2021 年 11 月 19 日
株式会社相鉄ビルマネジメント

クリスマスの準備はジョイナスで！おうちクリスマスを華やかに彩るフードが盛りだくさん！

「JOINUS Christmas 2021」
ジョイチャンネルでは、クリスマスを楽しむファッション・ギフトなどを豊富にご紹介！

相鉄グループの㈱相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・森村幹夫）が運営するジョイナスは、2021 年 11 月 25
日(木)から「JOINUS Christmas 2021」を開催します。今年のおうちクリスマスを華やかに彩るクリスマスパーティーフードを
豊富に取り揃えています。
また、オリジナル動画サイト「ジョイチャンネル」では、クリスマスを楽しむヒントが詰まったオリジナル動画を公開いたします。

メインビジュアル

（左：「JOINUS Christmas 2021」 右：ジョイチャンネル「JOINUS Christmas」）

「JOINUS Christmas 2021」では、豪華なクリスマスケーキやふっくらジューシーな国産もも焼きなどクリスマスを華やかに彩
るおうちで楽しめるパーティーフードを豊富にご用意しています。
ジョイナスオリジナル動画サイト「ジョイチャンネル」では、『JOINUS Christmas』と題し、自分用にも欲しくなるプチギフトか
ら、大切な人に贈りたいちょっぴりリッチなスペシャルギフトをご紹介。この冬のオススメお出かけコーデも合わせてご紹介しま
す。
また、お世話になったあの人へ感謝の気持ちを伝える、ジョイナス「2021 冬ギフト」も開催！年末のご挨拶にぴったりな
贈り物や手土産、お歳暮が揃います。
ぜひこの機会に、華やかなクリスマスフードやギフトが揃うジョイナスへお越しください。

■「JOINUS Christmas 2021」 概要
【開催期間】

2021 年 11 月 25 日(木) ～ 12 月 25 日(土)
※12 月 23 日(木)～25 日(土)は、１F 催事広場にて、クリスマス特設催事を開催！

【会場】

B1「ダイヤキッチン」「生鮮市場」・１F スイーツ&フード店舗

【おすすめフード】
＜銀座コージーコーナー＞

苺サンドショート（5 号）
3,900 円（税込）
ふんわり焼き上げたスポンジに、乳味
豊かな生クリーム入りホイップクリームと
苺をサンドした人気 No.1 商品。
/ B1 ダイヤキッチン
※12/18〜12/25 まで

＜日本一＞

国産もも焼き
680 円（税込）
クリスマスに欠かせない、甘めの醤油ダ
レが香ばしく、ふっくらジューシーで
優しい味わいの一品。
/ B1 ダイヤキッチン
※12/23〜12/25 まで

＜ナポリの下町食堂 デリカテッセン＞

クリスマス前菜盛り合わせ
1,280 円（税込）
魚介類のマリネ、サラダや鴨のスモークなど
6 種類の料理が楽しめる盛り合わせで、
食卓を一層華やかに。
/ B1 ダイヤキッチン

■ジョイナスオリジナル動画サイト ジョイチャンネル『JOINUS Christmas』 概要
【公 開 日】

2021 年 11 月 16 日（火）～ 順次公開

【U

https://campaign.sotetsu-joinus.com/

R

L】

※公開された動画はジョイナス公式インスタグラム（＠joinus.official）からもご覧いただけます。
【配信スケジュール・内容】
テーマ①

： 「冬のオススメお出かけコーデ」
～お出かけが増えるこの季節にぴったり！シーン別コーデをご紹介～

第 1 回：11 月 16 日(火)
参加店舗

フロア

ミッシュ マッシュ

B1

グレースコンチネンタル ザ・バンケット

1F

第 2 回 11 月 18 日(木)
参加店舗

フロア

アーバンリサーチ ロッソ

2F

ココディール

B1

第 3 回 11 月 19 日(金)
参加店舗

フロア

ジーナシス

4F

ロイス クレヨン

B1

テーマ②

： 「クリスマスを彩るギフト&グッズ」
～プチギフトから大人の贈り物、パーティーグルメまで勢揃い！～

第 1 回：12 月 1 日(水) 公開
「自分用にも欲しくなるプチギフト５選」
参加店舗

フロア

イニスフリー

1F

キャトルセゾン

B1

グラフィア

2F

サンリオ ビビティックス

3F

パパブブレ

1F

第 2 回：12 月 3 日(金) 公開
「大人のプレゼントにぴったり。スペシャルギフト５選」
参加店舗

フロア

アートジュエリー

B1

エイチエムエス ウォッチストア

3F

トプカピ

1F

フレッドペリー

1F

レン

B1

第 3 回 ：12 月 7 日(火) 公開
「おうちパーティーの全部がそろう！クリスマスグルメ&グッズ 10 選」
参加店舗

フロア

グルメ
オステリア ウーヴァ・ラーラ

B2[JOINUS DINING]

カルディ コーヒーファーム

B1[ダイヤキッチン]

銀座コージーコーナー

B1[ダイヤキッチン]

ナポリの下町食堂 デリカテッセン

B1[ダイヤキッチン]

日本一

B1[ダイヤキッチン]

ポンパドウル ダイヤキッチン店

B1[ダイヤキッチン]

グッズ
キッチンキッチン

1F

ケユカ

3F

ナチュラルキッチン アンド

B1

フランフラン

3F

※公開日・公開内容は予告なく変更する場合がございます。

■2021 年冬ギフト 概要
年末のご挨拶にぴったりな手土産やお歳暮など冬ギフトを豊富に取り揃えています。
お世話になったあの人へ、感謝の気持ちを伝える贈り物をぜひジョイナスで。
【期間】

2021 年 11 月 19 日(金) ～ 12 月 31 日(金)

■期間限定 全国無料配送
期間中、ジョイナスポイントカードまたは相鉄ショッピングセンターアプリの会員証のご提示で 1 店舗 1 配送、3,000 円(税
抜)以上のお買い上げ商品を全国に無料配送いたします。
【期間】

2021 年 11 月 19 日(金) ～ 12 月 31 日(金)
※ジョイナス横浜のみのサービスとなります。
※お買い上げ店舗にて配送手続きをお願いいたします。
※複数店舗の合算はできませんので予めご了承ください。
※一部店舗は対象外です。詳しくは各店舗へご確認ください。
※無料配送は一部離島等を除きます。

※記載のキャンペーン等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予告なく変更または中止する場合がございます。
※ジョイナスでは、館内の消毒清掃や換気設備運転強化等により新型コロナウイルス感染拡大防止に努めております。
ご来館の際は、マスク着用やソーシャルディスタンス等、感染拡大防止策へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。
また、営業時間は、今後の状況により予告なく変更する場合がございます。ご来館前に、ジョイナスホームページにて
ご確認ください。

