

ワインによく合う多彩なアンティパストを、コンパクトに
詰め合わせ。

Xmasワインと愉しむスペシャルセット
〈アール・エフ・ワン〉

1パック (2人前) 1,998円（税込）
［ネット予約］ 11/4（水）～12/17（木） 17：00まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで 
［引渡・販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)
ネットでエキナカ対応

1

シンプルでありながらも、その中に複
雑味や爽やかさ、そして何にでも合わ
せやすい万能的なシャンパーニュ。

ニコラ・フィアット
レゼルヴ・エクスクルーシブ
ブリュット

1本（750ml） 7,150円（税込）

ブリュット ブラン・ド・
ブラン by HOKUSAI 

〈グリーンデリ〉

1本（750ml） 5,720円（税込）

with Champagne

1

2

2

色鮮やかにピンチョススタイルでクリスマスの
パーティシーンをより華やかに彩る前菜プレート。

Xmasピンチョスセット
〈アール・エフ・ワン〉

1パック (2人前) 2,970円（税込）
［ネット予約］ 11/4（水）～12/17（木） 17：00まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで 
［引渡・販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)
ネットでエキナカ対応

［ネット予約］ 11/4（水）～12/17（木） 17：00まで　
［店頭予約］ 12/17（木）まで 
［引渡・販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)

Xmasサラダセレクション
〈アール・エフ・ワン〉

1パック (2～3人前) 3,489円（税込）

人が集うパーティにピッタリな、色鮮やかな
サラダが愉しめる楽しい詰め合わせ。

ネットでエキナカ対応

魚介のハーブグリル、パストラミビーフと
チーズ、サーモントラウトやキッシュなど、
多彩な味わいを詰め合わせました。

スペシャルデリセット
〈アール・エフ・ワン〉

1パック (2～3人前) 3,888円（税込）
［販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)

DELI クリスマスケーキやチキンの周りを賑わす、食卓の名脇役たち。

人気商品を詰め合わせた、
見た目も華やかなバランスの
よいオードブル。

サンドイッチオードブル
〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

3～4人前 3,780円（税込）
ネットでエキナカ対応

1折 1,380円（税込）

殻ごと食べられるソフトシェルシュリ
ンプやムール貝、チキンなど、貝沢山
パエリアは食卓に華を添える一品。

〈イーション〉
Let's share! 
魚介とチキンのパエリア

［店頭予約］ 12/1（火）～12/20（日）
［引渡・販売期間］ 12/2（水）～12/25（金）
各日限定30折

いくらやマグロ、巻き寿司など盛りだくさん
の、家族で楽しめる握り寿司の詰め合わせ。

クリスマスパーティ握り
〈築地一功〉

1パック 3,900円（税込）
［ネット・店頭予約］ 12/22（火）まで
［引渡・販売期間］ 12/24（木）～12/25（金）
各日限定30パック

赤羽
限定

クリスマスカラーの赤をイメージしたお揚げに、うずら
の卵をまるごと1個入れた見た目も味も満足の一品。

赤鶏玉いなり
〈豆狸〉

1個 194円（税込）
［販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)

ボリューム満点のひれカツや、フレッシュ野菜を
ふんだんにサンドした彩り豊かな盛り合わせ。

ひれカツミックスオードブル
〈ヴィドフランスエクスプレス 〉

1パック（3～4人前） 1,800円（税込）

エキソトSHOP 赤羽駅南改札前

［ネット・店頭予約］ 12/22（火）まで　※お渡し日の3日前
［引渡・販売期間］ 12/1（火）～12/25（金）

5種類のカバブを楽しめるエキゾチックな
クリスマスメニューです。

クリスマスオードブルセット
〈シターラ ダイナー〉

1セット 1,800円（税込）
［ネット・店頭予約］ 12/20（日）まで
［引渡・販売期間］ 12/21（月）～12/25（金）
ネットでエキナカ対応
限定30セット

油淋鶏ソースで和えた人気
の唐揚げが丸ごと1個入っ
た、満足感溢れるおむすび。

唐揚げむすび
〈ほんのり屋〉

1個 220円（税込）

赤羽
限定 甘辛の漬けだれにじっくり漬け込んで

仕上げた、韓国風の唐揚げ。

甘辛ヤンニョン唐揚げ
〈パンチャンとジョン〉

350g 1,280円（税込）
［販売期間］ 12/23(水)～12/25(金)
予約限定

［販売期間］ 11/23（月・祝）より

軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。軽減税率対象商品は消費税8%、それ以外の商品は10%で記載しています。写真は全てイメージです。掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。


