
＜クリスマスケーキ商品概要＞ 
□パティスリー クイーン・アリス』監修クリスマスケーキ  ６アイテム 
『パティスリー クイーン・アリス』オリジナルボックスでお渡しいたします。 

※ ファミリーマート限定商品／数量限定 
商品名 税込価格 商品内容 
クイーン・シャンティ・フレーズ 
 
約１５ｃｍ     【数量限定】 

3600 円 乳の風味とコクが高く、口溶けのよい北海道産生クリ

ームを使用した生ケーキです。イチゴは８個別添え、

スポンジの間に１層、いちごをサンドしました。 
 

ショコラ・ロワイヤル 
 
約１５ｃｍ     【数量限定】 

3500 円 フランスヴァローナ社の最高級クーベルチュールを使

用し、濃厚なショコラムースとなめらかなバニラムー

スを合わせました。 
キング・シャンティ・フレーズ 
 
約１８ｃｍ     【数量限定】 

4200 円 乳の風味とコクが高く、口溶けのよい北海道産生クリ

ームを使用した生ケーキです。イチゴは１０個別添え、

スポンジの間に１層、いちごをサンドしました。 
ショコラ・シャンティ・フレーズ 
 
約１５ｃｍ     【数量限定】 

3200 円 クーベルチュールチョコを使用したクリーミーで濃厚

なチョコクリームを使用。イチゴを６個トッピングし、

スポンジの間に１層、いちごをサンドしました。 
フレーズ・オー・ミルフィーユ 
 
約１４ｃｍ     【数量限定】 

2800 円 さくっと香ばしいパイの食感が味わえるカスタードク

リームをサンドしたミルフィーユです。サクッとした

食感を味わえるようにホワイトチョコレートでコーテ

ィングしました。 
ツリー･オー・フロマージュ 
 
約１２ｃｍ     【数量限定】 

1300 円 なめらかなレアチーズムースの中にベイクドタイプの

チーズケーキを重ねたダブルチーズケーキです。中に

は酸味の効いたラズベリーソースを忍ばせました。 
 
□東京世田谷『ノリエット』永井紀之シェフ監修クリスマスケーキ ２アイテム 
『ノリエット』オリジナルボックスでお渡しいたします。 

※ ファミリーマート限定商品／数量限定 
商品名 税込価格 商品内容 
シトロン・フロマージュ 
 
 

【数量限定】 

3600 円 フランス産のルガールクリームチーズ（ブルターニュ

産の原乳を用いたクリームチーズ）を用いたフロマー

ジュムースとスペイン産のレモン果汁を用いたシトロ

ンムース。２つのムースをバランス良く組みあわせ、

中には酸味の効いたフランボワースを忍ばせました。

チーズの風味とコク、フランボワーズ、レモンの酸味

が楽しめるケーキです。 
ブッシュブルトン 
 
          【数量限定】 

2500 円 カカオ分６１％のチョコレートを用いたショコラムー

スの中に、塩味を効かせた塩キャラメルムースとチョ

コスポンジを組み合わせ、サブレと組み合わせました。

 
□東京国立『レ・アントルメ国立』魵澤信次シェフ監修クリスマスケーキ ２アイテム 
『レ・アントルメ国立』オリジナルボックスでお渡しいたします。 

※ ファミリーマート限定商品／数量限定 
商品名 税込価格 商品内容 
ティラミスイタリアン 
 

【数量限定】 

3500 円 北海道産のマスカルポーネを使用したティラミス生地

と、イタリアンローストのコーヒーを用いたコーヒー

ムースを重ね、ホイップしたクリームを飾ったティラ

ミスです。 
デリシャス･マロン 
 

【数量限定】 

3000 円 イタリア産マロンペーストを使用したムースとクリー

ムを組合せ、こくのあるババロアと栗を入れたモンブ

ランです。 
※地域によって、取り扱いがない商品があります。 

 
 



□その他クリスマスケーキ  
商品名 税込価格 商品内容 
ヤマザキ チーズスフレ ガラスの靴 
 

【数量限定】 

2600 円 しっとり焼き上げたチーズスフレに「ガラスの靴」

をホワイトパウダーで描きました。王冠（ティアラ）

をイメージした帯をまいたケーキです。 
いちごのクリスマスケーキ ４号 1200 円 なめらかクリームとスポンジにピーチとパインを

サンドしました。 
いちごのクリスマスケーキ ５号 2100 円 いちご６個をたっぷりのせ、なめらかクリームとス

ポンジにピーチとパインをサンドしました。 
いちごのクリスマスケーキ ６号 3000 円 いちご６個をのせ、なめらかクリームとスポンジに

ピーチとパインをサンドしました。お子様がほしが

るグッズ、チョコレートの家、トナカイ、サンタ、

ツリーをのせたスタンダードなクリスマスケーキ

です。 
クリスマス生ケーキ７号 3400 円 にぎやかなデコレーションのケーキに、いちご８個

をのせ、ピーチとパインをサンドしました。 
クリスマスパーティーショート 2800 円 いろいろな味を楽しみたいというニーズに対応し

た、いちごショート、モンブラン、レアチーズ、チ

ョコレートの４種類のアソートタイプです。 
 
 
□アイスクリーム 
商品名 税込価格 商品内容 
銀座 千疋屋セレクション 

【数量限定】 
5250 円 贅沢にフルーツを使用した、プチアイスケーキ（２

種各２個）とパフェアイス（３種各１個）のファミ

リーマートオリジナルセットです。 
銀座 千疋屋ベリーズ ロワイヤル 

【数量限定】 
3980 円 ５種類のミックスベリーをたっぷりと贅沢に使用

した、アイスデコレーションケーキです。スポンジ

生地とチーズアイスクリーム、冷凍ミックスベリー

の組み合わせが楽しめます。 
ブルーシール デコレーション 

【数量限定】 
3650 円 沖縄で５５年以上愛されているアイスクリームシ

ョップ「ブルーシール」のアイスデコレーションケ

ーキです。ショップで人気のアイスが１１種類入っ

た、食べるのがとても楽しいアイスデコレーション

ケーキです。 
ハーゲンダッツ クリスマスセット 3650 円 「ハーゲンダッツ」の人気商品のセットです。ミニ

カップマルチ（マルチパック ブルー）、ミニカップ

（３種 各２個）、ドルチェ（新フレーバー２個）

の詰め合わせです。 
オハヨー アイスケーキセット 2100 円 クリスマスにぴったりのブッシュドノエルをイメ

ージした、チョコ味とフルーツ味のアイスケーキの

セットです。２種 各２本入り。 
オハヨー アイスデコレーション６号 3150 円 チョコとバニラのアイスを交互に重ね、甘酸っぱい

ミックスベリーソースと削りチョコをのせた、アイ

スデコレーションケーキです。 
オハヨー チョコボール 2100 円 見た目にもかわいい、一口サイズのチョコボール。

バニラ味、ストロベリー味、チョコレート味の３種

各２２粒入りです。 
赤城 ワンコのアイス クリスマス 

【数量限定】 
3300 円 大切な愛犬が喜ぶ、さっぱりとしたヨーグルト風味

のアイスデザートセットです。カップタイプとボー

ンタイプのアソート商品です。愛犬と遊べるミニフ

リスビーもついています。 
 

※地域によって、取り扱いがない商品があります。 
 
 
 



□パーティーメニュー 
商品名 税込価格 商品内容 
名古屋コーチンの丸焼き（照焼） 
 

【数量限定】 

5500 円 名古屋コーチン本来のしっかりとした食感を楽

しめる丸鶏です。コーチン本来の旨味を逃さな

いようあっさり醤油ベースの味付けに仕上げて

います。 
比内地鶏の丸焼き（照焼） 
 

【数量限定】 

8500 円 自然豊かな秋田県で放し飼いで育てた比内地鶏

を醤油ベースの調味液にじっくり漬け込み、丁

寧にじっくりと焼きあげました。噛むほどに肉

本来の旨味とコクが広がります。 
若鶏の丸焼き（照焼） 
 
 

1600 円 皮はパリッと香ばしく、中はジューシーに焼き

上げた、お手頃価格の若鶏です。 
 
 

国産鶏のローストチキン 
 

【数量限定】 

880 円 国産鶏を青森産りんご果汁と蜂蜜を使用した醤

油だれに漬け込んで焼き上げています。自然な

甘みとさっぱりとした味付けに仕上がっていま

す。 
ローストチキン 320 円 やわらかい骨付き若鶏のもも肉をタレにしっか

りと漬け込み、しっかりと焼き上げました。 
 

クリスマスパーティーサンド 1500 円 海老カツ、生ハム、ロースハムを使ったお洒落

で豪華なサンドイッチセットです。 
 

手作りピッツァ 1200 円 人気の照焼きチキン、３種のシーフード（海老・

イカ・あさり）、ベーコン＆ポテト、メキシカン

トマトの４種類の味が楽しめるクォータータイ

プのピザです。トマトソースとマヨネーズソー

スのダブルソースでジューシーに仕上げまし

た。 
冷製オードブル 1500 円 ９種のオードブル（炙り焼チキン、サーモンマ

リネ、生ハム、香草焼チキン、海老のマヨネー

ズ和え、ジャーマンポテト、合鴨ロースト、帆

立ときのこのガーリックバター醤油炒め、パン

プキンサラダ）を彩り豊かに盛り合わせました。

パーティーにぴったりなセットです。 
パーティー寿司（松） 1900 円 いくら軍艦巻きなどお子様にも人気のネタを集

めた、にぎり寿司のセットです。 
 

パーティー寿司（竹） 1000 円 にぎり寿司やいなり寿司、巻き寿司などのバラ

エティに富んだセットに、唐揚げを添えました。

 
にぎり寿司詰め合わせ 1300 円 炙りサーモン、ずわいがに、大穴子にぎりなど

こだわりのネタを集めた、ちょっと贅沢なセッ

トです。 
パーティーチーズセット 
 

【数量限定】 

1800 円 カマンベールチーズ、フレッシュクリームチー

ズ、クラコットのセットです。カマンベールは

本場フランス産でコクがあり、口溶けが良く柔

らかくクリーミーです。フレッシュクリームチ

ーズは、ガーリック＆ハーブが入っており、ワ

インにもよく合います。 
※承り期間１２月１０日（月）迄 

 
※地域によって、取り扱いがない商品があります。 

 
 
 
 



□酒 
商品名 税込価格 商品内容 
ドン ペリニヨン 
ヴィンテージ １９９９ 
（専用ケース入り） 
 

【数量限定】 

17430 円 最良の収穫年の選び抜かれた葡萄の実がもたら

す最高峰の逸品です。 
※承り期間１２月２日（日）迄 

マム コルドンルージュ 白 
（イタリア製フルートグラス 2 個と 
シャンパンボトルストッパーセット） 

【数量限定】 

7800 円 創業１８２７年の老舗ブランドのシャンパンで

す。ラベルの「誇り高き赤いリボン」で有名な

ブランドで、フランスにおけるＮｏ．１ブラン

ドです。 
チンザノ ピノ・シャルドネ 
（イタリア製フルートグラス 2 個と 
シャンパンボトルストッパーセット） 

【数量限定】 

4500 円 創業１７５７年のスパークリングワインの老舗

ブランドです。イタリア北部で造られた逸品の

辛口のスパークリングワインです。 

シャトー ラ・ガルド 
（ギフトボックス入り） 
 

【数量限定】 

4680 円 ボルドーの銘醸地である「ぺサック・レオニャ

ン」で造られた、深い色合いと力強い味わいが

特徴なワインです。 

 
※酒取扱店のみの承りとなります。        
※地域によって、取り扱いがない商品があります。 

 


