
抽選スタンプカード配布・押印期間

12/1（土）～25（火）
※最終日は18：00まで
ガラポン抽選期間

12/22（土）～25（火）
各日12：00～19：00

［場所］6F エレベーター前
　　　特設会場

※最終日は14：00～21：00

クリスマス大抽選会
スタンプ3個で1回ガラポンに挑戦!!
お買上げ税込1,000円毎にスタンプをひとつ押印します。

チキン＆オードブルも

ご用意！

A賞
B賞
C賞
D賞

JTB旅行券

有名テーマパーク ペアチケット

BRUNOホットプレート（グランデサイズ）

［KISSYO SELECT］厳選ワイン（またはスパークリングワイン）

E賞 ［鹿鳴館］ 恵みのしずく アソートミックス
［ファクトリーシン］ エクセレント
［カルディコーヒーファーム］ ドリップコーヒー

ボーノ賞 ボーノお買物券

ライフ含む1F全店、ジェイコムショップ、
チケットぴあガリレオ、JTB、5F全店、
ノースモール・サウスモール全店

対象外
店舗

2名様

2組4名様

3名様

5名様

合計270名様に
プレゼント！

豪
華賞

品が当たるチャンス☆

1,000円分 20名様
500円分 200名様

10,000円分 2名様
5,000円分 5名様10名様

10名様
11名様

クリスマスケーキ

予約承り中！

クリスマスにおすすめの

スイーツ＆ドリンク!!

cake

chicken&hors-d'œuvre

sweets
drink&

おいしい情報発見メディア

クリスマス特大号
2018 Winter



cake

笑顔はじける

苺のケーキからタルト、

ワッフル、アイスまで

多彩なケーキが勢ぞろい!!

2F メゾンカイザー

▶シュトーレン
ひと切れごとにスライスしながら
クリスマスまでカウントダウン！

2,800円（税込3,024円）／
ハーフ1,400円（税込1,512円）
販売期間：11/26（月）～12/25（火）

2F メゾンカイザー

 ▶ノエルモンジュ
フロマージュブランのタルトに
甘酸っぱい6種のベリーをのせました。

直径 約15cm 5,000円（税込5,400円）
予約期間：11/16（金）～12/15（土）
お渡し期間：12/21（金）～25（火）

2F 肉処 かつヰ

◀〈国内産鶏肉〉
　ローストレッグ（解凍）
品質にこだわった
おいしい国内産鶏肉を
使ったローストチキン。

1本 550円（税込594円）
予約期間：12/10（月）～20（木）
販売期間：12/21（金）～25（火）

2F 日本一

▼ローストチキン
国産鶏肉を丸ごと！  醤油ダレで
旨みを引き出したやわらかなお肉です。

1羽 2,000円（税込2,160円）
予約期間：12/23（日・祝）まで
販売期間：12/23（日・祝）～25（火）

2F デリサラ

▲テーブル彩る 
　サラダオードブル
チキンやサーモン、数種のサラダを
盛り合せた彩り豊かなプレート。

1,800円（税込1,944円）
予約期間：12月初旬～12/22（土）
販売期間：12/22（土）～25（火）

2F 北京樓

▶中華オードブル
お好きな中華総菜・点心6種類を
自由にお選びいただけます。

2～3人前 1,980円（税込2,138円）
3～5人前 2,980円（税込3,218円）
予約期間：12/1（土）～23（日・祝）
販売期間：12/24（月・祝）～25（火）

▼生本鮪使用詰合せ（うに入り）
内容：うに、真鯛、生えび、生本鮪、ほたて、
サーモン、かんぱち、真いか、いくら

30貫 4,800円
　　（税込5,184円）

40貫 5,800円
　　（税込6,264円）

50貫 6,800円
　　（税込7,344円）

2F LB Deli BY Lecker Bissen

◀〈鹿児島県産〉チキンレッグ
1本約300g！ 自家製ダレに漬け込み、
店内でじっくり焼き上げました。

1本 630円（税込680円）
予約期間：11/20（火）～12/21（金）
販売期間：12/22（土）～25（火）

2F デリサラ

▼ローストチキンレッグ
皮は香ばしく、肉はやわらかジューシー。
絶妙な焼き加減の照り焼きチキン。

1本 800円（税込864円）
予約期間：12月初旬～12/22（土）
販売期間：12/22（土）～25（火）

2F ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）

▲ちいさなワッフルクリスマス
ワッフル生地のロールケーキに
苺とホイップクリームをデコレーション。

直径 約6cm 1個 400円（税込432円）
予約期間：12/20（木）まで
販売期間：12/15（土）、12/22（土）～25（火）

2F カナール

▲生クリーム デコレーション
ふんわりしたスポンジに、
なめらかな生クリームがたっぷり。

直径 約15cm 3,241円（税込3,500円）
直径 約18cm 3,685円（税込3,980円）
予約期間：11月中旬～12/20（木）
販売期間：12/22（土）～25（火）

◀プレゼントサンタ
きめ細かいしっとりとしたスポンジを
クリームと苺で彩りました。

直径 約12cm　3,000円（税込3,240円）
直径 約15cm　3,500円（税込3,780円）
直径 約18cm　4,000円（税込4,320円）
予約期間：12/10（月）まで
販売期間：12/22（土）～25（火）
2F ファクトリーシン

2F ファクトリーシン

▶フォレスト・イン・ホーリーナイト
北欧の森を表現した程よくビターな
チョコレートクリームのケーキ。

直径 約12cm 2,800円（税込3,024円）
直径 約15cm 3,300円（税込3,564円）
予約期間：12/10（月）まで
販売期間：12/22（土）～25（火）

クリスマスチキン＆オードブル
みんな大好き！

テーブルが華やぐ

クリスマスの

ごちそう!!

限定
100本

限定
15羽

※写真は3～5人前の一例です。

鮮魚店の絶品お寿司！

2F 魚耕

▲生本鮪使用詰合せ
内容：真鯛、サーモン、かんぱち、生本鮪、
ほたて、生えび、真いか、いくら、つぶ貝、穴子

24貫 3,500円（税込3,780円）
※仕入れにより内容が変更になる場合がございます。
※12/22（土）までは前日までに、
　12/23（日・祝）～25（火）は12/22（土）までにご予約ください。

ギフトや手土産にも

おすすめ!!
2F sagamix

▲［パン・ド・クルー］
　クリスマス メイプルラウンド
相模原を代表するパン屋さんの
人気商品もクリスマスの装いで。

1本 306円（税込330円）
販売期間：12/1（土）～22（土）の毎週土曜日

2F 満果惣

◀チョコふきよせ
チョコの甘さと
おせんべいのしょっぱさが
絶妙に引き立て合う1袋です。

1袋 200円（税込216円）

2F カルディコーヒーファーム

◀ノエル
ヘーゼルナッツの
ような芳しさ、
しっかりした苦味とコク。
スイーツと相性抜群の
季節限定ブレンド。

200g 695円（税込750円）
※なくなり次第終了

2F 鹿鳴館

▶①ウィンターベル

定番フルーツゼリーに
季節限定のベル型ゼリーを
加えたクリスマスパッケージ。

5個入 463円（税込500円）
▶②クリスマスアソート
23個入 1,000円（税込1,080円）

4F カフェソラーレ

①苺とベリーの
　スフレパンケーキ
907円（税込980円）

②ホットつぶつぶ苺ミルク
M 370円（税込400円）
L  417円（税込450円）

③ホワイトチョコベリー
　スムージー
463円（税込500円）

※アイスは定番商品です。

販売期間：11/20（火）～1/15（火）

chicken&hors-d'œuvre

sweets
drink&

2F サーティワンアイスクリーム

▶メリークリスマス“ミニオン”
ミニオンの中でもダントツ人気の
“ボブ”がそのままケーキに！

約13×16cm 3,611円（税込3,900円）
12/2（日）まで早期ご予約特典あり
※なくなり次第終了

2F サーティワンアイスクリーム

▲クリスマス パレット4
毎年人気のパレット4
クリスマスバージョンが今年も登場です。

直径 約14cm　3,240円（税込3,500円）
12/2（日）まで早期ご予約特典あり
※なくなり次第終了

2F sagamix

▲［おかしの家］
クリスマスハウス
飾ってカワイイ♥
食べておいしいクッキーハウス。

1,500円（税込1,620円）

販売期間：12/1（土）～25（火）

自分でつくる
「組み立てクリスマスハウスキット」
1,200円（税込1,296円）も販売。

苺がテーマのシーズンドリンク＆デザートが登場！

カフェでもクリスマス気分

①

①

②

②

③

クリスマス
ケーキ スイーツ＆ドリンク

クリスマスにぴったり！

※写真は約18cmです。

2F こだわりや

▼［長崎海道］生チョコロール
ふんわりとしたココア風味のスポンジで
チョコクリームと生チョコを
やさしく包みました。

約16cm 2,200円（税込2,376円）
予約期間：12/3（月）まで
販売期間：12/8（土）～25（火）
※冷凍販売のみ

2F かくや

▶フライドチキン
やわらかくてジューシーな
フライドチキンです。

1個 230円（税込249円）
予約期間：12/1（土）～23（日・祝）
販売期間：12/23（日・祝）～25（火）
※なくなり次第終了

2F かくや

◀クリスマスローストチキン
1本1本ていねいに焼き上げた
「かくや」特製のローストチキン。

1本 380円（税込411円）
　［大］ 480円（税込519円）
　［特大］ 580円（税込627円）
予約期間：12/1（土）～23（日・祝）
販売期間：12/23（日・祝）～25（火）
※なくなり次第終了

01 02
※リーフレット有効期間：11/16（金）～12/25（火）　
※表示価格は税抜（税込）を並記しております。　※掲載商品が品切れの場合はご容赦くださいませ。
※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。　※写真の一部はイメージです。

おいしい情報発見メディア

クリスマス特大号
2018 Winterおいしい！楽しい！ ボーノでハッピークリスマス！みんなで一緒に


