
〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1　TEL.042-527-1411（代）
［ルミネお客様電話相談室］　　0120-639-007（10：00～18：00）　
［営業時間］ ショッピング 10：00～21：００　レストラン 11：00～22：００　
※一部営業時間の異なる店舗がございます。
http://www.lumine.ne.jp/

※数量限定の商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。　※写真の盛り付け食器や装飾品などは商品に含まれておりません。　※諸事情により、商品の内容・素材・デザイン等が変更になる場合がございます。
※アレルギーを引き起こす可能性がある原材料を使用している商品もありますので、詳しくは各ショップにお問い合わせください。

詳しくは裏面でCHECK！

A B C

※引換券の有効期間は12月25日（日）までとなります。

ヴィノスやまざき カレルチャペック 紅茶店 キッチンキッチン

2016

B1 ワイン専門店 1F 紅茶・ハーブティ 7F 生活雑貨

【ケーキ】［1F］治一郎／成城石井／ドルチェフェリーチェ／パステル・ミュゼ／フルーツ クチュール タカノ／フロ プレステージュ／マロニエ／モロゾフ／ユーハイム／
ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／リンツ ショコラ カフェ／ワビサ／和楽紅屋／ココタルト  ［B1］ザ・ガーデン自由が丘  ［8F］カフェ ド ギンザ ミユキカン

【オードブル】［B1］アントニオ／ニュー・クイック／ヴィノスやまざき／サラダカフェ／柿安ダイニング プラス エー／ブロッサム アンド ブーケ／まつおか

ご予約特典のあるショップもございます。

対象ショップ

2016

12.11日
11.1 ～火

キャンペーン期間

期間中ご予約の方先着1,00
0名様に、プレゼント！

期間中、対象ショップの店頭でクリスマスケーキ・オードブルをご予約された方に、引換券を1枚進呈。
先着で下記のステキな商品の中から1点をプレゼントいたします。



LUMINE
立川店

限定
2016年ご予約限定商品

クリスマスには、贅沢が似合う。
この日のためだけに作られた、とびきり贅沢なケーキたち。

プレミアムな味とデザインは、それだけでもう特別なクリスマス。

ビスキュイ、ホワイトチョコレートムース、マスクメロンをサンドし、ホイップク
リームとカットしたマスクメロンをたっぷりトッピング。周囲をメロン風味の
ジョコンドでぐるりと巻き、その名の通り森のように仕立てました。

     フルーツ クチュール タカノ
TEL.042-548-5161
マスクメロンフォレスト （直径約15cm）
10,000円（税抜）

［予約］12/15（木）まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）

1F

数量限定 台100 予約販売のみ

苺とフランボワーズのまろやかなムースに鮮やか
な木苺のソースをグラサージュした一品。

［予約］12/18（日）まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）
［予約特典］11/27（日）までにご予約の方に「プチチョコクランチ」
をプレゼント。

     ドルチェフェリーチェ　TEL.042-595-8691
ベリーとフランボワーズのアントルメ（直径約15cm） 
4,000円（税抜）

1F

数量限定 台50

バターとアーモンドパウダーを練り込んだタルト生地に
アーモンドクリームを詰め、しっとりとした焼き上がりに。
カスタードクリームと5種類のフルーツを色鮮やかに飾っ
たタルトです。

［予約］12/20（火）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     ココタルト　TEL.042-519-3508
タルト オ フリュイ ディベール
（直径約15cm） 4,200円（税抜）

1F

卵とバターをたっぷり使って焼いたふわふわのスポンジにキ
ルジュ風味の北海道産純生クリームを丁寧にコーティング。

     成城石井　TEL.042-521-1060
国産苺の純生ショートケーキ（直径約15cm） 3,333円（税抜）

［予約］12/22（木）まで
［予約締切日］ケーキお引き渡しの3日前の正午まで　
［受渡し］12/21（水）～12/25（日）
※苺の数は大きさによって異なる場合がございます。飾りが変更になる場合がご
ざいます。消費期限2日（要冷蔵）

1F

予約販売のみ

苺を入れて焼き上げたレモン風
味のマドレーヌ生地に、苺をふん
だんに飾りアクセントにブルーベ
リーを添えました。

     フロ プレステージュ
TEL.042-522-0206
苺のクリスマスタルト （直径約20cm）
3,900円（税抜）

［予約］12/22（木）15時まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

※お酒は使用しておりません。

1F

濃厚でなめらかなトリュフガナッシュと、しっとりとしたビ
スキュイ生地、フランボワーズのペーストを薄く重ね、口
どけのよいトリュフチョコレートとフランボワーズをデコ
レーション。重層的なハーモニーが織りなす、深みのある
味わいと美しい見た目でクリスマスの食卓を彩ります。

数量限定 台30

［予約］11/2（水）～
［受渡し］12/16（金）～12/25（日）

     リンツ ショコラ カフェ　　TEL.042-595-7873
トリュフショコラフランボワーズ（約18×約9cm）
4,167円（税抜）

1F

LIMINE
TACHIKAWA

2016

［予約］12/17（土）まで　
［受渡し］12/21（水）～12/25（日）
［予約特典］11/1（火）～11/30（水）の期間中、店頭でクリスマスケーキをご予
約のお客さま全員にお好きなタルト1ピースと交換できるタルトチケットをプレ
ゼント。【有効期限：12月26日（月）～2017年1月31日（火）】

1F

あまおうと彩り鮮やかなフルーツを
たっぷり使ったクリスマス限定タルト。

数量限定 台20
     ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
042-540-3530　      0120-082-489
（10：00～18：00/※11/1（火）～12/15（木）　日・祝除く）
プライムタルト・メゾン（直径約21ｃｍ） 7,963円（税抜）

先着1,000名様に

早期
ご予約で

プレゼント！

予約特典あり

予約特典あり

予約販売のみ

1 2※商品は、なくなり次第終了です。



先着1,000名様に

早期
ご予約で

プレゼント！

Check
!

中央のプリンが印象的な、パステルオリジナルの
クリスマスケーキです。オリジナルプリンと口どけ
のよいホイップクリーム、3種類のフルーツで華
やかに飾り付けしました。

［予約］12/18（日）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     パステル・ミュゼ
TEL.042-548-2575
なめらかプリンのクリスマスショートケーキ
（直径約15cm） 3,700円（税抜）

1F

フランボワーズとグロゼイユ（赤スグリ）、
チョコチップ入りの軽いココアスポンジに
チョコムースのケーキ、その上にスポンジ生
地とカスタードムースのケーキを重ねまし
た。2種類の味わいが楽しめるケーキです。

［予約］12/22（木）15時まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）　
［予約特典］11/1（火）～11/30（水）の期間中、店頭でピ
アノ・ド・レーヴをご予約のお客さま全員にFLOオリジナル
マグカップをプレゼント
※お酒は使用しておりません。

     フロ プレステージュ
TEL.042-522-0206
ピアノ・ド・レーヴ～夢を奏でるピアノ～
（約16×約10×約6cm） 3,900円（税抜）

1F

数量限定 予約特典あり

フルーツ、チョコ、ベリーレアチーズ、マロン、
ティラミス。5種類のケーキを詰め合わせた
選んで楽しめるケーキです。

［予約］12/15（木）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/24（土）
［店頭販売］12/23（金）～12/24（土）　

     ザ・ガーデン自由が丘
TEL.042-521-7727
タカキベーカリー クリスマスファミリーアソート
（直径約18cm） 2,900円（税抜）

B1

口どけの良いコクのある生クリーム
に、フレッシュな苺とユーハイムオリジ
ナルサンタを飾りました。大きなツ
リーチョコレートと星のチョコレートが
聖夜を彩ります。

［予約］予約数なくなり次第終了
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     ユーハイム　TEL.042-527-6526
ショートデコレーション
（直径約13.5cm） 3,000円（税抜）

1F

チョコレートスポンジに、ラズベリークリーム・チョ
コレートムースを重ねた「チョコレートのモロゾフ」
が贈る贅沢なクリスマスケーキです。

［予約］12/15（木）まで　
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）
［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）　

     モロゾフ　TEL.042-528-6638
きらめく聖夜（直径約15cm） 3,000円（税抜）
1F

数量限定 台30

農林水産大臣賞受賞の生クリームで洋
梨や黄桃など様 な々フルーツをサンドし
たプレミアムなクリスマスケーキです。

［予約］12/20（火）まで　
［受渡し］12/20（火）～12/25（日）

     マロニエ　TEL.042-512-8819
プレミアムパーティ（直径約14×17cm角）
6,000円（税抜）

1F

数量限定 台20

LUMINE
立川店

限定
ちょっと贅沢な
四角いクリスマスケーキ

ソフトなビスキュイで苺を丸ごと
サンドした、フルーツ専門店なら
ではの特製デコレーションケー
キ。マスクメロンとストロベリーで
華やかに飾り付けた、特別なク
リスマスにぴったりのお洒落な
デザインです。

     フルーツ クチュール タカノ
TEL.042-548-5161
スペシャルショートデコレーション
（約17.5㎝×約14.5㎝） 9,000円（税抜）

［予約］12/15（木）まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）

1F

数量限定 台500 予約販売のみ

LIMINE
TACHIKAWA

2016

４名様
以上

予約販売のみ

3 4※商品は、なくなり次第終了です。



LIMINE
TACHIKAWA

2016

クリスマスパーティーで、集まろう。

真っ赤な国産いちごをたっぷり使ったクリスマスタルト。
下にはいちごのムース、チョコレートクランチをアクセントにフラ
ンボワーズやクッキークリームを重ねた、クリスマスにぴったり
のタルト。

［予約］12/17（土）まで　
［受渡し］12/21（水）～12/25（日）
［店頭販売］12/21（水）～12/25（日）
［予約特典］11/1（火）～11/30（水）の期間中、店頭でクリスマスケーキをご予約の
お客さま全員にお好きなタルト1ピースと交換できるタルトチケットをプレゼント。【有効
期限：12月26日（月）～2017年1月31日（火）】

     ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
042-540-3530　      0120-082-489
（10：00～18：00/※11/1（火）～12/15（木）　日・祝除く）
タルト・フレーズ（直径約16cm） 4,334円（税抜）

1F

予約特典あり

口当たり滑らかな濃厚ガナッシュクリー
ムをチョコレートスポンジで巻きました。
全体にココアパウダーを降らせ、クリス
マス仕様におめかししました。治一郎
が作るクリスマスの定番ブッシュ・ド・ノ
エルをお楽しみください。

［予約］12/20（火）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     治一郎
TEL.042-595-8226
治一郎のブッシュ・ド・ノエル
（直径約18cm） 1,800円（税抜）

1F

すっきりとした甘さの生クリームとみずみずしい
苺が相性抜群。ドルチェフェリーチェ定番人気
のクリスマスケーキです。

［予約］12/18（日）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）　
［予約特典］11/27（日）までにご予約の方に「プチチョコクランチ」
をプレゼント。

     ドルチェフェリーチェ
TEL.042-595-8691
クリスマス生デコレーション5号（直径約15cm）
3,240円（税抜）

1F

予約特典あり

ふわふわのスポンジケーキと和三盆糖を使用し
たホイップクリーム、フレッシュな苺をサンド・トッ
ピングした苺の美味しさがしっかり味わえる定番
のケーキです。

［予約］12/18（日）まで　
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）
［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）　

     ワビサ
TEL.042-526-2010
和三盆と苺のショートケーキ（大）
（約12×約12×約10cm） 3,000円（税抜）

1F

原とうふ店の豆乳にアカシア蜂蜜と練乳を加えたク
リームで、甘酸っぱい苺を巻いたロールケーキ。苺を惜
しげもなく豪華に飾り、真っ赤なクリスマスカラーに。

［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）なくなり次第終了となります。
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対象外商品です。

     はらロール＋カフェ　TEL.042-519-3308
いちごのクリスマスロール（直径約16cm） 4,500円（税抜）
1F

数量限定 台200

その時々の国産の甘酸っぱいイチゴを
使い、口どけ軽めの生クリームとの相性
抜群の定番ケーキです。

［予約］12/21（水）まで　
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）
［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）

     カフェ ド ギンザ ミユキカン　
TEL.042-527-0011
クリスマスケーキ プレミアムジュノワーズ 
（直径約15cm） 3,300円（税抜）

8F

数量限定 台50

パティシエ辻口博啓が手がける「和楽紅屋」より、和
三盆を使用したスポンジで香り高い苺をサンドしたオ
リジナルショートケーキを。

［予約］受渡し日の3日前まで
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）

     和楽紅屋　TEL.042-595-8733
ノエルシャンティ和楽（直径約12cm） 2,778円（税抜）
1F

数量限定 台50

４名様
以上

予約販売のみ

1 25 6※商品は、なくなり次第終了です。



先着1,000名様に

早期
ご予約で

プレゼント！

［予約］12/22（木）15時まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）　
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）
［WEBご予約受付期間］10月1日（土）～12月10日（土）

     フロ プレステージュ　TEL.042-522-0206
クリスマス苺のショートケーキ
（約12cm） 2,800円（税抜）

1F

数量限定

※お酒は使用して
おりません。

メープルシロップ入りのふんわりスポンジに苺を
サンドし、すっきりとした後味のシャンティクリーム
でデコレーションしました。

2～3名様
以上

LIMINE
TACHIKAWA

2016
LIMINE

TACHIKAWA

2016

辻口博啓が手がける「和楽紅屋」より、低糖
質ショコラを使用し、小麦粉を使わずにしっ
とり焼き上げたガトーショコラ。健康を気に
する方にもおすすめのクリスマスケーキ。

［予約］受渡し日の3日前まで
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）

     和楽紅屋　TEL.042-595-8733
ノエルガトーショコラ ユニバース（直径約12cm）
2,778円（税抜）

1F

数量限定 台30

     ミニワン・松蔵ポテト
TEL.042-595-7371
クリスマスBOX 600円（税抜）

人気のミニクロワッサンなどが入ったクリスマ
ス限定パッケージBOXです。クリスマスパー
ティーやプレゼントなどにおすすめです。

［店頭販売］12月1日（木）～12月25日（日）

1F

     東京 凮月堂　TEL.042-525-3588
クリスマス ゴーフレット カートン 500円（税抜）

バニラ・ストロベリー・チョコレート、3種類のゴーフレットの詰合せです。
フタを開けると家にやってきたサンタクロースが飛び出します。

［店頭販売］なくなり次第終了

1F

     コートクール　TEL.042-528-4560
生ブラウニー5本入（1本約14cm）
2,395円（税抜）

生ブラウニー5種類（プレーン、塩、アーモンド、オレンジ、
メイプル）全てのお味が楽しめるギフトセット。お味に合
わせて、チョコレートの配合もこだわってお作りしている
贅沢なブラウニーです。

［店頭販売］10月1日（土）～3月末 なくなり次第終了
となります。

1F

     鹿鳴館
TEL.042-595-9662
クリスマスリボンパック
400円（税抜）
食物繊維・コラーゲン入りの人
気のフルーツゼリーがクリスマス
限定のパッケージに入りました。

［店頭販売］なくなり次第終了

1F

     フェーヴ　TEL.042-512-7275
フェーヴミックスプチ5個 787円（税抜）

人気の豆菓子5種類を、可愛いクリスマス柄のプチ封筒に
詰めました。

［店頭販売］11月初旬～12月25日（日）なくなり次第終了
となります。

1F

数量限定 台50
     ザ・ガーデン自由が丘
TEL.042-521-7727
青山散歩ミックス&しっとりチーズクッキー 3,000円（税抜）

青山通りのプリン屋さんで人気のチョコレートケーキ（ショコラ＆ミル
キーホワイト）としっとりソフトなクッキーの詰合せです。

［店頭販売］12月1日（木）～12月24日（土）

B1

数量限定 個100
     ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）
TEL.042-525-0006
クリスマスアソート 1,400円（税抜）

おとぎ話から抜け出したようなもみの木のギフトボックスに人気の
焼き菓子4種を詰め合わせました。贈りものにどうぞ。

［店頭販売］11月1日（火）～12月25日（日）なくなり次第終了となります。

1F

真っ赤なギフトボックスをイメージしたケーキで
す。全体をマンダリンオレンジのムースで覆い、土
台はチョコがけしたクッキーです。

［予約］12/22（木）15時まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）　
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）
［WEBご予約受付期間］10月1日（土）～12月10日（土）

     フロ プレステージュ　TEL.042-522-0206
ルージュギフトボックス
（約15×約15×約10cm） 5,400円（税抜）

1F

数量限定

2人の楽しいクリスマスを苺のコンポートとやさし
い甘さの練乳で表現しました。

［予約］12/20（火）まで　［受渡し］12/15（木）～
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     マロニエ　TEL.042-512-8819
ノエル・ルージュ（直径約12cm） 2,600円（税抜）
1F

ガトーショコラに数種のムースを重ね、フルーツ
で仕上げました。

［予約］12/17（土）まで　
［受渡し］12/21（水）～12/25（日）
［店頭販売］12/21（水）～12/25（日）

     ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー
TEL.042-540-3530　      0120-082-489
（10：00～18：00/※11/1（火）～12/15（木）　日・祝除く）
ガトー・フリュイ（直径約10cm） 2,482円（税抜）

1F

小さな飾りがかわいらしい、クリスマス限定のプ
ティガトーです。

［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対象外商品です。

     ドルチェフェリーチェ　TEL.042-595-8691
プティガトー2個セット　926円（税抜）
1F

国産のマスカルポーネを使用したティラミスをチョ
コパウダーとヘーゼルナッツで飾り付けしました。

［予約］12/18（日）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

     パステル・ミュゼ
TEL.042-548-2575
ティラミストルテ（直径約12cm） 2,800円（税抜）

1F

しっとり焼き上げたビスキュイに、ストロベリーシャンティク
リームを2段にサンド。下は苺の美味しさが凝縮したコン
フィ入り。甘さ控えめのホイップクリームが美味しさを引き
立てます。少人数のクリスマスにぴったりのサイズです。

     フルーツ クチュール タカノ　
TEL.042-548-5161
マネージュ（直径約12cm） 2,800円（税抜）

［予約］12/18（日）まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

1F

数量限定 台50
     和楽紅屋　TEL.042-595-8733
シュトーレンジャポネS（直径約10cm） 1,000円（税抜）

国産小麦を使用した生地で芋焼酎に漬け込んだマロングラッセ、
黒豆、大納言、うぐいす豆、アーモンドクリームを包み、和三盆をまぶ
して仕上げた和風シュトーレン。

［店頭販売］11月12日（土）～12月25日（日）なくなり次第終了となります。

1FCheck
!      バター ポップコーン

TEL.042-519-3041
4種のミックスフレーバーボトル
（直径約18cm）1,250円（税抜）
みんなで食べられるミックスボトル!!
高級発酵バターを使用したリッチな味わ
いのエアーポップコーンです!!

［店頭販売］通年

1F

     ゴディバ　TEL.042-524-6766
フリズ ド ノエル ベア アソートメント 2,800円（税抜）

クリスマス限定「ノエル」3種、人気の定番チョコレートを可愛らし
いベア型のパッケージに詰め合わせました。

［店頭販売］11月1日（火）～12月25日（日）

1F

予約販売のみ

数量限定 台20

7 8※商品は、なくなり次第終了です。



みんなのパーティをもっと楽しく、おいしくするのは、
いつもとちょっと違う特別なクリスマスディッシュ。
クリスマスだからこそ、というメニューで
テーブルをいっぱいに。
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     ヴィノスやまざき　TEL.042-595-8150
コラール・ピカール・プレステージ・シャンパン（直径約10cm）
6,280円（税抜）

有名シャンパーニュメゾンからも高い評価を受け、地元の星付レストラン専用のシャンパンで
す。クリスマスの食卓をランクアップさせてくれる、スペシャルシャンパンです。

［予約］12/22（木）まで　［受渡し］12/31（土）まで　［店頭販売］通年
［予約特典］専用ギフトBOX（270円相当）プレゼント

B1

     アントニオ　
TEL.042-595-9368
ラザーニャ（約300ｇ） 1,200円（税抜）
老舗イタリアンレストラン“アントニオ”。クラッシックレシピで作った本格ラザーニャを御用意致
します。焼いてある、ないどちらも可能です。

［予約］12/19（月）まで
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］通年

B1     神戸屋キッチン エクスプレス ＆ サンドイッチラブ
TEL.042-595-7578
シュトーレン（16.5cm）1,600円 （ハーフ）800円（税抜）
ナッツやドライフルーツを生地に練り込み、じっくり焼き上げたドイツの伝統菓子です。

［店頭販売］12/1（木）～12/25（日）
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対象外商品です。

1F

     ニュー・クイック
TEL.042-522-1129
若鶏ローストチキン丸焼 1,980円（税抜）
低温でじっくりとローストした丸鶏。ハレの日におすすめの1品です。

［予約］12/15（木）まで　
［受渡し］12/20（火）～12/25（日）
［店頭販売］12/20（火）～

B1

     久世福商店
TEL.042-519-3909
野菜がおいしくいただける
マヨネーズソース（直径約5cm）
550円（税抜）

信州みそを隠し味につかったコクのある
マヨネーズソースです。温野菜やスティッ
ク野菜にぴったりで、クリスマスの食卓に
もおすすめです。

［店頭販売］通年
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン
対象外商品です。

B1

     サラダカフェ　TEL.042-521-5561
スペシャルサラダオードブル 2,760円（税抜）

クリスマスの定番ローストビーフと食べるディル入りのポテ
トサラダや海老と帆立のアヒージョ風サラダ、バジル仕立て
のカプレーゼ等、ワインに合うサラダで仕上げた大人の為
のサラダオードブルです。

［予約］12/21（水）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

B1

     ブロッサム アンド ブーケ
TEL.042-808-0663
9種類のパーティサンド（2～3人前）
2,680円（税抜）

佐賀有明鶏のやわらかいチキンカツやロース
ハム等、又、オリジナルの自家製ソースを使っ
たメキシカンチキンサンド等が味わえます。

［予約］12/20（火）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）
［予約特典］こだわり果汁お好きな物を
1本プレゼント（商品お渡し日当日）

B1

     精肉 あづま　TEL.042-595-8684
国産黒毛和牛ローストビーフ（モモ）
1,980円（税抜）

精肉 あづまおすすめの黒毛和牛ローストビーフ。
パーティーには欠かせない一品です。

［店頭販売］12/22（木）～12/24（土）
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対象外商品です。

B1

     柿安ダイニング プラス エー　
TEL.042-548-3768
柿安がおすすめする
ローストビーフオードブル
3,149円（税抜）

柿安人気のローストビーフや大海老マヨの
入った食卓を彩るオードブル。家族・友人
など大切な人とご一緒にどうぞ。

［予約］12/23（金）まで　
［受渡し］12/22（木）～12/25（日）
［店頭販売］12/22（木）～12/25（日）

B1

     ザ・ガーデン自由が丘
TEL.042-521-7727
ピンクグレープフルーツ
スパークリングワイン
1,000円（税抜）

ピンクグレープフルーツらしい甘酸っぱ
い味わいが口一杯に広がります。パー
ティーにピッタリなフルーツスパークリン
グワインです。

［店頭販売］12/3（土）～
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン
対象外商品です。

B1
     成城石井
TEL.042-521-1060
ミラベッラ フランチャコルタ
ブリュット 2,490円（税抜）

瓶内二次発酵で造られる本格スパークリングの
フランチャコルタ。厳しい規定の元、24ヶ月の瓶内
熟成ののち出荷されており、繊細な泡立ちが楽し
めます。

［店頭販売］通年
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対象外商
品です。

1F

     まつおか　
TEL.042-524-0022
有田鶏の甘辛揚げ 850円（税抜）

佐賀県銘柄鶏「ありたどり」を、まつおか
自慢の甘辛揚げでカラッと仕上げました。
食欲がすすむ美味しい一品です。

［予約］12/22（木）まで　
［受渡し］12/23（金）～12/25（日）
［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）

B1

先着1,000名様に

早期
ご予約で

プレゼント！
     アール・エフ・ワン
TEL.042-521-7250
Xmas サラダセレクション
3,200円（税抜）

RF1のサラダを7種類、人が集うパーティー
にピッタリの楽しい詰め合わせ。

［店頭販売］12/23（金）～12/25（日）
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対
象外商品です。

B1

予約特典あり

予約特典あり

     とんかつ 新宿さぼてん
TEL.042-540-6185
パーティーパックデラックス
（直径約40cm）3,980円（税抜）

さぼてん人気のパーティーメニューが、お得
に楽しめるオードブルです。

［店頭販売］通年
［予約特典］前日までのご予約で、10％OFF
※店頭販売のみのため、早得キャンペーン対
象外商品です。

B1

予約特典あり

9 10※商品は、なくなり次第終了です。


