
※天候・交通事情等により、お渡し開始時間が遅れる場合もございます。※写真は調理・盛り付けの一例です。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※各種ご優待はいたしかねます。

6①シャッフェンベルガー・セラーズ シャッフェンベルガー・ブリュット・
エクセレンス （750㎖〈白泡×1本〉）・・・・・・3,850円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
②クラレンス・デイロン クラレンドル・ルージュ・サン・テミリオン
 （750㎖〈赤×1本〉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
③ジェラール・ベルトラン ドメーヌ・ド・ヴィルマジュー・コルビエール・
ブートナック（750㎖〈赤×1本〉）・・・・・・・・・・・2,640円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
■新館地下1階 〈ワインショップ・エノテカ〉

〈RF1〉Xmasワインと愉しむスペシャルセット（約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・2,199円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月24日（土）・25日（日）・本館地下1階 惣菜

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。お好きなワインを合わせてカジュア
ルに楽しめるプレートです。

★ご注文詳細はP1をチェック！
シャンパン ＆ ワイン

〈ワインショップ・エノテカ〉ルイ・ロデレール コレクションBOX
（750㎖〈白泡×1本〉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

シャンパーニュの頂点に立つメゾン、ルイ・ロデレールを代表する
1本。ヴィンテージの個性を表現する巧みなブレンドによる、フレッ
シュかつ複雑味のある味わい。

① ② ③
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① ②

知育玩具研究所2～楽しみながら学べる～

1 2

このマークがついている商品は
ネットで事前注文・店頭受取が可能です。

このマークの付いている商品は
店頭販売しております。【掲載商品のマークについて】

クリスマスオードブル（p9～11）クリスマスケーキ（p5～8）シュトーレン（p3・4）

［承り期間］11月5日（土）午前10時
　　　　 623日（水・祝）
［お渡し日］12月3日（土）611日（日）
※商品によりお渡し日は異なります。
［お渡し場所］本館地下1階 テイクアウトカウンター

［承り期間］11月5日（土）午前10時
　　　　612月19日（月）午後3時
［お渡し日］12月24日（土）・25日（日）
※商品によりお渡し日は異なります。
［お渡し場所］イ・コ・イ スクエア地下1階

［承り期間］11月5日（土）午前10時
　　　　0612月19日（月）午後3時
［お渡し日］12月24日（土）・25日（日）
※12月24日（土）のみのお渡し商品もございます。
［お渡し場所］イ・コ・イ スクエア地下1階

ネットで注文・店頭受取ネットで注文・店頭受取 ネットで注文・店頭受取

［承り期間］11月16日（水）612月14日（水）
※各日午前10時6午後6時
［承り場所］本館8階 特設会場※商品の性質上、
お取り替え・キャンセル・お渡し日の変更はご容赦ください。

［販売場所］本館・新館地下1階 各売場
※商品により販売日は異なります。

店頭での承り
［販売場所］
本館・新館地下1階 各売場
※一部ネット事前注文のみの商品もございます。

店頭での販売店頭での販売

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

★インターネットでのご注文完了後にお申込みください。

遠鉄百貨店からおすすめの
クリスマスギフトをご紹介します。

あたたかくて、ほっとするクリスマスだけのベアコレクション。
〈ウサギオンラインストア/ジェラートピケ〉クリスマスコレクション
・プルオーバー（Fサイズ）・・・・6,820円・ショートパンツ（Fサイズ）・・・・・・・5,170円
《12月上旬より順次販売》■本館2階 婦人服

〈SABON〉の世界観を楽しめ
るアドベントカレンダーが到着。

4〈カステルバジャック〉
ローレン ドライビングトート
　　バッグ（31×8×高さ22㎝、
          2022年クリスマス限定カラー）
               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円
          ■本館6階 紳士洋品

6〈ポロ ラルフ ローレン〉
①紳士ルームソックス
（25～27㎝）・・・・・・・・・・・・・・・4,070円
■本館6階 紳士洋品
②婦人ルームソックス
（22～24㎝）・・・・・・・・・・・・・・・4,070円
    ■本館2階 婦人洋品

〈サボン〉アドベントカレンダー・・・・・・・・・・19,800円《11月17日（木）発売》
■新館1階 化粧品

  ①〈フェリーチェ・レガーロ〉ストール（約70×190㎝）
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,600円
②〈フルラ〉ストール（約50×190㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,400円
■本館2階 婦人洋品

①

②

①

②

◀詳しくは
こちら！

ご希望の時間帯にケーキ・オードブルを迅速丁寧にご自宅までお届けいたします！
■お届け時間帯/
　①11:30-12:30 ②12:30-13:30 ③13:30-14:30 ④14:30-15:30 ⑤15:30-16:30
■お届けエリア/［全域］浜松市中区・南区・東区・西区 ［一部エリア］北区・浜北区
■送料料金/お申込み完了後からお届け日までの間に、ネットショッピングご利用金額にタクシーお届け料金
　を加算処理いたします。※お支払いはクレジットカードのみ。※商品代金をポイントでお支払の場合はポイントからお引きいたします。
　 ポイント残高が足りない場合はタクシーお届けできかねますので、予めご了承ください。

4〈リヤドロ〉
①可愛いお祈り（8×7×高さ13㎝）11,000円
②クリスマスツリー（7×7×高さ14㎝）12,870円
■本館7階 リビング

6〈ウェッジウッド〉
ホリデイスノーグローブ2022年
（11×高さ13㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円
■本館7階 リビング

毎冬大人気のスノーグローブ。
白を基調としたエレガントなデザ
インは、大人のためのクリスマス
インテリアです。

有料

　　　　　　〈河合楽器〉グランドピアノ ブラック
 　         （本体サイズ〈脚付き・蓋閉じ状態〉/42.5×45×高さ20.5㎝）
　　　　　　                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,100円

■11月30日（水）612月12日（月）
■本館5階 特設会場
※最終日は午後4時閉場

商品のお渡し 
複数のお店の
商品をまとめて
お受取り！

お渡し日に
注文番号の6桁
を窓口担当者へ
伝える

自動送信されるご注文メール
にて商品詳細を確認
※ご注文番号の6桁をお控えください。※ご注文番号
6桁がわからない場合は、ご注文確認メールをスクリーン
ショットまたは印刷し、当日窓口担当者へご提示ください。

ネットショッピング
にて商品を選択

ご注文から受取までの流れ ※お支払いはクレジットカードでの事前決済のみとさせていただきます。

ネットショッピング受付開始!
11/5土午前10時から
ネットで注文 & 決済店頭渡しサービス

ネットエンデパ
※一部対応していない機種・アプリがございます。

▼ご注文はこちらから！

※一部対応していない機種・アプリがございます。
◀特集ページはこちらから！



〈フォション〉
シュトレン（ミニ）（約285g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
※店頭販売/11月1日（火）から
・新館地下1階 〈フォション〉

〈フォション〉シュトレン（約447g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
※店頭販売/11月1日（火）から・新館地下1階 〈フォション〉

〈フォション〉
シュトレン・ショコラ（ミニ）
（約200g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
※店頭販売/12月1日（木）から
・新館地下1階 〈フォション〉
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★ご注文詳細はP1をチェック！

少しずつ食べながらクリスマスの
訪れを待つ、ドイツの伝統菓子。

シュトーレン

〈Cafe & Restaurant LENRI〉
シュトーレン（長さ約１８㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
※店頭販売/12月3日（土）から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

〈インストアベーカリー ドンク〉
シュトーレン（約340g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
※店頭販売/11月1日（火）から
・本館地下1階 〈インストアベーカリー ドンク〉

〈インストアベーカリー ドンク〉
クリスマスパネトーネ（約730g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円
※店頭販売/11月1日（火）から
・本館地下1階 〈インストアベーカリー ドンク〉

〈ベーカリーショパン〉
シュトレン（約220g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,987円
※店頭販売/12月上旬から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

〈ブーランジュリーナオ〉
シュトレン（長さ約13.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円
※店頭販売/12月上旬から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

ナッツとドライフルーツがぎっしり
と詰まった生地を和三盆糖で
包み込みます。上品な甘さが
贅沢な味わいを演出します。
4〈シニフィアン シニフィエ〉
シュトーレン（1箱、約340g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,156円
※店頭販売/12月上旬から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

4〈キビヤベーカリー〉シュトーレン
・ホール（約480g）・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円 ・ハーフ（約240g）・・・・・・・・・・・・・1,728円
※店頭販売/12月上旬から・本館地下1階 ごち惣スクエア

自家製酵母の生地に、半年間ラム酒に漬けたドライフルーツをた
っぷり入れて、じっくり焼き上げました。クリスマスに向けて少しず
つ楽しむヨーロッパのお菓子です。

レーズン・いちじく・オレンジ
ピール・クルミを入れて焼き
上げ、洗双糖をまぶして仕
上げました。

新登場

新登場

4〈相馬パン〉
天然酵母のシュトーレン
（約360g）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
※店頭販売/12月上旬から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

6〈相馬パン〉パネトーネ（約310g）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
※店頭販売/12月上旬から
・本館地下1階 ごち惣スクエア

オリジナルスパイスが香るナッツとフルーツたっぷりの生地でマジパンを包んだ贅沢なクリスマス
限定シュトーレンです。
〈KOYOMI PAN〉シュトーレン（1本）1,325円《30点限り》※店頭販売/12月上旬・本館地下1階 ごち惣スクエア

新登場

ラテベースと牛乳を1：4で簡単にラテ
を楽しめます。シュトーレンの甘み
とマッチ、濃厚なラテが楽しめます。
①〈タタズミ coffee〉
リキッド珈琲（無糖）（250㎖）864円
スッキリと飲みやすい苦みが楽し
めます。食べ物の甘さをより一層
引き立てる深煎りタイプです。
②〈まるたけ堂珈琲×遠鉄
百貨店〉オリジナルブレンド
コーヒー（スウィーツブレンド）
（ドリップバッグ、3個セット）・・・・・・・・・・・・・・570円

① ②

上質なバターやナッツ、ドライフルーツをふんだんに使用した神戸
の名店の逸品です。
〈フロインドリーブ〉シトーレン（500g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円
※店頭販売/12月3日（土）から・新館地下1階 〈全国銘菓〉

〈TRASPARENTE La Luce〉
（トラスパレンテ ラ  ルーチェ）〉シュトーレン
・ホール（約400g）・・・・・・・・・・・・2,950円
・ハーフ（約200g）・・・・・・・・・・・・1,500円
・カット（2枚入り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・775円
［お渡し日/12月10日（土）・11日（日）のみ］

シュトーレンと愉しむ
飲み物はいかがですか？

ドライフルーツ、アーモンド、クルミを
使用したLa Luce限定品。洋酒が
ほのかに香るTRASPARENTE
伝統の味をお楽しみください。



〈カツヌマ〉
苺ショート（径15㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,400円《40点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈Lily’s cake〉ショートケーキ
（径15㎝）・・・・・5,000円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］
※時期によりいちごの大きさが変わる可能性
があります。

〈シーキューブ〉
いちごのティラミスサンタドーム
（径16.3㎝）・・・3,240円《10点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈ケーニヒスクローネ〉
クローネクリスマス
（径14㎝）・・・・・・・・3,024円《50点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈西洋菓子 卯屋〉
マカロンフレーズ（径15㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,400円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈キャトルウール〉
苺のショートケーキ（径15㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,570円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

5 6

〈シーキューブ〉ハッピークリスマスショート（径12㎝）3,780円《20点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

★ご注文詳細はP1をチェック！

バイヤーおすすめのクリスマスケーキ
早めのご予約がおすすめです。

クリスマスケーキ

〈アンリ・シャルパンティエ〉
ショコラ・ドゥ・ノエル（径12㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円《25点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈アンリ・シャルパンティエ〉
ザ・ショートケーキ・ノエル（径12㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円《20点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈パティスリー＆ショコラ セル
フィーユ〉ショコラノエル（径15㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
［お渡し日/12月24日（土）］

〈デメル〉
トリュッフルトルテ（径13㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円《50点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈BABBI〉
ピスタチオイントレチャート2022
（長さ16㎝）・・・・5,400円《24点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈BABBI〉
ナターレ ディ ピスタチオ2022
（径12㎝）・・・・・・5,400円《24点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈シーキューブ〉が大事にしている3つの素材の中の1つである
チョコレートを中にしのばせています。

マロンとショコラのムースに甘酸っぱいフランボワーズのジ
ュレを重ねて、サクサクとした食感のサブレ、ビスキュイと
の層で贅沢な仕上がりに。

6〈パティスリー＆ショコラ
セルフィーユ〉
ホワイトクリスマス
（径15㎝）
・・・・・・3,780円
［お渡し日/
12月24日（土）］

4〈モンサンクレール〉マロン ドゥ リュクス
（径15㎝）5,800円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈リープリング〉いちごノエル
（径15㎝）4,500円《20点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

フワフワの生地で生クリームと
たっぷりの苺をサンドしました。 

4〈パティスリー ラ・ヴェリテ〉
シャルロットショコラ
・（径12㎝）・・・・・・・・・・・・・3,800円
《30点限り》
・（径15㎝）・・・・・・・・・・・・・5,000円
《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

ベリーとショコラのムースを
軽いビスキュイショコラで
巻きました。

このマークの商品は、香り付け程度の洋酒を使用しております。

なめらかで口どけのよいクリームと苺の爽や
かな酸味をお楽しみください。

ピスタチオのビスキュイと
クリームにチェリー、フランボ
ワーズジャムがアクセントになって
いる絶妙な味わいのケーキです。

〈Cafe & Restaurant LENRI〉
Joyeux Noël（ジョワイユ ノエル）（径15㎝）4,320円
《20点限り》［お渡し日/12月24日（土）］

6〈ベルエキップ〉ノエルピスターシュ
（長さ12㎝）・・・・・・・・・・・・・4,500円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］
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★ご注文詳細はP1をチェック！

〈サン・ラファエル〉
いちごの生クリームケーキ
（径15㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,800円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈フォートナム・アンド・メイソン〉
クリスマスショートデコレーション
（径約13.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈フォートナム・アンド・メイソン〉
クリスマスブッシュ（長さ16㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈ブールミッシュ〉クリスマス・苺
ショートケーキ（径12㎝）3,672円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・新館地下1階 〈ブールミッシュ〉

〈アンリ・シャルパンティエ〉
クリスマス ガトー・キュイ・アソート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
※店頭販売/11月上旬から
・新館地下1階 〈アンリ・シャルパンティエ〉

〈ヨックモック〉
ホリデーシーズンアソート
（26個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
※店頭販売/11月1日（火）から
・新館地下1階 〈ヨックモック〉

クリスマスケーキ
このマークの商品は、香り付け程度の洋酒を使用しております。

4〈ユーハイム・ディー・マイスター〉
ショートデコレーション（径13.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・4,212円《各日10点限り》
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈フロ プレステージュ〉
ベル・ルージュ（径約12㎝）4,800円
《各日10点限り》
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

6〈まるたや洋菓子店〉
Ｘmas苺生デコレーション

（径15㎝）4,320円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・新館地下1階 〈まるたや洋菓子店〉

4〈まるたや洋菓子店〉
Ｘmas チーズボックス（1台、長さ23㎝）

2,970円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈モロゾフ〉
クリスマスグルノーブル（ホワイト）
（径約15㎝）・・・・・1,944円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

〈モロゾフ〉
クリスマスストロベリーショート
ケーキ（径約12.5㎝）・・・・・・2,808円
《30点限り》［お渡し日/12月24日（土）］

6〈フォートナム・アンド・メイソン〉
ホワイトブッシュ・チョコレート
ブッシュ2個セット（クリスマスホワイト
ブッシュ・クリスマスチョコレートブッシュ各1個、
長さ約9㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,360円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

4〈Cafe & Restaurant LENRI〉
Coffret á Bijoux（コフレ ビジュー）
（10個入）・・・・・・3,500円《30点限り》
［お渡し日/12月24日（土）］

クリスマスシーズンに行われるセーヌ川クルーズのデザインの
ツリーのような三角形の2022年新作期間限定販売ボックス。
〈ジャン=ポール・エヴァン〉プティ カド ノエル アソルティ
（キャラメル×2個、プティパレ×2個、クラッカン・サブレゴホウビ・フィナンシェ×１個、8.5×8.5×
高さ16㎝）2,355円《50点限り》［お渡し日/12月10日（土）・11日（日）］

3種のフレーバー（ミルク・ストロベリー・キャラメル）のクランチチョコレートを詰
め合わせた華やかなクリスマス限定商品です。

〈ゴディバ〉ゴディバ クリスマスファクトリー 7days
カウントダウンカレンダー（7粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
※11月上旬から新館地下1階 〈ゴディバ〉でも販売いたします。

〈資生堂パーラー〉クリスマススイーツ（14個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
※店頭販売/11月1日（火）から・新館地下1階 〈資生堂パーラー〉

色とりどりの可愛らしい小さなクリスマスケーキを詰めた宝石箱です。

12月２４日（土）までの1週間。7種類のチョコレートをお楽しみいただ
けます。クリスマスイブには、オリジナルチャームも。

フルーツの酸味の層をプラリネチョ
コムースで包み、サクサク食感の
ビスキージョコンドに重ねました。

※店頭販売/12月23日（金）625日（日）・新館地下1階 〈まるたや洋菓子店〉

スフレ、ムースと重ねたチーズ
の層に、いちごコンポート
入りブルーベリークリーム
チーズでオトナの味わ
いに。

4〈春華堂〉トゥインクル
フロマージュ（長さ20㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,300円
［お渡し日/12月24日（土）］

良質な国産いちごを濃厚
なミルク感の生クリームと
ふわふわのスポンジ
でサンドしました。
6〈春華堂〉トムテ
のガトーフレーズ
（径15㎝）・・・4,500円
［お渡し日/
12月24日（土）］
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〈フロ プレステージュ〉
Xmasパエリア（約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈フロ プレステージュ〉Xmas
オードブルM（約3人前）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈菊一本店〉バラちらし
（1折、約3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈古市庵〉クリスマスてまり
（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,052円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

4〈築地 
中島水産〉
特上にぎり鮨 
寿（36貫、約3～
4人前）
・・・・・・・6,800円
［お渡し日/
12月24日（土）
・25日（日）］
※店頭販売/
12月23日（金）
625日（日）
・本館地下1階 鮮魚

★ご注文詳細はP1をチェック！

クリスマスのテーブルを彩る
特別なごちそうをご用意しました。

クリスマスオードブル

4〈鶏三和〉名古屋コーチン
丸焼き（1羽）・・・・・・・・・・・・・・・・5,300円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

4〈柿安ダイニング〉スペアリブ 
BBQソース（100ｇ当り）・・・・・・・702円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

〈RF1〉Xmasサラダセレクション
（約2～3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,689円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

〈柿安ダイニング〉柿安がおすす
めするローストビーフオードブル
（約3人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,980円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

〈柿安ダイニング〉九州産照り
焼きコク旨チキン（1本）1,380円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

〈鶏三和〉名古屋コーチンもも
焼き（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

〈RF1〉桜島どりのもも肉ロースト
（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

一羽丸ごと焼くことで、旨みを
逃さずジューシーに仕上げて
います。

〈RF1〉のサラダが愉しめる、
人が集うパーティーにぴったり
のサラダの詰め合わせ。

肉厚の豚肉をじっくり焼き上げ
て旨みを凝縮。甘辛のBBQソ
ースと相性抜群です。

溶岩で仕上げ焼きすることで、
香ばしさと鶏の旨みがひとつ
に。隠し味に醤油を加えて、香
ばしく焼き上げた一品。

家族みんなで楽しめる豪華なにぎり寿司とオードブルのセットです。
〈紅すゞ め〉にぎり寿司＆オードブルセット（4～5人前）・・・・・・・・21,600円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

〈健美幸房 鳳凰〉クリスマスオードブル（約3～4人前）・・・・・・・・4,644円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月24日（土）・25日（日）・本館地下1階 惣菜

〈柿安本店〉国内産黒毛和牛サーロイン
ステーキ用（1枚・150ｇ）2,980円《100枚限り》
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 精肉

※写真は調理の一例です。

4〈新宿さぼてん
 プレミアム〉
 スペシャルオードブル
　（約5～6人前）4,445円
［お渡し日/
12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/
12月23日（金）625日（日）
・本館地下1階 惣菜

4〈菊一本店〉寿司重
（約3人前）・・・・・・・・・・・・・14,580円
［お渡し日/12月24日（土）
・25日（日）］

炙りトロやうに、いくら、牛肉
巻きなどクリスマスにふさ
わしい豪華なにぎり寿司を
お重に詰めました。



※天候・交通事情等により、お渡し開始時間が遅れる場合もございます。※写真は調理・盛り付けの一例です。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※各種ご優待はいたしかねます。

6①シャッフェンベルガー・セラーズ シャッフェンベルガー・ブリュット・
エクセレンス （750㎖〈白泡×1本〉）・・・・・・3,850円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
②クラレンス・デイロン クラレンドル・ルージュ・サン・テミリオン
 （750㎖〈赤×1本〉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
③ジェラール・ベルトラン ドメーヌ・ド・ヴィルマジュー・コルビエール・
ブートナック（750㎖〈赤×1本〉）・・・・・・・・・・・2,640円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
■新館地下1階 〈ワインショップ・エノテカ〉

〈RF1〉Xmasワインと愉しむスペシャルセット（約2人前）
・・・・・・・・・・・・・・・2,199円［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］
※店頭販売/12月24日（土）・25日（日）・本館地下1階 惣菜

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。お好きなワインを合わせてカジュア
ルに楽しめるプレートです。

★ご注文詳細はP1をチェック！
シャンパン ＆ ワイン

〈ワインショップ・エノテカ〉ルイ・ロデレール コレクションBOX
（750㎖〈白泡×1本〉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円
［お渡し日/12月24日（土）・25日（日）］

シャンパーニュの頂点に立つメゾン、ルイ・ロデレールを代表する
1本。ヴィンテージの個性を表現する巧みなブレンドによる、フレッ
シュかつ複雑味のある味わい。

① ② ③
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