
ベル・ルージュ
直径約 12cm 4 ,500円（税込）

Xmas  フルーツタルト
直径約 20cm 3 ,900円（税込）

マンダリンムース、パッションフルーツの酸味の層をサクサク
食感のフィオレンティーヌの土台に重ねました。

苺、姫りんご、オレンジ、ぶどうなど9種類のフルーツを、
アーモンドクリームのタルト台に盛り付けました。

Christmas
Cake &  Sweets 

家族で楽しんだり、オンラインでも映えちゃう

ホリデーシーズンだけの魅力的なスイーツ

【店頭予約期間】12/22（水） 15:00まで   【Web予約期間】12/10（金）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）
【予約特典】11月中のご予約で 10％OFF

フロ  プレステージュ〈洋菓子 /2F〉
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ようこそビーンズのクリスマスへ

【店頭予約期間】12/22（水） 15:00まで  【Web予約期間】12/10（金）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）
【予約特典】11月中のご予約で 10％OFF

フロ  プレステージュ〈洋菓子 /2F〉

苺サンドショート ［4.5号］
直径約 13.5cm 3 ,300円（税込）

クリスマスパーティー
9個入  2 ,700円（税込）

ふんわり焼き上げたスポンジに、乳味豊かな生クリーム入り
ホイップクリームと苺をサンドしました。

オーナメントやギフトボックスなどクリスマスの飾りをイメージ
した、かわいらしいプチケーキの詰め合わせ。

【予約期間】12/22（水）まで
【引渡・販売期間】12/18（土）～12/25（土）

【予約特典】クリスマスケーキ皿プレゼント（なくなり次第終了）

銀座コージーコーナー〈洋菓子 /2F〉

【予約期間】12/22（水）まで
【引渡・販売期間】12/18（土）～12/25（土）

【予約特典】クリスマスケーキ皿プレゼント（なくなり次第終了）

銀座コージーコーナー〈洋菓子 /2F〉

クリスマスコージープリンセスセット
2個入  1 ,382円（税込）

サンタさんの苺ムースケーキ
トナカイのチョコムースケーキ

各 1個  590円（税込）

甘酸っぱい苺クリームをサンドしたプチデコレーションと、アク
セントにローストしたくるみをサンドしたプチデコレーション。

サンタさんの真っ赤な苺ムースと、トナカイさんのチョコムース
の、かわいらしいプチケーキ。

【予約期間】12/22（水）まで
【引渡・販売期間】12/18（土）～12/25（土）

銀座コージーコーナー〈洋菓子 /2F〉

【予約期間】12/22（水）まで
【引渡・販売期間】12/18（土）～12/25（土）

【予約特典】クリスマスケーキ皿プレゼント（なくなり次第終了）

フロ  プレステージュ〈洋菓子 /2F〉

フォンダンショコラ
1個  250円（税込）

シュトーレン
1個  1 ,836円（税込）

しっとりした濃厚チョコレート生地に、カシューナッツとクッキー
のカリッとした食感がリッチな味わい。

洋酒にじっくりと漬け込んだドライフルーツ、シナモンやバニラ
といったスパイスの香りを楽しめる、伝統的な焼き菓子。

ビアードパパの作りたて工房〈シュークリーム /改札内〉

【予約期間】12/20（月）まで
【引渡・販売期間】12/25（土）まで

【予約期間】12/20（月）まで
【引渡・販売期間】12/25（土）まで

ドンク・ミニワン〈ベーカリー /2F〉

クリスマスパネトーネ
直径約 16cm 高さ約 15cm 2 ,160円（税込）

サパン・ド・フレーズ
4号（直径約 12cm）　3,500円（税込）
5号（直径約 15cm）　4,800円（税込）

サルタナレーズン、オレンジピール、シトロンピールなどの
ドライフルーツをふんだんに加えて焼き上げました。

ハチミツの風味を効かせた口どけの良いスポンジに濃厚生
クリームとフレッシュないちごをたっぷりサンド。いちごをツリー
の形に仕上げました。

ドンク・ミニワン〈ベーカリー /2F〉

【出店期間】12月21日（火）～ 27日（月）
【販売期間】12月23日（木）～ 25日（土）

スイーツボックス〈週替わりスイーツ /改札内〉
出店店舗：シェ･リュイ

【販売期間】11/24（水）～ 12/25（土）

ハッピー  ホリデー  ダズン
12個入  テイクアウト2,160円（税込） イートイン 2 ,200円（税込）

ストロベリー風味のサンタやチョコクリームのスノーマン、
ミルクティーなホワイトベア、みんな笑顔になれる12個入り。

クリスピー・クリーム・ドーナツ〈ドーナツ・コーヒー /改札内〉

Chicken & DeliCake & Sweets おせち料理



桜島どりのもも肉ロースト
1個  1 ,210円（税込）

国産もも焼き
1本  680円（税込）

素材の良さを活かすため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。

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
香ばしく優しい味わいに焼き上げました。

【予約期間】12/17（金）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）

グリーン・グルメ〈洋惣菜 /2F〉

【予約期間】12/25（土）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）

日本一〈焼鳥・惣菜・うなぎ /2F〉

ローストチキン
1羽  2 ,376円（税込）

フライドチキン
1枚  213円（税込）

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。

骨なしチキンにスパイスをまとわせ、中はジューシーまわりは
さっくりと揚げました。

【予約期間】12/25（土）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）

日本一〈焼鳥・惣菜・うなぎ /2F〉

【予約期間】12/25（土）まで
【引渡・販売期間】12/23（木）～12/25（土）

日本一〈焼鳥・惣菜・うなぎ /2F〉

中華オードブル  宴（うたげ）
2～4人前  3 ,500円（税込）

スターバックス ® クリスマス  ブレンド
250g入  1 ,641円（税込）

クリスマスやお正月にぴったり、エビチリ、酢豚、点心などの
中華惣菜を盛り合わせたオードブル。

ハーブやスパイスを思わせる風味とほのかな甘み、チョコ
レートのようななめらかな口あたり。

【予約期間】11/30（火）まで
【引渡・販売期間】12/24（金）・12/25（土）

【予約特典】昇龍園特製湯呑み 2個セットプレゼント

横浜昇龍園〈中華惣菜 /2F〉

スターバックスコーヒー〈カフェ /1F〉

ノエル
200g 858円（税込）

ドイツ  ラプンツェル  グリューワイン（赤）
1,000ml  1 ,100円（税込）

温かいミルクや砂糖と合わせればチョコやナッツのような
甘い香りとビターな味わいが楽しめます。

赤ワインにシナモン、クローヴ、アニスなどのスパイスの香り
とオレンジやレモンの香りを加えました。

カルディコーヒーファーム〈コーヒー豆・輸入食品 /2F〉

DONAのお得なクリスマスディナーセット
2,178円（税込）

スパークリングワイン、前菜盛り合わせ、自慢のタパスのついた
お得なディナーセット。

イタリアンダイニング  ドナ〈レストラン /2F〉

カルディコーヒーファーム〈コーヒー豆・輸入食品 /2F〉
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Christmas
Chicken &  Deli

クリスマスの食卓を豪華に彩る

迫力満点のチキンの丸焼きやパーティフード

小懐石おせち「夢」三段重
内寸 19.2×19.2高さ5.3cm×3段  21 ,600円（税込）

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。

小懐石おせち「舞」一段重
内寸 26.3×26.3高さ5cm 16 ,200円（税込）

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。
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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

さぼてん  和洋中三段重おせち
3 ～ 4人前　25,650円（税込）

ご家族みなさまでお楽しみいただける、和・洋・中の46品を
詰め合わせました。

さぼてん  絵馬型おせち一段重
2 ～ 3人前　16,902円（税込）

絵馬をあしらったお重に、さぼてん厳選の食材 32品を詰め
合わせました。

※冷蔵商品 ※数量限定 ※予約限定
【予約期間】予約数に達し次第終了
【引渡期間】12/31（金）のみ

京樽〈寿司 /2F〉/海鮮三崎港〈回転寿司 /改札内〉

※冷蔵商品 ※数量限定 ※予約限定
【予約期間】予約数に達し次第終了
【引渡期間】12/31（金）のみ

京樽〈寿司 /2F〉/海鮮三崎港〈回転寿司 /改札内〉

【予約期間】12/20（月）まで
【引渡・販売期間】12/24（金）～ 30（木）

【予約特典】12/10（金）までのご予約で10％OFF

とんかつ新宿さぼてん〈とんかつ・惣菜 /改札内〉

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） 21 ,600円（税込）

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。

【予約期間】予約数に達し次第終了
【引渡期間】12/31（金）のみ

フロ  プレステージュ〈洋菓子 /2F〉

【予約期間】12/20（月）まで
【引渡・販売期間】12/24（金）～ 30（木）

【予約特典】12/10（金）までのご予約で10％OFF

とんかつ新宿さぼてん〈とんかつ・惣菜 /改札内〉


