
銀座コージーコーナー
〈洋菓子 /2F〉

ちよだ鮨
〈寿司 /2F〉

フロ プレステージュ
〈洋菓子 /2F〉

京樽
〈寿司 /2F〉

海鮮三崎港
〈回転寿司 /改札内〉

横浜昇龍園
〈中華惣菜 /2F〉

ちよだ鮨
〈寿司 /2F〉

とんかつ新宿 さぼてん
〈とんかつ・惣菜 /改札内〉

ビアードパパの作りたて工房
〈シュークリーム /改札内〉

日本一
〈焼鳥・惣菜・うなぎ/2F〉

京樽
〈寿司 /2F〉

※写真はすべてイメージです。 掲載商品は数量限定・なくなり次第終了となります。　※表示価格はすべて消費税抜きの参考価格です。

ご予約受付中！もう始まってます、
今年の楽しいクリスマス。

白いクリームの上に真っ赤な苺がのったキュートなショートケーキに、
ちょっぴり大人のビターな味わいが素敵なチョコレートケーキ。テーブル
に欠かせないローストチキンやみんなでいっしょに楽しめるオードブル
セットなど、今年もクリスマスのメニューがいろいろ揃いました。

クルリト
マルシェバッグ
プレゼント！

先着
300名様

※他の駅からJRを利用してご来場いただく場合には、JR武蔵浦和駅までの乗車券をご購入いただき、ビーンズキッチンのご利
用前か後に、JR武蔵浦和駅で一旦改札を出ていただいて、再度お帰りの乗車券をお買い求めください。 ※列車をご利用にな
らないお客さまは、券売機で入場券をお買い求めの上、ご入場ください。なお、Suicaは入場券としてご利用いただけません。 

※入場券の使用時間は発売時刻から2時間以内となっております。2時間を超えた場合は、2時間ごとに入場料金が加算されます。

改札内ショップご利用上のお願い

〈改札外〉   10 :00～21 :00　　10 :00～22 :00
〈改札内〉                （フード）10 :00～22 :00
                            　（レストラン&カフェ）7 :30～23 :00

1F 2F
ビーンズキッチン

※一部ショップは営業時間が異なります。［営業時間］ 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 TEL:048-863-5558
https://beans.jrtk.jp/musashiurawa/ ビーンズ武蔵浦和 検索

https://www.facebook.com/musashiurawa.sc公式Facebook

クリスマス商品
早めに受けとりキャンペーン
対象ショップで3,000円（税抜）以上の商品を
ご予約の上、12/23（水）までにお受けとりの方

※詳しくは館内ポスターまたはWEBサイトをご覧ください。

おせち料理
クリスマスの一週間後は、もうお正月。
おめでたい「おせち」と一緒に、新しい年を迎えませんか

ドンク・ミニワン
〈ベーカリー /2F〉

フロ プレステージュ
〈洋菓子 /2F〉

グリーン・グルメ
〈洋惣菜 /2F〉

喜び、感動、サプライズを呼ぶ、クリスマスの華。
ChristmasCake 食卓を彩る、笑顔と歓談のパーティースペシャル。

Chicken&Deli

とんかつ新宿 さぼてん
〈とんかつ・惣菜 /改札内〉

焼魚舗 神戸 うおひで
〈和惣菜 /2F〉

スペシャル・ガトー・ド・ノエル 2020
～森のサンタのオーケストラ～
直径約20ｃｍ 7,980円（税抜）
別添えのマカロンやオーナメントをご自身で
飾り付け、オリジナルのケーキを楽しめます。

クリスマスリースの苺タルト
直径約20ｃｍ 4,352円（税抜）
リースをかたどったアーモンドクリームの
タルト台にいちごや姫りんごなどを飾った
華やかなタルト。

ピアノ・ド・レーヴ～夢を奏でるピアノ～
約16×10×6cm 3,982円（税抜）
ココアスポンジとプラリネチョコムースの上に、
スポンジとホワイトチョコムースを重ねました。

中華オードブル～宴～うたげ～  3～４人前 3,240円（税抜）
エビチリや酢豚、点心など中華の定番のお惣菜をたっぷり
詰め合わせました。

苺サンドショート
直径約15cm 3,612円（税抜）
フレッシュないちごと、コクのある豊かな味わいのクリームを
ふわふわスポンジでサンドしました。

8つの
クリスマスアソート
直径約18cm
3,056円（税抜）
選ぶことから楽しめる、
いろいろな味のケーキ
がひとつになった贅沢
なケーキの詰め合わせ。

ホワイトケーキ
4号 直径約12cm 2,600円（税抜）
6号 直径約18cm 3,900円（税抜）
自慢のクリームをふんだんに使用した
ケーキを特製カスタードのプチシュー
で可愛くデコレーション。

ガトーショコラ ［5号］
直径約15cm 3,100円（税抜）
濃厚で奥深い味わいのショコラ
ケーキをアーモンドダイス入りの
チョコレートでコーティング。

Xmasサラダセレクション
1パック（2～３人前）直径約23cm 3,231円（税抜）
人が集うパーティにぴったり、彩り豊かな7種
のサラダの盛り合わせ。

桜島どりのもも肉ロースト  
1個 1,120円（税抜）

溶岩を使用した遠赤外線効果で、ふっくらとジューシーに
焼き上げました。

ローストチキン丸鶏
1体 2,000円（税抜）
国産鷄を丸ごと1羽じっくり焼き上げました。
醤油ダレが美味しさを引き立てます。

国産もも焼き
1本 630円（税抜）
ジューシーでやわらかな肉質の国産鷄のもも肉を
醤油ダレで焼き上げました。 クリスマスボックス

1パック 980円（税抜）
骨なしささみとハッシュドポテト入りの
シェアして美味しい限定BOX

FLOオリジナル
フレンチおせち
（一段重）

1セット（11品目/約2人前） 11,000円（税抜）

FLOオリジナル
フレンチおせち
（二段重）

1セット（20品目/約3～4人前） 20,000円（税抜）

フレンチレストランのような
豪華食材をふんだんに盛り
込んだフレンチおせち。

祝鯛 
1尾（約500g）
2,500円（税抜）
ピンク色の皮目と白色の身で
紅白の縁起の良い鯛は、年末
年始の祝い事にぴったり。

ちよ盛・いわい
4人前 4,380円（税抜）
とろをはじめ、うにやいくら
など、ごちそうネタをたっ
ぷりと盛り込みました。

小懐石おせち「舞」一段重
内寸26.3×26.3高さ5cm 15,000円（税抜）
ずわいがに、栗きんとんなど全26品の素材
を活かしたおせちです。

ちよ折・うた姫  1パック（２人前） 1,980円（税抜）
とろやうに、いくらなど、ごちそうネタ18貫を贅沢に盛り合わせました。

シュトーレン
長さ約17cm 1,700円（税抜）
外はさっくりと軽やかに、味わい深さが感じられ
る中身はしっとりしつつも口どけの良い食感。

クリスマスパネトーネ
約16×15cm 2,000円（税抜）
卵黄とバターを贅沢に使った生地に、ドライ
フルーツをふんだんに加えふんわりと焼き上
げました。

プレミアムクリスマスチキンレッグ   
1本 510円（税抜）   2本 926円（税抜）
さぼてん初登場！ クリスマス限定のプレミアム
骨付きチキンレッグです。

予約期間： 12 / 22 （火） 15 時まで
引渡・販売期間：12/23（水）～ 12/25（金）

11/30（月）までのご予約で10％OFF12/18（金）より早期引渡可

予約期間：12 / 22（火）まで
引渡・販売期間：12/18（金）～ 12/25（金）

予約期間：12 / 23（水）まで
引渡・販売期間：12/23（水）～12/25（金）

予約期間：12/25（金）まで
引渡期間 : ご予約当日以降
販売期間：常時

予約期間：
12/20（日）まで
引渡・販売期間：
12/24（木）～12/30（水）

予約期間：12/23（水）まで
引渡期間 : ご予約２日後以降
販売期間：常時

予約期間：12/31（木）まで
引渡期間 : ご予約当日以降　販売期間：常時

さぼてん和洋中
三段重おせち
3～ 4人前 22,750円（税抜）
厳選された食材を使った和・洋・中を
バランスよく楽しめる三段重おせち。

予約期間：12 / 23（水）まで
引渡・販売期間：12/25（金）まで

予約期間：
11/20（金）～ 12/22（火）
引渡・販売期間：
12/23（水）～ 12/25（金）

予約期間：予定数に達し次第終了   引渡・販売期間：12/30（水）・12/31（木）

予約期間：12 / 27（日）まで
引渡・販売期間：12/31（木）のみ

11 / 30 （月）までのご予約で 500円OFF

小懐石おせち
「夢」三段重
内寸19.2×19.2
高さ5.3cm×3段
20,000円（税抜）
鯛姿焼や祝い海老など豪華
に詰め込んだ、全33品の和
の懐石おせちです。

予約期間：12 / 27（日）まで
引渡・販売期間：12/31（木）のみ

11 / 30 （月）までのご予約で 1,000円OFF

ご予約の方に
さぼてんスタンプ2倍

予約期間：
11/ 30（月）まで
引渡・販売期間：
12/23（水）～ 12/25（金）

予約期間：12 / 21（月）まで
引渡・販売期間：12/22（火）～ 12/25（金）

12/21（月）までのご予約で300円OFF

予約期間：12 / 17（木）まで

引渡・販売期間：12/23（水）～ 12/25（金）引渡・販売期間：12/24（木）～12/25（金）

11/30（月）までのご予約で10％OFF
ご予約の方にクリスマスマグカッププレゼント
※ケーキ 1 個につき 1 個プレゼント　※なくなり次第終了

予約限定 数量限定

オマール海老やフォアグラ、
ローストビーフ入り

キャビア、仔羊のスモーク、
広島産焼き牡蠣のマリネ入り

くまさんの
チョコレートケーキ
直径約13.5cm
2,778円（税抜）
ふわふわココアスポンジ
とムースのくまさん、まろ
やかチョコクリームのや
さしい味わい。

12/10（木）までのご予約で
10％OFF

ご予約の方にボトルソース
1本プレゼント

JRE 
POINT
2倍DAY

すてきな賞品
プレゼント

お客さま感謝祭

11/  13［金］・27［金］
12/  1 1 ［金］・21［月］・
 22［火］・23［水］・
  31［木］

※一部対象外ショップがございます。
JRE CARDのクレジット払いなら4.5%還元

11.9（月）▶11.30（月）
※詳しくは館内ポスターまたはWEBサイトをご覧ください。

抽選
50名様

1,000円（税抜）以上お買い
上げの方に応募券を進呈。
抽選でビーンズ武蔵浦和内
ショップの商品が当たる！
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