
ポイントもれなく

12/8（水）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・・・

500プレゼント！JRE POINT

早めのご予約でお得!特典
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「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（土）～23（木）、26（日）］を選択の上、お受け取りいただいたお客さまのうち、抽選で200名様に・・・

5,000プレゼント！円分エキュート・エキュートエディション・グランスタ

共通お買い物券

オフピークのお受け取りでお得！特典
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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

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！

12/24（金）・25（土）は営業時間を拡大  10:00～22:00

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。

上記期間は混雑が予想されます。クリスマスケーキ・オードブルをお求めの方は事前のご予約、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。

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。

24時間
オンラインで
予約可

Spe c i a l  Cak eSpe c i a l  Cak e

ネットでエキナカ対応

直径約21cm 13,000円（税込）

香りの良いアーモンドタルトに、1段目はピスタチオ
とベリーのムースを2段目にあまおうのショート
ケーキを重ねました。

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〉

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

予約
限定

ネットでエキナカ対応

〈パティスリー銀座千疋屋〉

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約15cm 7,560円（税込）

厳選した苺をふんだんに使用し、サンタ
クロースが苺のソリでやってくる場面を
イメージしました。

スペシャルデコレーションケーキ
赤羽
限定

限定
120台

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/21（火）より
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約12cm 4,320円（税込）

深紅のケーキはクリスマスの主役になる
鮮やかさ。甘酸っぱいフランボワーズに
濃厚なショコラを合わせた大人の味わい。

ショコラ フランボワーズ
〈ダロワイヨ〉

限定
50台

赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/21（火）より
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約14cm 5,940円（税込）

ホワイトクリスマスをイメージして真っ白に仕上げた
ケーキ。ヴァニラムースと苺のコンポートを重ねました。

ノエル ブラン
〈ダロワイヨ〉

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/21（火）より　［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで
直径約14cm 5,940円（税込）

苺のムースとコンポートを重ねた上に苺を飾った苺づくしの
ケーキ。緑のジョコンドと真っ赤な苺でクリスマスを表現。

ジャルダン ド フレーズ
〈ダロワイヨ〉

ネットでエキナカ対応

直径約16cm 5,980円（税込）

苺の下にはベリークリーム、ショコラクランチをアクセントに
フランボワーズやバニラ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〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

限定
80台

限定
20台

Strawberry PremiumStrawberry Premium
いちごを堪能できる贅沢な赤い魅惑。

［販売期間］ 12/21（火）より　
［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで

直径約15cm 3,500円（税込）

甘酸っぱいフランボワーズクリームと特製カスタードで
ふわふわスポンジを挟み、贅沢に苺を盛り付けました。

苺のクリスマスタルト
〈はらドーナッツ／はらロール〉

ネットでエキナカ対応

冷凍
配送

ネットでエキナカ対応 配送限定
［お届け期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 11/30（火）まで

〈パティスリー銀座千疋屋〉

約11×11×6.5cm 4,104円（税・送料込）

濃厚なバニラアイスに甘酸っばいストロベリーソースをミック
ス、底に敷きつめたクランチのサクサク食感がアクセント。

ストロベリーアイスケーキ

［アルコール香り付け程度使用］

限定
10台

限定
100台

※ご予約受付終了日は商品により異なります。
※交通事情や天候により遅れる場合がござい
ますのでご了承ください。※ご注文いただいた
ケーキは、冷凍状態でお引き渡しいたします。

おうちで受け取れる配送限定のケーキ。

ネットでエキナカ対応 配送限定
［お届け期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 11/30（火）まで
直径約15cm 4,104円（税・送料込）

甘さ控えめのなめらかなカスタード風クリームはトロッと柔
らかな果肉と美味しく調和し、トロピカルテイストを満喫。

〈パティスリー銀座千疋屋〉
銀座タルト（マンゴー ） 

冷凍
配送

限定
100台

エキュート
限定

［お届け期間］ 12/21（火）より　［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで　
[解凍] 冷蔵庫で12時間程度

約11×11.5cm 3,240円（税込）

クリスマス仕様にしたダロワイヨ発祥のガトー「オペラ」。
鮮やかな赤の上面に雪の結晶を飾り、華やかなクリスマスに。

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 配送限定 送料別途

冷凍
配送

Delivery CakeDelivery Cake

大切な人と過ごす今年のクリスマスをゴージャスに盛り上げる特別なケーキ。

エキュート、グランスタの
クリスマス情報がつまった
特設サイトはこちら！



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。

ネットでエキナカ対応

直径約12cm 3,456円（税込）

ふんわりスポンジとくちどけのよいコクのある
生クリームに、フレッシュな苺を飾りました。

ショートデコレーション
〈ボビーユーハイム〉

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/11（土）まで

ネットでエキナカ対応

直径約15.5cm 3,888円（税込）

ふわふわのスポンジにスライスした苺とクリーム
シャンティをサンドした、やさしい味わい。

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〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

直径約15cm 5,400円（税込）

フレッシュな苺とブルーベリーを敷き詰めて、可愛らしい
もみの木を持ったサンタを飾りました。

スペシャルショート
〈ボビーユーハイム〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/11（土）まで

ネットでエキナカ対応

直径約15cm 4,980円（税込）

いちごシロップをし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〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

Short
Cake
Short
Cake

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/20（月）まで 
［ネット予約］ 12/18（土）まで

直径約12cm 3,564円（税込）

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
新鮮な苺を使用したショートケーキです。

クリスマス・ショートケーキ [4号]
〈ブールミッシュ〉

ネットでエキナカ対応

〈パティスリー銀座千疋屋〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約12cm 4,860円（税込）
直径約15cm 6,480円（税込）

まるごと苺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。

苺のデコレーションケーキ

これまでもこれからも
愛され続けるクリスマスの
定番、ショートケーキ。

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/21（火）より　［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約12cm 4,860円（税込）

フランスのシャンボール城をイメージし、塔の高さを苺
で表現。ヴァニラクリームと苺のジュレを重ねたケーキ。

ノエル シャンボール
〈ダロワイヨ〉

［アルコール使用］

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/21（火）より　［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで
直径約12cm 3,780円（税込）

チェス盤をイメージしたシックなデザインは大人の
クリスマスにぴったり。ショコラの濃厚な味わいを
お愉しみください。

ノエル レシキエ
〈ダロワイヨ〉

エキュート
限定

ネットでエキナカ対応

直径約13cm 4,320円（税込）

濃厚なチョコレートと、芳醇なピスタチオ、ラズベリー
の酸味が絶妙に調和します。

ホーリーナイト
〈ボビーユーハイム〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/11（土）まで

ネットでエキナカ対応

直径約15cm 3,240円（税込）

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〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで
［アルコール香り付け程度使用］

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/20（月）まで
［ネット予約］ 12/18（土）まで

直径約12cm 3,240円（税込）

しっとりと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りました。

クリスマス・ショコラケーキ [4号]
〈ブールミッシュ〉

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/22（水）より　［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで
［アルコール香り付け程度使用］
直径約12cm 1,296円（税込）

まろやかで上品な甘さのチョコレートバタークリーム、
クリスマスの風景を華やかにイメージ。

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〉

ネットでエキナカ対応

直径約16cm 5,300円（税込）

なめらかなチョコレートムースで塩キャラメルのババロ
アを包み、ショコラフロマージュタルトに重ねました。

タルト・ショコラ
〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

ネットでエキナカ対応

〈ゴディバ〉

［販売期間］ 12/1（水）より　［店頭予約］ 12/1（水）より
［ネット予約］ 12/1（水）～21（火）

直径約11.8cm 3,780円（税込）

ダークチョコレートをアーモンドパウダー生地に
練り込んで、じっくり焼き上げました。

クリスマス ガトー オ ショコラ

Chocolate
Cake

Chocolate
Cake
甘くほろ苦い

チョコレートケーキは
それぞれに個性が異なる

大人の味。

限定
130台

限定
75台

直径約12cm 直径約15cm



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。

まろやかなマロンクリームとミ
ルキーなマスカルポーネチー
ズケーキ、ふたつの味わいを
組み合わせました。

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで

［アルコール香り付け程度使用］
直径約11.5cm 1,620円（税込）

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〉

チョコレートクリームにヘー
ゼルナッツとアーモンドのジ
ャンドゥヤをサンドした薪の
形のクリスマスケーキ。

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より　
［店頭予約］ 12/20（月）まで
［ネット予約］ 12/18（土）まで

長さ約17cm 4,320円（税込）

ビュシュ・ドゥ・ノエル
〈ブールミッシュ〉

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〉

ミルキーでなめらかな食感のチ
ーズケーキに抹茶とストロベリ
ーパウダーでクリスマスツリー
を描きました。

ネットでエキナカ対応

直径約17cm 1,296円（税込）
［販売期間］ 12/22（水）より
［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで

［アルコール香り付け程度使用］
直径約15cm 1,620円（税込）

くるみ入りのチョコレートクリー
ムを、チョコレートスポンジでサ
ンドし、ホワイトチョコレートでふ
わりと包み込みました

クリスマス グルノーブル
（ホワイト）

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

真っ赤なマカロンコックにきら
めくティアラを飾った、ダロワ
イヨのスペシャリテ。

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/21（火）より
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

直径約14cm 7,020円（税込）

クーロンヌ ド ノエル
〈ダロワイヨ〉

苺をイメージした定番人気
のフレーズクールに苺を飾
り、クリスマス仕様に。可愛ら
しい見た目でお子様にもお
すすめ。

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/21（火）より
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

約12×12cm 3,780円（税込）

フレーズ ド ノエル
〈ダロワイヨ〉

クリスマスだけのかわいい
サンタクロースを描いた、デ
ンマーククリームチーズケー
キです。

クリスマス デンマーク
クリームチーズケーキ

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

ネットでエキナカ対応

直径約17cm 1,080円（税込）
［販売期間］ 12/1（水）より　
［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで

濃厚なガトーショコラとチョ
コレートムースを苺のムース
で包み込み、フィヤンティー
ヌとベリーのジュレをしのば
せました。

ネットでエキナカ対応

縦12cm×横8cm 4,000円（税込）

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〉

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル 
パティスリー〉

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

ブッシュ・ド・
フロマージュ

ネットでエキナカ対応

縦12cm×横8cm 4,000円（税込）
［販売期間］ 12/23（木）より　
［店頭・ネット予約］ 12/17（金）まで

ベイクドチーズケーキにミックス
ベリージュレや苺のムース、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。

お好みで選ぶ、センスで選ぶ、個性が光るいろんなケーキたち。Variety Cake

［販売期間］ 12/23（木）～25（土）
直径約20cm 3,200円（税込）

〈マミーズ・アン・スリール〉
アップルパイ 
[大ホール]
甘さ控えめな自家製カスタ
ードの上に、ゴロゴロりんご
をのせたボリューム感のある
アップルパイ。

約14cm×14cm 4,500円（税込）

［出店期間］ 12/15（水）～25（土）
［販売期間］ 12/23（木）～25（土）

［アルコール香り付け程度使用］

〈湘南スイーツ アキズ〉
赤羽
限定Xmas 苺のナポレオン 

ミルフィーユ
カスタードクリームをサクサクのパイ生地でサンド
し、香ばしいスライスアーモンドと苺をトッピング。

〈フランセ〉

直径約10cm 2,592円（税込）

［出店・販売期間］ 12/15（水）～25（土）
［アルコール香り付け程度使用］

モンテリマールフルマージュ
ラム酒風味のレーズンやドライフルーツを贅沢
に使用したメレンゲムースとクッキー、2層のフラ
ンス伝統菓子。

赤羽
限定

予約
限定

直径約14cm 5,940円（税込）

〈マヨルカ〉

［販売期間］ 12/23（木）～25（土）
［店頭予約］ 12/13（月）～19（日）
［ネット予約］ 12/19（日）まで

フレッシュストロベリーと
ピスタチオのバスク
チーズショートケーキ
本場マヨルカのクリスマス
限定スペシャルケーキ。リッ
チなピスタチオクリームにフ
レッシュな苺をたっぷりと。

ネットでエキナカ対応

各日限定
30台

FIVE GALLERY

限定
100台

12/13（月）～25（土）出店期間

直径約15cm 4,500円（税込）

〈レグロ〉

［出店・販売期間］ 12/22（水）～25（土）

苺のクリスマスケーキ
ふわふわのスポンジに、苺ときめ細かなクリー
ムをたっぷりとサンドし、サンタさんを飾った
可愛らしいケーキ。

11

10枚入 864円（税込）

2枚入×13袋 972円（税込）
［出店・販売期間］  12/15（水）～21（火）

小麦の味を賞味するものと称される芳ばしい香りのフランスパンに、上質な
バターなどを使用して丁寧に仕上げたガトーラスク。

グーテ・デ・ロワ クリスマスデザイン/簡易大袋

〈ガトーフェスタ ハラダ〉

ホワイトチョコレートの優しい口溶けと上質なバターの香りをお楽しみください。
グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート/簡易大袋11

22

22

限定
100台

各日限定
100台



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。

1個 2,808円（税込）

熟成される味わいと香り、ドライフルーツ
やナッツをたっぷり入れ、しっとり焼き上
げました。

シュトーレン
〈ボビーユーハイム〉

［販売期間］ 11/13（土）より
［店頭・ネット予約］ 12/11（土）まで

［アルコール使用］

ネットでエキナカ対応
※なくなり次第終了

Stollen
ドイツに古く伝わる伝統的なクリスマスの

焼き菓子。日が経つと共に生地に
ドライフルーツの香りがなじみ味わい深くなります。

1個 1,620円（税込）

薄く切って少しずつ愉しむシュトーレン。
バターとマジパンの豊かな風味にレーズ
ンの甘酸っぱさやクルミの食感がマッチ。

シュトーレン
〈ダロワイヨ〉

［販売期間］ 11/9（火）より　
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで
ネットでエキナカ対応

［アルコール使用］

スウィーツがあればもっと盛り上がる、楽しくなる。
SWEETS

スウィート / ホワイト 各5個入 1,350円（税込）

ミニサイズのバウムクーヘンを、スウィートチョコレートと
ホワイトチョコレートでコーティング。

〈ボビーユーハイム〉

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 11/13（土）より　［店頭・ネット予約］ 12/11（土）まで

※写真はイメージです。

※なくなり次第終了

2022
年カレ

ンダー

仕様の
ミニブ

ック付
き

各日限定
150個

1個 183円（税込）

ちょっとしたプチギフトにもぴったり
な、可愛いクリスマスの柄がプリント
された限定のひとくち薯蕷饅頭。

〈千住宿 喜田家〉

［販売期間］ 12/16（木）より
［店頭予約］ 11/25（木）～12/22（水）
［ネット予約］ 12/16（木）まで
ネットでエキナカ対応

クリスマスまんじゅう

［販売期間］ 12/1（水）より
1個 300円（税込）

エスプレッソが香るティラミスに、
真っ赤な苺をトッピングしたクリ
スマス限定のクレープです。

〈ラップド クレープ コロット〉
ティラミス イチゴ

7粒入 3,240円（税込）

限定チョコレートなどを、オーナ
メントが描かれたクリスマスリース
形のパッケージに詰め合わせました。

〈ゴディバ〉
ゴディバ キラリ★
ときめく クリスマス 
リース セレクション

クライナーショコバウム

1折 1,080円（税込）

しっとりつややかに焼き上げたカステラに、
クリスマスオリジナルの絵柄を入れました。

〈文明堂〉
カステラ ［特S号］

25個入 1,080円（税込）

絵本のようなパッケージ
に、1から12までの数字
ラベルのミルクチョコレ
ートの詰め合わせ。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

※なくなり次第終了

クリスマスブック

36本入 2,376円（税込）

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〉

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 11/16（火）より
［店頭・ネット予約］ 12/9（木）まで

赤羽
限定

1個 600円（税込）

大粒の苺にツリーや星形のくずもちをトッピングした、
毎年大人気のクリスマス限定あんみつです。

〈船橋屋〉

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/2（木）より
［店頭・ネット予約］ 11/23（火・祝）～12/20（月）

クリスマスフルーツあんみつ

〈ローリーズファームプラス〉

各色 9,350円（税込）

毎年定番のチェックユル
ジャケット。着回しのきく
形なのでコーディネート
に迷わずに合わせてい
ただけます。

ウールライクCH
ユルジャケット

〈ブルーノ〉

9,900円（税込）

ホリデーコレクションからグリーングレーのカラーが登場。
ハンマートン塗装で落ち着いた雰囲気に。

コンパクトホットプレート

〈青山フラワーマーケット〉

［販売期間］ 12/18（土）より ［店頭予約］ 12/1（水）～12/24（金）
Mサイズ（RED / PINK） 各色 3,850円（税込）

フレッシュなバラ、森の香りの針葉樹、オーナメントボール
など心躍るモチーフを束ねました。

クリスマスブーケ

※期間は異なる場合がございます

GIFT&GOODS
クリスマスをもっと楽しむために。

〈やなか珈琲店〉

［販売期間］ 12/23（木）より
20個入 2,980円（税込）

カラフルなパッケージでギフトにもピッタリ、
ドリップバッグ20個入のお得セット。

クリスマス ドリップバッグアソート
赤羽
限定

［アルコール香り付け程度使用］

1個 S 1,296円（税込）
　　L 2,160円（税込）

ルビアン ミッシェルこだわり
のレシピでつくられた、オリ
ジナルのシュトーレン。

シュトーレン
〈ル ビアン〉

［販売期間］ 11/18（木）より　
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで
ネットでエキナカ対応



ポイントもれなく

12/8（水）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・・・

500プレゼント！JRE POINT

早めのご予約でお得!特典
1

「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（土）～23（木）、26（日）］を選択の上、お受け取りいただいたお客さまのうち、抽選で200名様に・・・

5,000プレゼント！円分エキュート・エキュートエディション・グランスタ

共通お買い物券

オフピークのお受け取りでお得！特典
2

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

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！

12/24（金）・25（土）は営業時間を拡大  10:00～22:00

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。

上記期間は混雑が予想されます。クリスマスケーキ・オードブルをお求めの方は事前のご予約、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。

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。

24時間
オンラインで
予約可

エキュート、グランスタの
クリスマス情報がつまった
特設サイトはこちら！

ChickenChicken 洋風・和風・アジアン風、レッグに丸焼き、いろんなチキンをご用意しました。

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/22（水）まで
1本 880円（税込）

千葉県の契約農家で平飼いされた「錦爽どり」を使用し、
店内厨房で丁寧に焼き上げました。

錦爽どりのローストチキン
〈四季の味 献心亭・匠〉

ネットでエキナカ対応

香草美水鶏のもも肉を、素材の味を引き立てる醤油たれに
漬け込みジューシーに焼き上げました。

香草美水鶏もも焼
〈鶏三和〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで
1本 1,020円（税込）

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/19（日）まで
1羽 2,900円（税込）

柔らかな肉質が特徴の香草美水鶏を、旨みを逃さないよう
ふっくらジューシーに一羽丸ごと焼き上げました。

香草美水鶏丸焼き
〈鶏三和〉

ネットでエキナカ対応
［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/22（水）まで
1羽 2,500円（税込）

丸鶏を秘伝マサラで一晩漬け込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〉

ネットでエキナカ対応

限定
20個

赤羽
限定

1個 1,209円（税込）

素材の良さを活かす為シンプルな味付けにし、溶岩で仕
上げ焼きすることで香ばしさと鶏の旨みを閉じ込めました。

桜島どりのもも肉ロースト
〈アール・エフ・ワン〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで
［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

奥州産あまに鶏のもも肉ロースト

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで
［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

1個 1,512円（税込）

日向夏の果汁やオリーブオイルを加え、しっかりとした食感
と鶏肉の旨みを感じられる味わいに仕上げています。

〈アール・エフ・ワン〉 〈イーション〉

［販売期間］ 12/18（土）より　［店頭予約］ 12/23（木）まで
［ネット予約］ 12/22（水）まで

1本 1,100円（税込）

鶏肉独特の匂いが少ない菜彩鶏を、定番の甘辛い
タレで仕上げました。

岩手県産菜彩鶏もも肉のロースト

ネットでエキナカ対応

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/23（木）まで
1本 780円（税込）

タイ醤油、各種香草の風味をたっぷりしみ込ませ、
じっくりとローストしたエスニックなクリスマスチキン。

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〉

ネットでエキナカ対応

赤羽
限定

［販売期間］ 12/20（月）より　［店頭・ネット予約］ 12/22（水）まで
1本 550円（税込）

鶏足を秘伝マサラで一晩漬け込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。

タンドリーチキン
〈シターラ ダイナー〉

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、本格ビリヤニと
卵を添えた贅沢なクリスマスセットです。

SITAARAクリスマスセット
〈シターラ ダイナー〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭・ネット予約］ 12/22（水）まで
1セット 3,500円（税込）

ネットでエキナカ対応

赤羽
限定

限定
20
セット



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。

［販売期間］ 12/24（金）・25（土）　
［店頭・ネット予約］ 12/20（月）まで

1セット 3,780円（税込）

人気商品を詰め合わせた、見た目も
華やかなパーティーオードブル。

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。〉

ネットでエキナカ対応

1パック（2人前） 1,998円（税込）
ワインに良く合うメニューを少しずつ、彩り豊かに詰め合わせました。
Xmasワインと愉しむスペシャルセット
〈アール・エフ・ワン〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで　［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

1パック（2～3人前） 3,888円（税込）

特別な日のテーブルに、肉料理や魚料理など多彩な
味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〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで　
［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

1パック（2人前） 2,970円（税込）

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。

1パック（2～3人前） 3,489円（税込）

Xmasサラダセレクション
〈アール・エフ・ワン〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで　
［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

アール・エフ・ワンのおすすめ7種のサラダが愉しめる、バラエティ
豊かな盛り合わせ。

Xmasピンチョスセット
〈アール・エフ・ワン〉

［販売期間］ 12/23（木）より　［店頭予約］ 12/17（金）まで　
［ネット予約］ 12/15（水）まで
ネットでエキナカ対応

6個入 680円（税込）

バジルの香りとチーズの味が効いた贅沢な
エビシューマイ。ワインとも合わせてみたい
クリスマス限定の一品です。

バジルとチーズのエビシューマイ
〈パオパオ〉

［販売期間］ 12/19（日）より

〈イーション〉

［販売期間］ 12/18（土）より　［店頭予約］ 12/23（木）まで
［ネット予約］ 12/22（水）まで

1パック 1,380円（税込）

ムール貝やソフトシェルシュリンプ、チキンなど
具沢山な贅沢パエリアです。

Let's share! 
魚介とチキンのパエリア

ネットでエキナカ対応

食卓いっぱいにご馳走を広げてちょっと贅沢に、賑やかに。

〈築地一功〉

［販売期間］ 12/24（金）・25（土）
［店頭・ネット予約］ 12/23（木）まで

1台 1,600円（税込）

チキンロールや彩り豊かな
握り寿司などの入った、クリ
スマスにぴったりの豪華な
握り寿司セットです。

クリスマスセット
赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

限定
250
セット

［販売期間］ 12/23（木）より
［店頭・ネット予約］ 12/22（水）まで

1セット 1,800円（税込）

いろいろなカバブが楽しめる、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〉 赤羽

限定

ネットでエキナカ対応

限定
20
セット

各750ml 
❶ 3,740円（税込）  ❷ 3,520円（税込） 

醸造所に本格的なオーディオシス
テムを装備して作られた、さっぱりと
した辛口スパークリングワイン。

〈グリーンデリ〉
クレマン・ダルザス・ブリュット
クレマン・ダルザス・
ブリュット ロゼ

11
22

11

22

店頭販売

限定
10セット

［販売期間］ 11/23（火・祝）より　［店頭・ネット予約］ 12/21（火）まで
3点セット 1,200円（税込）

エビチリ、酢豚、チンジャオニューロース、人気中華惣菜
3点の詰め合わせ。

〈四陸〉 赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

四陸セット（エビチリ、スブタ、チンジャオニューロース） ［販売期間］ 12/23（木）より
350g 1,280円（税込）

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〉

数量
限定

〈豆狸〉

［販売期間］ 12/18（土）より
1個 194円（税込）

鶏そぼろとうずらの煮玉子の相性抜群、
クリスマス限定の真っ赤なおいなりさん。

赤鶏玉いなり
〈ローカルスタンド 東京バル〉

［販売時間］ １１：００～22：00 ※テイクアウトのみ
1セット 1,280円（税込）

若鶏の半身揚げとポテトフライをセットにした、
クリスマスにぴったりの一品です。

クリスマスセット
赤羽
限定


