
2022年11月18日（金） ちゃんと21

クリスマス
 & オードブル & おせち

特集

\ まだ
間に合う! /

海鮮居酒家「うみや」ご予約好評賜り中!
TEL0123-25-5130

千歳市千代田町6丁目1番地 千歳エアポートホテル1階（JR千歳駅徒歩2分）

■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

3人前 4,500円(税込)

4人前 5,900円(税込)

5人前 7.300円(税込)

詳細は、電話またはHP
を確認ください。

まで
㈭/1229

うみや特選うみや特選オードブル

要予約
２日前

（通年販売）

番外編
�

�

�

冬を実感する瞬間
TOP 10

冬を実感する瞬間
TOP 10

ちゃんと制作部が勝手に選んだ ゆきむしの出現
虫嫌いだけど、唯一認めているもの

恐怖! 静電気
車のドア、蛇口、ロッカー…どんなところにもヤツが現れる

外の空気のにおい
ストーブを使い始めるとする、独特なにおい

※このランキングは制作者が好き勝手に選んだもの
　なので、一切クレームはお受けできません。

4位 …

5位 …

6位 …

7位 …

自動販売機 “HOT”の出現

鼻の奥が痛くなる（乾燥で）

肉まん・おでんの販売

「♪いしや～きいも～」の
メロディー

8位 …

9位 …

10位 …

吐く息が白くなる

鍋料理が恋しくなる

ご近所さんが家や
木々に飾り付けた
イルミネーション

恵庭市黄金南 2-23-6　毎週火曜日定休

パティスリー　イヌイ

❶ 生クリームデコレーション❶ 生クリームデコレーション
生クリーム、フルーツサンド アーモンド味のロールケーキ 上下ケーキの入れ替え可能

❷モンブラン❷モンブラン ❸いもむしマカロール❸いもむしマカロール ❹ 2段デコレーション❹ 2段デコレーション

15cm 3,600円
18cm 4,300円

15cm 3,600円 20cm 3,600円 白 15cm 5,500円生チョコ　
15cm 3,700円
18cm 4,500円 ☆飾りは違うものになることもございます。ご了承ください。 

☆価格は税込となっております。
12月のお休みはHPにてご確認お願いいたします

ご予約は店頭もしくはお電話で承ります。

お引き渡し期間お引き渡し期間
12/24（土）～25（日）12/24（土）～25（日）ご予約お待ちしております

スポンジ、生クリーム、栗を忍ばせた
人気のケーキです

&
感謝の気持ちを込めて… 全て手作り! 各限定50セット

内容品の相談応じます。

ご注文受付　12/3（土）まで　
受け渡し日　12/24（土）・25（日）

ご注文受付　12/10（土）まで
受け渡し日　12/31（土） 12:00～16:00の間
ご注文受付　12/10（土）まで
受け渡し日　12/31（土） 12:00～16:00の間

恵庭市恵み野西1丁目25-8　☎0123-25-3311　17:00-24:00（LO23:30）  日曜定休居酒屋 縁び（エンビ）

毎日16:00に
更新中♪

Instagram ▶

年末オードブル

クリスマスオードブル
4人前　7,000円（税込）　《13種の具材入り》

2人前　7,020円（税込）
4人前　12,960円（税込）　《20種の具材入り》

※

写
真
は
４
人
前
で
す

TENKA  MUSOU

TEL 0123-25-8991

12/31は11:00～17:00の間
オードブルのみの営業

ちとせ市民応援商品券ご利用可能です 9■P■休

■営

3,5003,500

当日予約OK!! 千歳市内のみ配達を承っていますが、12/31のみ恵庭も配達可能です

LINEでの
ご注文は
こちら  ▶

※配達の4日前～当日にご予約された場合は
　4,000円（税込）となります。※写真はイメージです

200
100

1,9001,900

SORA
since 2007

豪華30品！豪華おせち料理

・オニオングラタンスープ
・シェフのおまかせ前菜盛り合わせ
・マルゲリータ　スペシャリテ　他

30,000円（税込） 1人前3,980円（税込）

　お一人様 5,000円（税込） 　お一人様 8,800円（税込）

※ご予約は12/28までとなります。
仕入れの関係でメニューが変わ
る場合がございます。

※2名様からのご予約となります。ご予約は12/28までとなり
ます。仕入れの関係でメニューが変わる場合がございます。

豪華16品！おせち風オードブル

今季の忘新年会はイタリアンで！

忘新年会特別プラン 2時間飲み放題付

クリスマスフルコースディナー　

　2時間飲み放題付は＋1,200円(税込)
12/24,25限定

※18:00～22:00の間限定のご利用になります。

12/23～25限定！

ご予約は12/20までとなります。引き渡し時間16:00～18:00

※写真はイメージです

石窯ピッツァ
マルゲリータ  1,680円(税込)
マリナーラ      1,680円(税込)
4種チーズ　 1,780円(税込)
マチェライオ   1,880円(税込)
プロシュート    2,380円(税込)

骨付き鶏の
炭火ロースト
2本 1,480円(税込)

シェフのおまかせ
前菜の盛り合わせ
2～3人前　
3,800円(税込)

TEL.0123-21-8809
恵庭市恵み野西2丁目2-8 

ランチタイム 11：00～15：00
ディナータイム 17：00～22：00

定休日/月曜日･第3火曜日 （金土祝前日～23：30）

営業
時間

一の段　洋食
・瓶ごとキャビアクラッカー
・伊勢海老のきのこグラタン
・トリュフビーフ
・うにからすみ
  クリームチーズ　他

ニの段　中華
・海老のチリソース煮
・ふかひれ春巻き
・豚の角煮　他

三の段　和食
・あわびのうま煮
・いくらの京なます
・若鶏の八幡巻き　他

・カニクリームコロッケ
・海老のテルミドール
・ローストビーフ
・合鴨のパストラミ
・イベリコ豚のブリオッシュ　
・お肉と法蓮草のテリーヌ
・イタリア産プロシュート
・牡蠣のホワイトグラタン
・かにおこわ　他

クリスマスの予約制テイクアウト

ご予約・お問合せは

※2名様～25名様までお受けいたします。
ご利用の前日までにご予約ください。

※2名様～24名様までお受けいたします。
ご利用の2日前までにご予約ください。 ※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです

3～4名様分

・前菜各種 ・伊勢海老の2色のタリオリーニ
・フォアグラを包んだ牛ヒレ肉のパイ包み
 焼きビーフウェリントン　他

御料理仕出し

年末おせち、年末オードブル承り中！

恵庭市漁町200番地　
TEL.0123-32-3159
11:00～18:00（不定休）

※ご予約数に
　限りがございます。

オードブル（4人盛り）

16,000円
12,000円
8,000円

16,000円
12,000円
8,000円

おせち

21,000円21,000円
税込価格税込価格

※下記以外のご希望のお値段でもお作りしております。 ※仕入れ状況により内容が変わる場合もございます。

「ちゃんと見たよ」で
【おせち】1つご注文につき
茶碗蒸し3個サービス！

ご予約の締め切りは
11/19～12/20まで

年内は12/28まで通常販売
12/29～31はご予約のみの販売となります

【仕出し屋の唐揚げ 1個150円】【仕出し屋の唐揚げ 1個150円】

French Restaurant Ensemble
10,000

12/24

Instagramはこちら料理内容等 詳しくはコチラから

Café Harmony
カフェ ハーモニー姉妹店

☎20-2430 千歳市泉郷553-9（国道337号線沿い）レストラン

3,500円～（税込3,850円～）コース料理

Takeoutもできるので
パーティーにも好評です♪

ランチタイム限定

冬季はアンサンブルにてカフェ ハーモニー
のカフェランチをご用意しております！

Takeout
OK!!
Instagram

他パスタ 等他パスタ 等

道産肉の煮込みハンバーグ道産肉の煮込みハンバーグ
（自家製パン・サラダ付）（自家製パン・サラダ付）

1,200円1,200円（税込1,320円）（税込1,320円）

シーフードパエリアシーフードパエリア
（サラダ付）（サラダ付）

1,200円1,200円（税込1,320円）（税込1,320円）

《ランチ》11時～14時 《ディナー》17時～21時営業時間

水曜（11/23㊗は営業、11/24㊍は振替休）定休日 20台（無料）駐車場

年内12/25（日）まで、新年1/14（土）から営業 ★アンサンブルのコース料理は要予約

1枚

Café Harmonyで大人気の窯焼きPIZZA♪

MIX
・ソーセージ
・コーン
・チーズ

・トマトソース

（税込1,620円）
12/31（土）午前10時～お昼12時まで
レストラン アンサンブルにて

おせち・ピザ
お渡し日

最終
受付日

12/20（火）までお電話にて
※ 完売次第受付終了します。（お支払いは現金のみ）

感謝
価格
12,000円
（税込12,960円）

木箱に詰め合わせ１年の感謝価格にてご提供いたします。

限定
60個

豪華洋風おせち豪華洋風おせち 年越しPIZZA
お節ご注文のお客様に限り同時にお引渡し致します!

※イメージ写真（昨年のお
せちより）メニューの内容は
毎年変わります。

※イメージ写真

1,500円1,500円

◆お正月セット《4名様用》◆お正月セット《4名様用》

◆年越し寿司◆年越し寿司

生寿司・刺身盛り合わせ・天ぷら盛り合わせ・
白老牛すき焼き付・茶碗蒸し付

《12月25日 締切》
《12月31日 12:00～ お引き渡し》38,000円

〈
税
込
〉

3,000円
〈
税
込
〉

☎23-5656
千歳市幸町6丁目1-17

17：30～22：00

☎23-4035
千歳市清水町6丁目2-2

11：30～14：00（ランチ）
17：00～22：00

海
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天
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老
天
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天
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営業
時間


