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クリスマスケーキ、お節、こがねもちなど充実のラインナップ

"冬のギフト" ご予約販売開始
デニーズ （ 株式会社ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都千代田区二番町8-8 / www.dennys.jp ）では、
2013年10月1日（火）より、「冬のギフト」のご予約を開始致します。
今冬新登場となる、デニーズが独自に開発したオリービーポークを使用した「ロースハム」や
「パスタセット」、毎年ご好評頂いております「クリスマスケーキ」や「こがねもち」、新春の
祝い膳の「おせち」などを取り揃えました。

◆クリスマスケーキ
ガトーフレーズ

チョコレートケーキ
2,900 円

3,900 円

（直径約18㎝ 4～5名様）

店頭お渡しのみ

（直径約13.5㎝ 3～4名様）

フレッシュな苺、口溶けのよい生クリーム、
しっとり焼き上げたスポンジを使用した
上品な甘さのケーキ。

店頭お渡し

宅配 +600円

しっとりとしたスポンジを
口溶けのよいチョコレート
クリームで包み、サンタ
クロースとツリーの飾りを
あしらったクリスマスらしい
デザインのケーキ。

ご予約期間： 10月1日（火） ～ 12月12日（木）
＊チョコレートケーキ宅配のみ12月4日（水）迄
店頭お渡し： 12月21日（土）～12月25日（水）
宅配お届け： 12月23日（月）～12月25日（水）

◆お節
お節二段重 15,000 円（全27品目）
店頭お渡し

宅配 +600円

セブンネットで注文可

味付数の子、田作り、丹波黒豆、栗きんとん等の伝統の味に加え、あわび
旨煮、ロブスター西京焼等、贅を尽くした27品目の二段重。
※重箱に盛りつけた状態でお渡しまたはお届けします。

-数量限定-

｢極尽｣おせち三段重 31,500円
店頭お渡しのみ

｢日本料理 神谷｣監修。一品一品の味付けや
焼きなど “技”や“素材” にもこだわった三段重。
*セブン&アイグループのセブン-イレブン、イトーヨーカドー、
そごう西武、ヨークマート、ザ・ガーデンでもご予約可

◆パスタ

◆ロースハム

パスタセット
宅配のみ

ご予約期間 ： 10月1日（火）～12月12日（木）
＊お節二段重店頭お渡しのみ12月16日（月）迄
店頭お渡し
： 12月30日（月）、12月31日（火）
/宅配お届け

オリービーポークの
ロースハム

3,600 円

冷凍便にて無料配達

宅配のみ

セブンネットで注文可

セブンネットで注文可

まろやかな｢トマトクリームソース｣、
ポルチーニが香る｢きのこクリーム
ソース｣、プチプチ食感の｢たらこ
ソース｣と乾麺のセット。
【セット内容】
たらこソース
トマトクリームソース
きのこクリームソース
ディチェコNo.11

デニーズオリジナルの｢オリービー
ポーク｣を使用したロースハム。

4,200 円（2本）
ホワイトロースハム（約400ｇ）×2本
6,300 円（3本）
ホワイトロースハム（約400ｇ）×2本
ロースハム（スモークハム）
（約400ｇ）×1本

40ｇ（1人前）×4袋
120ｇ（1人前）×2袋
120ｇ（1人前）×2袋
500ｇ×2袋

※セットに含まれていない食材も調理例として
盛りつけています。
※詳しい調理法は、商品と一緒に同封致します。

冷蔵便にて無料配達

ご予約期間 ： 10月1日（火） ～ 12月12日（木）
宅配お届け ： 12月1日（日） ～ 12月 4日（水） / 12月7日（土） ～ 12月10日（火）
12月14日（土）～ 12月17日（火） / 12月25日（水）～ 12月28日（土）
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◆カレー
ビーフシチュー＆
ビーフハヤシ 4,500 円
宅配のみ

チキンカレー 3,600 円
宅配のみ

冷凍便にて無料配達

冷凍便にて無料配達

セブンネットで注文可

セブンネットで注文可

鶏もも肉とじっくり炒めた玉ねぎ・
りんご・ヨーグルトを加えて煮込
んだ、スパイスが香る辛口
｢チキンカレー｣。

牛バラ肉をコクのあるデミグラス
ソースで煮込んだ｢ビーフシチュー｣と
｢ビーフハヤシ｣のセット。
【セット内容】
ビーフシチュー 275g（1人前）×3袋
ビーフハヤシ 180g（1人前）×3袋

【セット内容】
チキンカレー235g（1人前）×6袋

※セットに含まれていない食材も調理例として
盛りつけています。
※詳しい調理法は、商品と一緒に同封致します。

ご予約期間 ： 10月1日（火） ～ 12月12日（木）
宅配お届け ： 12月1日（日） ～ 12月 4日（水） / 12月7日（土） ～ 12月10日（火）
12月14日（土）～ 12月17日（火） / 12月25日（水）～ 12月28日（土）

◆アイス＆ソルベ
アイス&ソルベ詰め合せ
宅配のみ

3,680円

冷凍便にて無料配達

セブンネットで注文可

素材そのままの美味しさを詰めこんだ贅沢なアイス&ソルベ。「キウイソルベ」
「かぼちゃアイス」のほか、デニーズ店舗では販売していないギフト限定の味
｢ゆずアイス｣や｢黒ごま豆乳アイス｣など全8種。
【セット内容】 115ｍｌカップ×8個（各1個×8種）
苺ミルクアイス / チョコナッツアイス
ご予約期間 ： 10月1日（火） ～ 12月12日（木）
ゆずアイス / 宇治抹茶大納言アイス
宅配お届け ： 12月1日（日） ～ 12月 4日（水） / 12月7日（土） ～ 12月10日（火）
黒ごま豆乳アイス / かぼちゃアイス
12月14日（土）～ 12月17日（火） / 12月25日（水）～ 12月28日（土）
バニラアイス / キウイソルベ

◆こがねもち
-数量限定-

越後仙見米こがねもち 3,580 円
店頭お渡し

宅配 +450円

特別栽培米こがねもち
4,200 円

2個目以降 +380円*

セブンネットで注文可

新潟県の“仙見川”
流域の産地に限定
した「越後仙見米」を
100％使用した、
きめ細やかな腰の強い
生もち。
【セット内容】 内容量：約2,300g
きりもち 70ｇ×14個
まるもち 60ｇ×12個
豆もち 30ｇ×20個

店頭お渡し

セブンネットで注文可

宅配 +450円

2個目以降 +380円*

「越後仙見米」の中でもさらに生産者を限定し、
特別栽培米の一等米のみを使用。
【セット内容】 きりもち70ｇ×21個
*同一お届け先様で、同一お届け期間をご希望の場合のみ、2個目以降の宅配料380円（1個あたり）

ご予約期間 ： 10月1日（火） ～ 12月12日（木）
店頭お渡し ：12月2日（月） ～ 12月7日（土）
12月15日（日） ～ 12月20日（金）
宅配お届け ：12月1日（日） ～ 12月4日（水）
12月14日（土） ～ 12月17日（火）

/
/
/
/

12月8日（日） ～ 12月13日（金）
12月25日（水）～12月30日（月）
12月7日（土） ～ 12月10日（火）
12月25日（水）～12月28日（土）

※表記の価格は全て税込価格でございます。
※写真の盛りつけはイメージです。
※ギフト商品は、ご家庭でも手軽にお楽しみいただけるよう、特別仕様でご用意致しました。
デニーズにて使用する食材及び調理法とは一部異なる場合がございます。
※お申込日により、店頭お渡し期間、お届け期間を設定させていただいております。
※限定数量の販売の為、予約期間内に販売を終了させていただく場合がございます。
※一部ご予約をお取り扱いしない店舗がございます。
※一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。

以上
■■ デニーズホームページ

http://www.dennys.jp ■■
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http://www.7andi-fs.co.jp
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