
NEWS RELEASE
2018 年 7月 31日 

株式会社沖縄ファミリーマート 

株式会社沖縄ファミリーマート（所在地：沖縄県那覇市/代表取締役社長：野﨑真人/以下：沖縄ファ
ミリーマート）は、今年も旧盆用商品のご予約を 2018 年 7月 31日(火)午前 10時より開始致します。 

■今年の旧盆は8月 23日(木)、24 日(金)、25(土)！ 
 沖縄重箱、オリジナルのオードブル、ウンケージューシーなど旧盆需要に対応した商品 21 アイテムを県内ファミ
リーマート全店にてご予約承ります。 

■「2018 年旧盆用ご予約商品詳細」 
【ご予約期間】 
2018年 7月 31日(火)午前10時～8月20日(月) まで 
【お渡し期間】 
2018 年 8月 23日(木)～2018 年 8月 25日(土) 
 ※受取時間：沖縄本島＝朝 7時以降

伊江島＝昼 12時以降
           久米島＝15時以降

宮古・石垣島＝19時以降
【ご予約承り店舗】 
沖縄県内ファミリーマート各店 
【T ポイントプラスキャンペーン】 
  お会計の際、T カードをご提示いただくと、 
  対象 16 アイテムに 25～300 T ポイント付与。 
  ※キャンペーンポイントはご購入日の 3日後に加算され、 
    レシートに表示されます。 

沖縄ファミリーマートは地元沖縄企業として、沖縄を元気に、地域に愛される企業を目指し、地元に密着し
たさまざまな商品を展開してまいります。 

以上 

旧盆オードブル 
2018 年 7月 31 日（火）よりご予約受付開始！ 
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【参考資料】
＜商品情報＞※すべての商品が数量限定となります。
【沖縄重箱 大】 【商品名】沖縄重箱（大） 

【価格】本体：4,612円、税込：4,980 円 
【内容】三枚肉、ごぼう、こんにゃく、厚揚げ、田芋揚煮(加
工田芋使用)、魚天ぷら、赤かまぼこ、カステラかまぼこ、昆
布の9品が入った伝統的な沖縄重箱です。(厚揚げ豆腐は
カットして揚げており、ビニール袋にいれております) 
【サイズ】幅 235×奥行 235×高さ 48㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 300pt 

【沖縄重箱 小】 【商品名】沖縄重箱（小） 
【価格】本体：2,760円、税込：2,980 円 
【内容】三枚肉、ごぼう、こんにゃく、厚揚げ、田芋揚煮(加
工田芋使用)、魚天ぷら、赤かまぼこ、カステラかまぼこ、昆
布の9品が入った伝統的な沖縄重箱です。(厚揚げ豆腐は
カットして揚げており、ビニール袋にいれております) 
【サイズ】幅 180×奥行 180×高さ 43㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 150pt 

【オードブル 大】 【商品名】オードブル（大） 
【価格】本体：3,000円、税込：3,240 円 
【内容】フライドポテトとウインナー、ブロッコリーと玉子のシーザ
ーソース和え、鶏肉チーズ大葉巻きカツ、紅芋胡麻だんご、
鶏唐揚げ、具入りオムレツ風玉子焼き、海老フライ(タルタル
ソース小袋付き)、チーズハンバーグ(トマトソース)、ペッパー
ハムポテトサラダ巻き（ハニーマスタードソース） 
【サイズ】幅 350×奥行 350×高さ 65㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 200pt 

【オードブル 小】 【商品名】オードブル（小） 
【価格】本体：2,000円、税込：2,160 円 
【内容】フライドポテトとウインナー、ブロッコリーと玉子のシーザ
ーソース和え、鶏肉チーズ大葉巻きカツ、紅芋胡麻だんご、
鶏唐揚げ、具入りオムレツ風玉子焼き、海老フライ(タルタル
ソース小袋付き)、チーズハンバーグ(トマトソース)、ペッパー
ハムポテトサラダ巻き（ハニーマスタードソース） 
【サイズ】幅 300×奥行 300×高さ 55㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 150pt 
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【ロワジールホテル那覇 
特製和洋中オードブル「花風」】 

【商品名】特製和洋中オードブル「花風」 
【価格】本体：9,259円、税込：10,000円 
【内容】茶そば寿司、サーモンとフロマージュテリーヌ、白身魚
のトマトとチーズ焼き、プチシューピンチョス～ポテトとバジル、
鴨スモークレモンフレーバー、スモークチキン粒マスタード風
味、野菜のコンポジション、パテドカンパーニュ、ビーフガランテ
ィーン、ドライフルーツ、サーモン幽庵焼き、鯛塩焼き、銀鱈
西京焼き、葉地神、花いか、カステラ蒲鉾、三枚肉、叩き牛
蒡、捻り蒟蒻、鮪昆布巻き、島楽京土佐和え、銀杏・袱紗
串打ち、鶏軟骨艶煮、牛肉隠元巻き、チャーシュー、蒸し
鶏の葱ソース、クルミの飴炊き、有頭海老の生姜ソース、ゴ
ーヤーの干し海老和え、ホタテ貝柱のジャスミン茶スモーク、
青ザーサイの香り和え、椎茸の煮しめ、竹の子の蝦子煮込
み 
【サイズ】幅390×奥行340×高さ95㎜（8～10人前）
※Ｔポイントプラス：対象外 
※特典：抽選でロワジールホテル那覇「ランチビュッフェ 1 名
様分」を 15 名様にプレゼント！ 

【ロワジールホテル那覇 
特製和中オードブル「龍海」】 

【商品名】特製和中オードブル「龍海」 
【価格】本体：7,408円、税込：8,000 円 
【内容】スパイシーなスペアリブと彩り野菜、剥き海老のチリソ
ース仕立て、広東風パリパリチキン（沖縄県産若鶏半身使
用）、牛フィレ肉のサイコロ炒めトーチ風味、鮪昆布、袱紗
焼き、塩豚、楽京土佐和え、紅白膾、合鴨燻製焼き、サー
モン塩焼き、銀鱈西京焼き、鰆幽庵焼き、レモン、葉地神、
天使海老の塩焼き、小芋田舎煮、筍土佐煮、人参、絹さ
や 
【サイズ】幅 400×奥行 400×高さ 60㎜（6～8人前）
※Ｔポイントプラス：対象外 
※特典：抽選でロワジールホテル那覇「ランチビュッフェ 1 名
様分」を 15 名様にプレゼント！ 
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【ラグナガーデンホテル 和食オードブル】 【商品名】和食オードブル 

【価格】本体：10,000 円、税込：10,800円 
【内容】青菜と椎茸のお浸し、膾甘酢・海月酢、南京含ま
せ、花蓮根含ませ、牛蒡旨煮、椎茸旨煮、大根諸味噌、
ヤングコーン炙り、里芋含ませ、茄子の海鮮挟み揚げ、女鯒
彩り揚げ、蒸し煮豚ロース揚げ甘酢、鶏もも肉の西京焼き、
鱒照焼き、合鴨ロース山椒漬け、ミニ鮑旨煮、有頭海老生
姜煮、二色パプリカ甘煮、ブロッコリー、粟麩 
【サイズ】幅 360×奥行 360×高さ 60㎜（7～8人前）
※Ｔポイントプラス：対象外 
※特典：抽選でラグナガーデンホテル「ペアランチ券」を 3名
様にプレゼント！ 

【ラグナガーデンホテル 洋食オードブル】 【商品名】洋食オードブル 
【価格】本体：10,000 円、税込：10,800円 
【内容】オマール海老テールとの海の幸マリネ、スモークサーモ
ンパストラミとズワイガニ爪のマリネ、スモークチキン、黒糖ポー
クとオリーブのピンチョス・マーブルチーズ、色々野菜のピクルス
(人参 2種・プチトマト・大根・キュウリ)、有頭海老のマリネア
ロマートソース、ローストビーフ ポン酢添え、ローストポーク、
パテドカンパーニュ、チキンガランティーヌ、ポテトサラダ 
【サイズ】幅 360×奥行 360×高さ 60㎜(7～8人前) 
※Ｔポイントプラス：対象外 
※特典：抽選でラグナガーデンホテル「ペアランチ券」を 3名
様にプレゼント！ 

【ラグナガーデンホテル 中華オードブル】 【商品名】中華オードブル 
【価格】本体：10,000 円、税込：10,800円 
【内容】海老のチリソース青菜添え、合鴨の山椒風味、鱈の
ハーブ揚げ 4個と五目揚げ餅 3個、たまんの黒豆炒め、三
色パプリカ、しめじ、インゲン、姫竹の炒め、人参、豚ひき肉、
ザーサイ、紋甲イカの生姜風味、キュウリ、黒酢の酢豚、豚ロ
ース12個、下盛りサラダ、棒棒鶏(みつせ鶏)、飾りキュウリ、
デンファーレ、有頭エビ、R オニオンパセリ、クラゲの和え物、な
ます添え、帆立の和え物、海草サラダ、牛ロースの四川唐辛
子炒め 
【サイズ】幅 360×奥行 360×高さ 60㎜(7～8人前) 
※Ｔポイントプラス：対象外 
※特典：抽選でラグナガーデンホテル「ペアランチ券」を 3名
様にプレゼント！ 
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【助六寿司重箱 大】 【商品名】助六寿司重箱（大）

【価格】本体：1,343円、税込：1,450 円 
【内容】いなり寿司12個、助六太巻12 個 
【サイズ】幅 235×奥行 235×高さ 48㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 100pt 

【助六寿司重箱 小】 【商品名】助六寿司重箱（小）
【価格】本体：815円、税込：880円 
【内容】いなり寿司6個、助六太巻 8個 
【サイズ】幅 180×奥行 180×高さ 43㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 50pt 

【にぎり寿司盛り合わせ 48貫】 【商品名】にぎり寿司盛り合わせ 48貫 
【価格】本体：3,980円、税込：4,298 円 
【内容】まぐろにぎり 16 貫、玉子にぎり 4貫、やりいかにぎり
4貫、しめ鯖にぎり 4貫、いくら軍艦 4貫、寿司海老にぎり
4貫、焼サーモンにぎり 4 貫、銀鮭にぎり 4貫、たこにぎり 4
貫をセットにしました。(ガリ生姜、醤油、わさび付き) 
【サイズ】幅 348×奥行 348×高さ 45㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 300pt 

【にぎり寿司盛り合わせ 24貫】 【商品名】にぎり寿司盛り合わせ 24貫 
【価格】本体：1,980円、税込：2,138 円 
【内容】まぐろにぎり 6 貫、玉子にぎり 3 貫、やりいかにぎり 3
貫、いくら軍艦３貫、寿司海老にぎり 3貫、銀鮭にぎり 3
貫、しめ鯖にぎり 3貫をセットにしました。(ガリ生姜、醤油、
わさび付き) 
【サイズ】幅 280×奥行 280×高さ 45㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 150pt 
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【おむ寿司セット】 【商品名】おむ寿司セット 

【価格】本体：1,297円、税込：1,400 円 
【内容】いなり寿司6個と助六太巻(厚焼玉子・きゅうり・か
に風味かまぼこ・しいたけ・かんぴょう・おぼろ)6 個と、おむす
び6個(ジューシーおむすび2個・梅おむすび2個・もち麦入
り鮭わかめおむすび 2個)をセットにしました。(ガリ生姜、醤
油付) 
【サイズ】幅 235×奥行 235×高さ 48㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 100pt 

【ウンケージューシー 大】 【商品名】ウンケージューシー(大) 
【価格】本体：723円、税込：780円 
【内容】椎茸、人参、ひじき、肉そぼろの入った鰹だしベース
のジューシーです。 
【サイズ】幅 235×奥行 235×高さ 45㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 50pt 
※ウンケー8/23(木)のみの 1日限定商品 

【ウンケージューシー 小】 【商品名】ウンケージューシー(小) 
【価格】本体：399円、税込：430円 
【内容】椎茸、人参、ひじき、肉そぼろの入った鰹だしベース
のジューシーです。 
【サイズ】幅 200×奥行 200×高さ 40㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 25pt 
※ウンケー8/23(木)のみの 1日限定商品 

【白もち(砂糖入り)セット】 【商品名】白もち(砂糖入り)セット 
【価格】本体：1,572円、税込：1,697 円 
【内容】沖縄の行事に欠かせないお餅のセット。定番の白も
ち(砂糖入り)が 15 個入っています。 
【サイズ】幅 210×奥行 210×高さ 40㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 100pt 

【もちセット(大)】 【商品名】もちセット(大) 
【価格】本体：1,572円、税込：1,697 円 
【内容】沖縄の行事には欠かせないお餅のセット。定番の 3
アイテム(大福餅・きなこ餅・よもぎ餅)が各 5個ずつ入ってい
ます。(合計 15個入り) 
【サイズ】幅 230×奥行 230×高さ 60㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 100pt 
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【もちセット(小)】 【商品名】もちセット(小) 

【価格】本体：943円、税込：1,018 円 
【内容】沖縄の行事には欠かせないお餅のセット。定番の 3
アイテム(大福餅・きなこ餅・よもぎ餅)が各 3個づつ入ってい
ます。(合計 9個入り) 
【サイズ】幅 210×奥行 210×高さ 40㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 50pt 

【焼き菓子セット 7個入り】 【商品名】焼き菓子セット 7個入り 
【価格】本体：695円、税込：750円 
【内容】レモンケーキ 2個、かるかん白 1個、かるかん赤 1
個、マドレーヌ 1 個、アーモンドケーキ 1個、くんぺん 1個。 
(全 7 品) 
【サイズ】幅 220×奥行 220×高さ 55㎜ 
※Ｔポイントプラス：1点につき 50pt 

【お供えセット】 【商品名】お供えセット 
【価格】本体：880円、税込：950円 
【内容】バナナ 3本、りんご 1個、オレンジ 1個、グレープフ
ルーツ 1個、キウイフルーツ 1個の 5種の盛り合わせです。
※Ｔポイントプラス：1点につき 50pt 
※宮古・石垣除く 

＜ロワジールホテル那覇 特製オードブル 特典＞ 
 ご予約いただいたお客さまの中から抽選でロワジールホテル那覇「ランチビュッフェ 1 名様分」を 15 名様にプレ
ゼント致します。 
＜ラグナガーデンホテル 特製オードブル 特典＞ 
 ご予約いただいたお客さまの中から抽選でラグナガーデンホテル「ペアランチ券」を 3名様にプレゼント致します。 

＜株式会社沖縄ファミリーマート＞ 
設立日：1987 年 10 月 2日 
住 所：沖縄県那覇市港町 3-4-18 
代 表：代表取締役社長 野﨑 真人 
店舗数：324店 ※2018年 7月 31日現在 


