営業時間のご案内

ご予約特典

〜 今年も、楽しんで頂けますように♥ 〜

お渡し期間 12/22
（火）
〜12/25
（金）
まで

予約特典 12/14
（月）
まで

ベルギー生チョコデコレーション
4号
5号
6号

５号

7号

め
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薦
人薦
お
お
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数量限定

ニュー・グラン・モンブラン

４号

2,778円（税抜）
3,000円（税込）

数量限定

５号
５号

3,704円（税抜）
4,000円（税込）

木苺のチーズケーキ〜For X'mas〜

平 素より人 気の木 苺のチーズ
ケーキのクリスマスバージョンで
す。底のスポンジの間にはラズベ
リーのジャムと香り高いシロップ
が隠れています。間には木苺（ラ
ズベリー）ホールをサンドしレア
チーズケーキに仕上げた
食べやすいケーキです。

5号丸相当

2,760円（税抜）
2,980円（税込）

3,963円（税抜）
4,280円（税込）

7号丸相当

4,769円（税抜）

3,982円（税抜）

5,150円（税込）

4,300円（税込）

５号丸

4,815円（税抜）

数量限定

５号
５号 ４,000円（税抜）

４,320円（税込）

レイブ・ドゥ・フレーズ

５号

3,241円（税抜）
3,500円（税込）

5,556円（税抜）
6,000円（税込）

数量限定

４号

3,056円（税抜）
3,300円（税込）

数量限定

NEW!!

５号
５号

4,074円（税抜）
4,400円（税込）

贅沢チーズタルト〜For X'mas〜

数量限定

平素より人気のモンブラン・モ
ウのクリスマスアレンジです。
食べやすいむき栗のクリーム
の中には、スポンジ生地や
生クリーム、はちみつ風
味のリンゴが入り、酸味
や 食 感 のアクセントと
なっています。

４号

2,778円（税抜）
3,000円（税込）

5号

3,149円（税抜）

6号

3,797円（税抜）

7号

4,630円（税抜）

2,500円（税込）
3,400円（税込）
4,100円（税込）
5,000円（税込）

6号

5号丸相当

NEW!!

NEW!!

４号
５号

3,518円（税抜）
3,800円（税込）

レジェ・ショコラ〜For X'mas〜
平素より人気のレジェ・ショコ
ラのクリスマスケーキです。ベ
ルギー産のガナッシュクリーム
とココアスポンジに木苺のシ
ロップを忍ばせました。仕上げ
の北海道産生クリームとの相
性が 抜 群な軽やかな
ケーキです。

3,600円（税込）

2,315円（税抜）

お渡し日 ＿＿月＿＿日＿＿時頃
・シャンメリー ＿本
お 名 前

＿＿＿＿＿＿＿＿

お電話番号

＿＿＿＿＿＿＿＿

受付日／担当
／
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

モンブラン・モウ〜For X'mas〜

平素より人気の贅沢チーズタ
ルトのクリスマスアレンジで
す。ベイクドチーズケーキの
上に濃厚なチーズムースを
のせたチーズ好きには人気
のケーキです。
６号サイズ（直
径18ｃｍ）にサイズアップ
され豪華になりました。

3,333円（税抜）

・ベルギーチョコデコ
4号＿台/5号＿台/＿号＿台
・フレジェ 5号丸相当＿台/
6号丸相当＿台/＿号丸相当＿台
・生クリデコ
4号＿台/5号＿台/＿号＿台
・Ｇモンブラン 4号＿台/5号＿台
・ピスターシュ 4号＿台/5号＿台
・キャメルチョコモンブ
4号＿台/5号＿台
・モンブラン・モウ
4号＿台/5号＿台
・木苺のチーズケーキ ＿台
・レイブフレーズ ＿台
・チーズタルト ＿台
・レジェショコラ ＿台
計＿＿台

北海道産の生クリームをたっぷりと使用し、
国産の苺を2
層にサンド。
間違いなしとはこの事です。
（＾̲＾）
5号サイズが、
お買得価格となっております！

キャラメル・ショコラのモンブラン

今年のイチオシケーキです。厚さ約
2.5ｃｍのクルミ入りチョコタルトの上
には、香ばしいキャラメルの生クリー
ムと刻み栗、それを覆うようにベ
ルギーチョコの生クリームを
絞り、外側にはザクザクの
キャラメルナッツを飾りまし
た。色々な味や食感のハー
モニーをお楽しみ下さい。

4号

５号

4層のスポンジと3層の生クリームの中にスライ
スした苺をサンドしました。通常の丸デコケーキ
の重さ1.5倍にもなりますが、
もたれる事なく頂
けるケーキです。飾りも豪華な当店の看板ケー
キを是非、
クリスマスにお召し上がり下さいませ。

モン・ベール・ピスターシュ

外側のクリームは、苺とホ
ワイトチョコを生クリーム
と合わせ濃厚に。中は、苺
が香る生クリームとラズベ
リーをサンド。
リアルな木
こりとサンタ・トナカイも
愛嬌があって楽しいケー
キです。

8号丸相当

相当

5,200円（税込）

3,240円（税込）

生クリームデコレーション

6号丸相当

3,600円（税込）

3,000円（税抜）
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3,680円（税込）

3,334円（税抜）

４号

(４連休となります）

め
気め
薦
人薦
お
お
1.2

3,408円（税抜）

2,650円（税込）

美しいグリーンの色はピスタチ
オと生クリームの色。中は、
３層
のスポンジの間に白桃・黄桃・
ラズベリーが生クリームと共
にサンドされています。分
厚い土台は食べ応えの
ある、
チョコレートとアー
モンド粉のクルミ入りタ
ルトになっています。

1/4（月）〜1/7（木）お正月休み

︿キリトリ線﹀

和栗と２種類のフランス産マロ
ンクリームのモンブランです。
ミ
ルク感を増した栗のクリームと、
栗入りのアーモンド粉入りタ
ルトが食べやすく、お子様
から大人まで楽しんで頂
けます。中は、刻み栗とス
ポンジ、生クリームといた
る所に栗が隠れています。

5号丸相当

フレジェ

2,454円（税抜）

数量限定

年末・年始の 12/31は18：00まで
営業時間
元旦〜1/3（10：00〜17：00）

★ご予約は、全て前金でお願い致します。
★ご入店の際は、マスク着用でお願い致します。
★３密を避け、少人数でご来店お願い致します。

..1
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ベルギー産のチョコレートで作ったガナッシュクリーム
（チョコクリーム）
を使用し、
ラズベリーを２枚のスポンジ
でサンドしました。
スポンジ生地に忍ばせた苺＆ラズベリーのシロップの香
りがチョコクリームとよく合います。

★12/21（月）は代休します。
12/23（水）は営業します。

当店は、牛久市の地域振興券
「ハートフルクーポン」がご利用できます
お願い

今年のテーマは、モンブラン
。平素より人気のモンブランやクリスマスでしかお作りしないモンブラン
を計４種類ご用意致しました。その中でも今年のイチオシは、
「 キャラメル・ショコラのモンブラン」です。
香ばしいキャラメルの生クリームやキャラメルナッツ、ベルギーチョコを使用した逸品。モンブラン・モウは
店頭でも人気の食べやすく、
リンゴの食感が楽しいケーキです。
レイブ・ド・フレーズもリニューアル。濃厚な
チーズがお好きな方には、贅沢チーズタルトがお勧めです。
ご予約日 本日〜12/20（日）
まで

O P E N / 10：00 CLOSE / 19：00
定 休日 / 水曜日（祝日の場合は営業、翌木曜日休み）

★12/14（月）
までにご予約頂きます
と、全てのケーキ、
１台につき１本
シャンメリーをプレゼント致します！

2,760円（税抜）
2,980円（税込）

製造数に限りがある為、
予約を締め切る場合もございます。 価格は全て税込です。 デザインを若干変更する場合がございます。 ※ケーキを切る時は、
熱いお湯でナイフを温め、
水分を拭き取ってから切ると切れやすいです。

・ベルギーチョコデコ
4号＿台/5号＿台/＿号＿台
・フレジェ 5号丸相当＿台/
6号丸相当＿台/＿号丸相当＿台
・生クリデコ
4号＿台/5号＿台/＿号＿台
・Ｇモンブラン 4号＿台/5号＿台
・ピスターシュ 4号＿台/5号＿台
・キャメルチョコモンブ
4号＿台/5号＿台
・モンブラン・モウ
4号＿台/5号＿台
・木苺のチーズケーキ ＿台
・レイブフレーズ ＿台
・チーズタルト ＿台
・レジェショコラ ＿台
計＿＿台

お渡し日 ＿＿月＿＿日＿＿時頃
・シャンメリー ＿本
お 名 前

＿＿＿＿＿＿＿＿

お電話番号

＿＿＿＿＿＿＿＿

受付日／担当
／
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

