
2020年12月18日（金） ちゃんと19

おせち

山沢仕出し店

■おせち

※掲載商品以外のご希望の
　値段でもお作りしております。

17,000円

年末おせち
承り中!

TEL.0123-32-3159
■住

オードブル

恵庭市漁町200番地 ■休不定休
■営11:00～18:00

※税込価格

※仕入れ状況により内容が
　変わる場合もございます。
※ご予約数に限りがございます。

➡

➡
➡

➡ ➡

中華オードブル 焼き鳥おつまみオードブル お子様オードブル

TEL.0123-25-8991 ■住

オードブル

千歳市自由ヶ丘3丁目3-7 ■休不定休
■営11:00～21:30 9台

麺’S kitchen 天下無双　自由ヶ丘店
※税込価格★店頭にて受け渡しも可能

【千歳限定】配達オードブル承ってます!!
ご注文はご来店またはお電話にて! ※詳細はお問合せください。

●12/31も11:00～17:00の間宅配可能。●2日前までの予約となります。

■ 中華オードブル 3,900円
アジアンチーズポテト・油淋鶏・エビチリ・春巻・酢豚・シューマイ・
ギョーザ・小籠包・チャーハン(角煮チャーシューのせ)

■ 焼き鳥おつまみオードブル 2,400円
豚串・鶏串・枝豆・ピリ辛メンマ・唐揚げ・味玉・ギョーザ

■ お子様オードブル 2,200円
エビフライ・唐揚げ・フライドポテト・ナゲット・ミニアメリカンドッグ・ミニ
ウインナー・ハンバーグ・卵焼き・ゆでとうもろこし・いちごクリームチーズ

■Ｐ

クリスマスオードブル 大晦日オードブル

TEL.0123-29-6072 ■住千歳市北栄1丁目27-3 ■休土・日・月曜、祝日定休日
■営16:00～19:00

北のマルシェ

《5人前》

大晦日オードブル

引渡▶12/31㈭
　　  12:00～16:00

オードブル ★各20台限定 ★ご予約販売のみ
クリスマスオードブル

引渡▶12/24㈭、25㈮
　　  14:00～18:00

6,000円 《5人前》 6,000円
※税別価格

特製フライドチキンレッグ・フライ
ドポテト、ベーコン・ハーブソルトの
枝豆、ビアソーセージ・アボカドとト
マトのマリネ、ガーリックシュリン
プ・ナスとベーコンのトマトパスタ・
生ハムとクリームチーズの生春巻き

エビと白身魚のチリソース・ちとせ
ザンギ・玉こんにゃく・黒豆のク
リームチーズ和え・竹の子の土佐
煮・ローストビーフの握り・ポテト・
枝豆のアーリオオーリオ・肉団子・
特製サラダ

➡

➡
➡

➡

➡

実施店舗特集
オードブル テイクアウト デリバリー

お店の味を
お家で!

けっぱれ
北海道!

◆鬼滅の刃の関連品
（恵庭市有明町　M・Sさん♂　28歳、会社員）

◆夫には暖かく冬を過ごせるダウ
ンコート、母には大好きな「とら
や」のモナカ、来年大学生になる
姪っ子にはSHIROの練り香水を
プレゼントする予定です。
（千歳市豊里　T・Iさん♀　47歳、会社員）

◆来年定年なので最後のボーナス
で妻に指輪をプレゼントします。
（恵庭市黄金北　N・Aさん♂　60歳、公務員）

◆妻が熱望しているダイソンの掃
除機をサプライズでプレゼントし
ます。
（千歳市大和　H・Iさん♂　53歳、会社員）

◆やさしさ
（千歳市寿　F・Aさん♀　32歳、主婦）

◆相手がいないので予定無し。
（恵庭市住吉町　Y・Iさん♂　37歳、無職）

◆ドラえもんのどこでもドアが欲し
い。いや、ドラえもんがほしい。家事

と育児を楽にする道具出して。
（千歳市青葉　Y・Kさん♀　37歳、パート）

◆ちょっといいお酒
（恵庭市駒場町　T・Nさん♀　29歳、主婦）

◆トランポリン
（千歳市真々地　M・Kさん♀　39歳、パート）

◆おうち時間で家族が楽しめるよう
なボードゲームの人生ゲームをプレ
ゼントします。
（恵庭市大町　M・Kさん♀　31歳、主婦）

◆0歳の娘に、初めてのクリスマスプ
レゼントとして、大きな靴下をあげ
ます。プレゼントは来年から（笑）。
（千歳市富士　M・Nさん♀　23歳、公務員）

◆ローストビーフ
（千歳市桜木　M・Fさん♀　50歳、パート）

◆毎日0歳児と家事育児に奮闘中の
ため、旦那から1日自由に行動できる
券をほしいとリクエストしています。
（登別市富士町　M・Sさん♀　38歳、主婦）

◆元気な顔を見せてくれるだけで
嬉しいプレゼントです！
（恵庭市栄恵町　K・Yさん♀　54歳、会社員）

◆おうち時間を楽しむためのビール
サーバー。
（千歳市末広　S・Nさん♀　27歳、公務員）

大流行ですものね。

支えてこられた奥様に感謝ですね。

みんな喜びそうで、うらやましいです。

奥様の驚きの顔が想像できますね（笑）。

登別市からありがとうございます。

そのとお～り!

お家で乾杯!

大丈夫! そういう方、結構います。

なるほど。まずは入れ物ですね（笑）。

いつも以上の「やさしさ」、ですよね。

気が付いてくれると良いですね。

私も欲しいけど、

うちの猫と仲良くできるかな（笑）。

日本酒ですか、ワインでしょうか。

気になります。

ト、ト、トランポリンですか!?

お部屋で?

家族全員でゆったりとボードゲーム。

良いですね。

出来れば極上の赤ワインも

お願いします。

今年のクリスマス、
何をプレゼントプレゼントする？

ちゃんとdeチャット

そろそろ
、プレゼン

トを

　配りに
行こうか

な！

普段用・週末オードブル

アースコンテンポラリー
普段用・週末オードブル
《2人前》

本格ネパール料理をご家庭で

2,000円
《4人前》

4,000円

TEL.0123-25-3277
■住

オードブル

恵庭市恵み野西6丁目21-6 ■休月曜定休日
■営11:00～21:00

※税別価格

フライドチキン・ネパール餃子・
ネパール風豚串・特製ピクルス・
チーズナン

★お子様向けやその他料理の変更、
ご相談にのります。お気軽にお問合
せください。

★その他、クリスマス、年末年始用
オードブルもあります。

★前日までのご予約をお願いします。

➡

➡
➡

➡ ➡

うみや特選オードブル

海鮮居酒家うみや

3人前 3,600円
4人前 4,800円
5人前 6,000円

TEL.0123-25-5130
■住

オードブル

千歳市千代田町6丁目１　 ■休ランチ 土・日曜・祝／ディナー 日曜
■営月～金 11：30-LO.14：00／月～土 17：30-LO.22：00

※税別価格

詳細は、電話またはHP
を確認ください。

要予約２日前（通年販売）

○お好きなピッツァ2品
○イタリアンオードブル
○特製ソースのボロネーゼ（生パスタ）
○ Gigiのジェラート（2種類）

12月特別オードブル

スペシャルパーティーセット
¥6,980～

¥5,980～
○お好きなピッツァ2品
○イタリアンオードブル
○ Gigiのジェラート（2種類）

ファミリーパーティーセット

ピッツァ

Gigiのジェラート

TEL.0123-34-6301 ■住黄金南2丁目19-7 ■休毎週月曜・第2火曜定休日
■営ランチ 11：30(土・日 11：00)-14:00／ディナー 17：30-20：00

Pizzeria e Trattoria CERVO　- チェルボ -

デリバリー受付時間▶10：00～
引き渡し時間▶16：30～20:00

詳しくはホームページ
に掲載中（2～3名様盛り）

※税別価格

イタリアン
オードブルの内容

12/23～25の配達は
お早めのご予約（2日前）
をオススメしてます

・ 魚介類のキッシュ
・ 仔羊のナポリ風
・ イタリアンオムレツ
・ 恵庭産じゃがいもの
 ニョッキグラタン
・ 生ハムとトリュフの
 ポテサラなど

今年の年末は
チェルボの特別なイタリアン福袋
昨年よりも更に豪華にボリュームアップ。豊富なオードブルの他に
2種類のパスタやピッツァ、ジェラートももちろんついてきます！ チェルボ　恵庭

¥13,000  ～
（
税
別
）

NEBOKE 2人前オードブル［全8品］

NEBOKE 5人前オードブル［全9品］

TEL.0123-33-4038 ■住恵庭市栄町34 ■休日曜定休日
■営17：00-翌1：00（LO.24:00）

NEBOKE - 根ぼけ -

■5人前〈全9品〉 5,500円
■2人前〈全7品〉 3,500円

オードブル ※税込価格

■2人前〈全8品〉4,500円
●えび天　●つくね串　●若鳥から揚げ
●サラダ　●笹巻き飯　●竹輪揚げ
●出汁巻き玉子　●ローストビーフ

お祝い事・お家での晩酌・
オンライン飲み会にいかがですか？

普段使いも歓迎！年内29日まで営業！

NEBOKE オードブル

※ご利用の前日にご予約ください。
　詳細は店舗にお問い合わせください。

お好み焼き　ブタ玉

TEL.0123-22-0554
■住

テイクアウト・デリバリー

千歳市幸町3丁目13-4 ■休日曜定休日
■営17:00～21:00

お好み焼き 大八
■ブタ玉 870円
■ミックス 1,080円

■大八焼きそば 990円
1,100円■豚キムチ

※税込価格

デリバリーはコチラ

★テイクアウトは130円引

HETTA
参加店▶

➡

➡
➡

➡ ➡

電話予約をオススメします
TEL.0123-24-8668
■住

テイクアウト

千歳市稲穂1丁目2-1 ■休火曜定休日 ※12/31-1/2休業
■営11：30-20：30(15：30-17：00休憩)

らーめん じらいや
みんなで作ろう

お家でラーメン屋さん気分!!

お家でラーメンセット
1人前 700円

380円
500円
450円

※赤・黒・匠は＋100円（税込）です
●チャーシュー丼
●チャーハン
●ギョーザ

【セット内容】 具材（5種）＋麺（1食）＋スープ
スープは全6種から選べます
味噌・塩・醤油・赤・黒・匠

その他も
テイクアウト
可能です！

※税込価格
➡

➡
➡

➡ ➡


