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生デコレーション
苺飾り

いろんな H a p p y を
み ん な とケ ー キ で
シェアしよう！

4号 ¥2,500

/ 5号 ¥3,000 / 6号 ¥3,500
/ 7号2段サンド ¥6,000
8号1段サンド ¥8,000 / 8号2段サンド ¥10,000
9号 ¥15,000 / 10号 ¥20,000
7号1段サンド ¥5,000

大粒の苺が丸ごと飾られたストラスブールの「生デコ
レーション苺飾り」
は、
まさに
「ケーキの王様」
といった
風格をかもし出す圧倒的な存在感。100％フレッシュ
クリームと旬の苺が絶妙なハーモニーを奏でます。

ハッピーバースデー！
生まれて来てくれてありがとう。
卒業おめでとう！
よく頑張ったね。
二人のアニバーサリー！
これからもよろしくね。
今までありがとう！
この先の人生も幸せであります様に。
１つのケーキをシェアすると、みんなが 笑顔になる。
いろんな Happy をみんなで分け合える。
ストラスブールのケーキから、
みんなに Happy が 届きます様に。

- Share Happiness with Cakes -

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ 7 号サイズ以上は仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

生クリーム
苺

プレーンスポンジ
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生デコレーション
フルーツ飾り
4号 ¥2,500

/ 5号 ¥3,000 / 6号 ¥3,500
7号1段サンド ¥5,000 / 7号2段サンド ¥6,000
8号1段サンド ¥8,500 / 8号2段サンド ¥10,500
9号 ¥15,000 / 10号 ¥20,000
彩り鮮やかなフルーツが飾られたストラスブールの
「生デコレーションフルーツ飾り」は、

100 ％フレッシュクリームと旬のフルーツが絶妙な
ハーモニーを奏でたデコレーションケーキ。フルーツ
の重みをしっかりと支え、なおかつ口どけの良いスポ
ンジは作り手の緻密で繊細な計算から完成したスト

生デコレーション
苺飾り（苺多め）

季節のフルーツ

5号 ¥3,600

生クリーム

苺

プレーンスポンジ

/ 6号 ¥4,300

大粒の苺が山盛りに飾られた「生デコレーション苺飾
り（苺多め）」は、その名の通り苺たっぷり。苺が大好き
な人に是非お召し上がり頂きたいデコレーションケー
キです。
同じ価格でチョコレートクリーム、チョコレートスポ
ンジでお作りする事も可能です。
チョコ
デコに
変更可

苺大盛り

ラスブールの自信作です。

生クリーム
苺
プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

生デコレーション
フルーツ飾り（フルーツ多め）
5号 ¥3,800

/ 6号 ¥4,500

相性の良い旬のフルーツを山盛りに飾った
「生デコレー
ションフルーツ飾り
（フルーツ多め）
」
。
その場を華やか
に魅せてくれる豪華なデコレーションケーキです。
同じ価格でチョコレートクリーム、チョコレートスポ
ンジでお作りする事も可能です。
チョコ
デコに
変更可

季節のフルーツ大盛り
生クリーム
苺

プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※賞味期限は当日中となります。

※ 7 号サイズ以上は仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
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生デコレーション
フルーツ飾り
（苺多め）
フィンガー付き

角デコレーション
苺飾り
7号1段サンド ¥6,500

5号 ¥4,000 / 6号 ¥4,900

7号2段サンド ¥7,500
8号1段サンド ¥10,000

苺が大好きな方の為に、フルーツ山盛りの中でも特に
苺を多めに飾りつけ、周りにはサクサクのフィンガー
と太いリボンを巻いた、とっても可愛いデコレーショ
ンケーキです。

8号2段サンド ¥12,000

ケーキの中で１番人気の生デコレー
ション苺飾りを四角く仕上げたのが
こちらの商品。四角く仕上げる事で
とても豪華な印象になりますので、
特別なお祝い事等にぴったり。
同じ価格でチョコレートクリーム、
チョコレートスポンジでお作りす

※賞味期限は当日中となります。
生クリーム

ンジでお作りする事も可能です。
季節のフルーツ（苺多め）

06

る事も可能です。

チョコ
デコに
変更可

同じ価格でチョコレートクリーム、チョコレートスポ

チョコ
デコに
変更可

ストラスブールのデコレーション

苺

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

プレーンスポンジ
※1 段サンドの場合のイラストです。

生クリーム
苺
フィンガークッキー
プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

角デコレーション
フルーツ飾り
7号1段サンド ¥6,500
7号2段サンド ¥7,500
8号1段サンド ¥10,500
8号2段サンド ¥12,500

生デコレーション
フルーツ飾り（フルーツ多め）
フィンガー付き

ストラスブールのデコレーション
ケーキの中で大人気の生デコレー
ションフルーツ飾りを四角く仕上げ
たのがこちらの商品。四角く仕上げ
る事でとても豪華な印象になります
ので、
特別なお祝い事等にぴったり。
同じ価格でチョコレートクリーム、
チョコレートスポンジでお作りす
る事も可能です。

チョコ
デコに
変更可
季節のフルーツ

※賞味期限は当日中となります。

生クリーム

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

苺

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

5号 ¥4,200 / 6号 ¥5,100

プレーンスポンジ

「生デコレーションフルーツ飾り（フルーツ多め）」の

※1 段サンドの場合のイラストです。

周りにフィンガーを飾り付けたデコレーションケー
キ。山盛りのフルーツに加え、サクサクのフィンガー
や太いリボンでさらに可愛く豪華に仕上げました。
同じ価格でチョコレートクリーム、チョコレートスポ

生デコレーション
2段（6号+4号）

ンジでお作りする事も可能です。
季節のフルーツ大盛り

チョコ
デコに
変更可

生クリーム
苺
フィンガークッキー
プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

チョコ
デコに
変更可

デコレーションケーキの中でも大人
気の生デコレーションフルーツ飾り
を更に豪華に2段重ねにした
「生デコ
レーション2段」
。
特別な記念日や特別

¥6,600

なお祝い事にピッタリ。
贅沢な気分を
味わえる事間違い無しの一品です。

季節のフルーツ

同じ価格でチョコレートクリーム、

苺

チョコレートスポンジでお作りす

季節のフルーツ

る事も可能です。

生クリーム

※賞味期限は当日中となります。

苺
フィンガークッキー

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

プレーンスポンジ

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。
※大きく重量のあるケーキの為、お車でのお持ち帰りをお勧め致します。
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07 生チョコデコレーション

生チョコデコレーション
フルーツ飾り

苺飾り

4号 ¥2,500

/ 5号 ¥3,000 / 6号 ¥3,500
/ 7号2段サンド ¥6,000
8号1段サンド ¥8,000 / 8号2段サンド ¥10,000
9号 ¥15,000 / 10号 ¥20,000
7号1段サンド ¥5,000

大粒の苺が丸ごと飾られたストラスブールの「生チョ
コデコレーション苺飾り」
は、
甘さをおさえたショコラ
ベースのデコレーションケーキです。マイルドかつコ
クのある独特の味を是非お楽しみ下さい。
ご予約でおつくりする場合のみ、間の苺サンドをクル
ミサンドに変更する事が可能です。

チョコクリーム
苺 or クルミ

チョコスポンジ

4号 ¥2,500

/ 5号 ¥3,000 / 6号 ¥3,500
/ 7号2段サンド ¥6,000
8号1段サンド ¥8,500 / 8号2段サンド ¥10,500
9号 ¥15,000 / 10号 ¥20,000
7号1段サンド ¥5,000

彩り鮮やかなフルーツが飾られたストラスブールの
「生チョコデコレーションフルーツ飾り」は、甘さを控
えたショコラベースのデコレーションケーキ。味はも
ちろんのこと、そのゴージャスなビジュアルは食後の
テーブルの主役を飾るにふさわしい贅沢な仕上がり。
ご予約でおつくりする場合のみ、間の苺サンドをクル
ミサンドに変更する事が可能です。
季節のフルーツ
チョコクリーム
苺 or クルミ
チョコスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ 7 号サイズ以上は仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

生チョコデコレーション
ミラー飾り
5号 ¥3,800

/ 6号 ¥4,500

チョコレートの深みを感じる濃厚な「生チョコデコ
レーションミラー飾り」は、たっぷりの苺と生チョコ
を流し込んだ豪華な仕上がり。スタッフおすすめのデ
コレーションケーキです。
ご予約でおつくりする場合のみ、間の苺サンドをクル
ミサンドに変更する事が可能です。
苺
生チョコ
チョコクリーム
苺 or クルミ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※ 7 号サイズ以上は仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

チョコスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

08

PAGE

09

PAGE

ストラスショコラ
苺飾り

パヴェ・ドゥ・
ストラスブール

5号 ¥2,800 / 6号 ¥3,800

4号 ¥2,500

ケーキです。
生クリーム

みのご予約も承っております。
（スフレケーキのみ 5号 ¥2,300 / 6号 ¥3,300）

チガトーでも人気のパヴェ・ドゥ・
ストラスブールのデコレーション
ケーキです。

生チョコ マカロン

ご希望があれば、
スフレタイプのチョコレートケーキの

ションケーキ。中はチョコレートと
コクリームをサンドしています。プ

6号 ¥3,800

リームとフレッシュな苺で飾り付けをしたデコレーション

グし生チョコを飾ったデコレー
バニラの生地で生クリームとチョ

5号 ¥3,000

スフレタイプのしっとりとしたチョコレートケーキに生ク

表面をチョコレートでコーティン

チョコレートコーティング
プレーンスポンジ

チョコクリーム

チョコスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

苺
生クリーム
チョコレート
スフレケーキ

ザッハトルテ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

5号 ¥2,500

※ 6 号サイズは仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

6号 ¥3,300

アプリコットジャムをサンドした
チョコレート生地にチョコレート
をコーティングしたストラスブー
ルの「ザッハトルテ」は、オーストリ
アの代表的なデコレーションケー
キ。しっとりかつさっぱりとしてい

チョコレート
コーティング

ストラスショコラ
フルーツ飾り

るスポンジ生地を覆う薄いチョコ
レートの層は、カリッとしていて口

アプリコットジャム

ど け は 素 晴 ら し く な め ら か 。生 ク

チョコスポンジ

リームを添えて食べるのがオース
トリア流。

5号 ¥3,000 / 6号 ¥4,000

※賞味期限は、お買い上げ日を含め 3 日となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

スフレタイプのしっとりとしたチョコレートケーキに生ク

※ 6 号サイズは仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

リームとフレッシュなフルーツで飾り付けをしたデコ
レーションケーキです。
ご希望があれば、
スフレタイプのチョコレートケーキの
みのご予約も承っております。
（スフレケーキのみ 5号 ¥2,300 / 6号 ¥3,300）

ショコラ・ドゥ・
ショコラ
¥1,600
（5×5×23cm）

季節のフルーツ

せる優しい甘みのクルミは、甘みを
おさえたショコラの引き立て役。食
感面でも味覚面でも素晴らしいア
クセントのクルミは、素材にうるさ
いオーナーパティシエ寺田が信州
で巡り会った奇跡の素材。歯ごたえ

生クリーム
チョコレート
スフレケーキ

柔らかなスポンジから顔をのぞか

チョコクリーム

のある小さなクルミの大きな存在

チョコクリーム

感はストラスブールの人気者。

クルミ
チョコスポンジ

※賞味期限は当日中となります。

※賞味期限は当日中となります。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※ 6 号サイズは仕込みに日数がかかる為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。
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うさぎちゃん

くまくん

¥2,500

¥2,500

（3〜4人向け）

（3〜4人向け）

ストラスブール人気商品の生デコレーションをドー

チョコレートクリームに包み込まれているのは口ど

ム型にして、真っ白な可愛いうさぎに見立てたデコ

けのよいチョコスポンジとチョコレートクリームを

レーションケーキです。

使ったチョコバナナケーキ。目はチョコレート、鼻は
生クリーム、耳はチョコがけブッセになっています。

パルミエ
生クリーム

チョコがけブッセ
チョコクリーム

苺

バナナ

プレーンスポンジ

チョコスポンジ

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

ぽっぽくん
¥2,000
（4〜5人向け）
フレッシュな苺と生クリームをふんわりとしたスポ
ンジで包み込み、まわりにたっぷりと生クリームを
トッピング。チョコレートクッキーの車輪やフルーツ
で可愛らしく飾りました。

季節のフルーツ
生クリーム
苺
プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。

※賞味期限は当日中となります。

※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。
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カッテージチーズとクリームチー
ズの組み合わせに加えたレモンの

タルトフロマージュ

香りが後味爽やかなストラスブー
ルの「タルトフロマージュ」。素材そ
れぞれの風味が互いの風味を損な

5号 ¥1,600

うことなく均衡した調和を保って
いるのが人気の秘密。

タルトフレーズ
5号 ¥3,300

/ 6号 ¥4,500

アーモンドプードルとフレッシュバターをたっぷり
と使ったサクサクのタルト生地の上に、カスタードク
リームと旬の苺を贅沢に飾りました。ダマンド生地に
混ぜたピスタチオペーストと苺は驚く程に好相性。

ベイクド
チーズケーキ
タルト生地

苺

※賞味期限は、お買い上げ日を含め 3 日となります。

生クリーム
ピスタチオ
カスタードクリーム

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

タルト生地

タルトフロマージュ
苺飾り
5号 ¥2,200

カッテージチーズとクリームチーズの
組み合わせにレモンを加え、香り爽

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

やかに焼き上げたストラスブール自

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

慢のタルトフロマージュ。

※こちらの商品は国産苺の入荷が可能な時期のみ承っております。

その上にフレッシュな生クリームと苺

※こちらの商品は洋酒を使用しております。お子様やアルコールに弱い方はお控え下さい。

を飾りました。
苺
生クリーム
ベイクド
チーズケーキ

タルトフリュイ

タルト生地

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

5号 ¥3,300

/ 6号 ¥4,500

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

アーモンドプードルとフレッシュバターをたっぷりと
使ったサクサクのタルト生地の上に、カスタードク
リームと旬のフルーツをたっぷりと飾りました。

タルトフロマージュ
フルーツ飾り
5号 ¥2,400

カッテージチーズとクリームチーズの
組み合わせにレモンを加え、香り爽
やかに焼き上げたストラスブール自
慢のタルトフロマージュ。
その上にフレッシュな生クリームとフ
ルーツをたっぷりと飾りました。

季節のフルーツ
生クリーム

季節のフルーツ
カスタードクリーム
タルト生地

ベイクド
チーズケーキ
タルト生地

※賞味期限は当日中となります。
※賞味期限は当日中となります。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※こちらの商品は洋酒を使用しております。お子様やアルコールに弱い方はお控え下さい。
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モンブラン A
4号 ¥2,800
6号 ¥4,500

/ 5号 ¥3,800
/ 7号 ¥7,000

レアチーズ
4号 ¥2,500

/ 5号 ¥3,000 / 6号 ¥4,500

プチガトーの中でも人気商品の「レアチーズ」のホール
プチガトーの中でもとても人気のあるモンブランの
ホールタイプです。自家製のマロンペーストの中には
３段のスポンジ、カスタードクリーム、生クリーム、刻
んだ黄栗が入っています。

タイプ。酸っぱ過ぎず甘過ぎない、爽やかでさっぱりし
ているのに贅沢な味。この絶妙なバランス感覚はパ
ティシエ寺田の技の神髄です。
こちらの商品は、
「卵」
を使用せずに作る事も可能です。
季節のフルーツ

カスタード
クリーム

黄栗＆生クリーム

黄栗

レアチーズ

マロンペースト

ブルーベリー、ブラックベリー、
フランボワーズ

プレーンスポンジ
マロンペースト

プレーンスポンジ

生クリーム

クッキー生地

カスタードクリーム
刻んだ黄栗
プレーンスポンジ

※賞味期限は当日中となります。

※賞味期限は当日中となります。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※こちらの商品は 5 号サイズ以上の場合、ケーキの周りにフィンガークッキーが付きます。

モンブラン B
4号 ¥2,800

/ 5号 ¥3,800 / 6号 ¥4,500

ミルフィーユ
4号 ¥3,300

/ 5号 ¥4,500 / 6号 ¥5,500 / 7号 ¥8,000
/ 9号 ¥15,000 / 10号 ¥20,000

8号 ¥12,000
カスタードクリームをサンドしたスポンジに、丹沢産
の栗を使用した濃厚マロンクリームをたっぷりと飾

フレッシュクリームと苺を飾ったサクサクのパイの中には、

り付け。底にひいた優しい味わいのシュクレと三位一

ラズベリージャムとカスタードクリームをたっぷりとサン

体のバランスです。

ド。
隠れファンの多い、
１度食べたらやみつきになる事間
違いなしのデコレーションケーキです。

マロンクリーム
生クリーム

カスタードクリーム
渋皮栗

クッキー生地

ラズベリージャム
パイ生地
カスタード
クリーム

生クリーム
苺
ピスタチオスポンジ
カスタードクリーム
ラズベリージャム

プレーンスポンジ

パイ生地

※賞味期限は当日中となります。
※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※賞味期限は当日中となります。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※ケーキの飾り方は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※こちらの商品は国産苺の入荷が可能な時期のみ承っております。

※仕込みに日数がかかる商品の為、ご予約は余裕を持ってお願い致します。

※こちらの商品は洋酒を使用しております。お子様やアルコールに弱い方はお控え下さい。
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手描きイラストデコレーション
（フリーハンド）
¥3,500〜

❶
❷

イラストを指定の申し込みフォームよりお送り下さい。
※お渡し日の3日前までにお申し込みが必要となります。

担当者より、
お電話又はメールにて確認のご連絡を差
し上げます。
金額や飾り付けなどのご案内を行い、その後注文の
確定となります。
ご希望日にお受付け可能かも確認した上でご連絡さ
せて頂きます。

❸

ILLUST

店舗にてケーキのお渡し。
お支払いはケーキの受け取り時にお願い致します。
お申し込みフォームへ

DECORATION

世 界 に た っ た一つのオリジナルケーキが作れます。
記 念 日をより忘れられない 思い出に。

チョコプレートデコレーション
（転写）
¥3,100〜

❶

イラストやお写真を指定の申し込みフォームよりお送
り下さい。
※お渡し日の2日前までにお申し込みが必要となります。
※頂いたデータをそのまま印刷致します。
こちらで画像の修
正は出来かねます。

❷

担当者より、
お電話又はメールにて確認のご連絡を差
し上げます。
金額や飾り付けなどのご案内を行い、その後注文の
確定となります。

❸

店舗にてケーキのお渡し。
お支払いはケーキの受け取り時にお願い致します。
お申し込みフォームへ
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丸山台店

営業時間
住
所
電
話

09:30~20:00
横浜市港南区丸山台 3-11-16
045-846-28 88

N O VA 店

営業時間
住
所
電
話

09:30~19:00
横浜市港南区野庭町 1262-1
045-841-70 17

京急百貨店上大岡店

営業時間
住
所
電
話

10:00~20:00
横浜市港南区上大岡西1-6-1（B1フロア）
045-848-71 68

戸 塚 モディ店

営業時間
住
所
電
話

10:30~20:30
横浜市戸塚区戸塚町10 戸塚モディ1階
045-443-55 52

0120-288-879

（丸山台店・NOVA店）

https://stras.jp

※記載の価格は税抜表示で、2020 年 9 月現在の価格です。
※ケーキの飾り方やフルーツの内容は写真と多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※予告なく内容や価格を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

デコレーションケーキ

税込価格表 （ 2020 年 9 月現在）

カタログに記載の価格は税抜表示の為、税込価格はこちらの 価 格 表でご確 認 下さい 。

生デコレーション苺飾り 4号 ¥2,700 / 5号 ¥3,240 / 6号 ¥3,780 / 7号1段サンド ¥5,400 / 7号2段サンド ¥6,480
8号1段サンド ¥8,640

/ 8号2段サンド ¥10,800 / 9号 ¥16,200 / 10号 ¥21,600

生デコレーションフルーツ飾り 4号 ¥2,700 / 5号 ¥3,240 / 6号 ¥3,780 / 7号1段サンド ¥5,400 / 7号2段サンド ¥6,480
8号1段サンド ¥9,180

/ 8号2段サンド ¥11,340 / 9号 ¥16,200 / 10号 ¥21,600

生デコレーション苺飾り
（苺多め） 5号 ¥3,888 / 6号 ¥4,644
生デコレーションフルーツ飾り
（フルーツ多め） 5号 ¥4,104 / 6号 ¥4,860
生デコレーションフルーツ飾り（苺多め）フィンガー付き 5号 ¥4,320 / 6号 ¥5,292
生デコレーションフルーツ飾り（フルーツ多め）フィンガー付き

5号 ¥4,536 / 6号 ¥5,508

角デコレーション苺飾り 7号1段サンド ¥7,020 / 7号2段サンド ¥8,100 / 8号1段サンド ¥10,800 / 8号2段サンド ¥12,960
角デコレーションフルーツ飾り 7号1段サンド ¥7,020 / 7号2段サンド ¥8,100 / 8号1段サンド ¥11,340 / 8号2段サンド ¥13,500
生デコレーション2段（6号+4号） ¥7,128

生チョコデコレーション苺飾り 4号 ¥2,700 / 5号 ¥3,240 / 6号 ¥3,780 / 7号1段サンド ¥5,400 / 7号2段サンド ¥6,480
8号1段サンド ¥8,640

/ 8号2段サンド ¥10,800 / 9号 ¥16,200 / 10号 ¥21,600

生チョコデコレーションフルーツ飾り 4号 ¥2,700 / 5号 ¥3,240 / 6号 ¥3,780 / 7号1段サンド ¥5,400 / 7号2段サンド ¥6,480
8号1段サンド ¥9,180

/ 8号2段サンド ¥11,340 / 9号 ¥16,200 / 10号 ¥21,600

生チョコデコレーションミラー飾り 5号 ¥4,104 / 6号 ¥4,860
ストラスショコラフルーツ飾り 5号 ¥3,240 / 6号 ¥4,320

ストラスショコラ苺飾り 5号 ¥3,024 / 6号 ¥4,104
ストラスショコラ（スフレケーキのみ） 5号 ¥2,484 / 6号 ¥3,564

ザッハトルテ 5号 ¥2,700 / 6号 ¥3,564

パヴェ・ドゥ・ストラスブール 4号 ¥2,700 / 5号 ¥3,240 / 6号 ¥4,104

うさぎちゃん

タルトフロマージュ苺飾り 5号 ¥2,376

モンブラン A 4号 ¥3,024 / 5号 ¥4,104 / 6号 ¥4,860 / 7号 ¥7,560

/ 5号 ¥3,240 / 6号 ¥4,860

タルトフロマージュフルーツ飾り 5号 ¥2,592
タルトフリュイ 5号 ¥3,564 / 6号 ¥4,860

タルトフレーズ 5号 ¥3,564 / 6号 ¥4,860

4号 ¥2,700

ぽっぽくん ¥2,160

くまくん ¥2,700

¥2,700

タルトフロマージュ 5号 ¥1,728

レアチーズ

ショコラ・ドゥ・ショコラ ¥1,728

ミルフィーユ

モンブラン B 4号 ¥3,024 / 5号 ¥4,104 / 6号 ¥4,860
4号 ¥3,564

/ 5号 ¥4,860 / 6号 ¥5,940 / 7号 ¥8,640
/ 9号 ¥16,200 / 10号 ¥21,600

8号 ¥12,960

デコレーションケーキ

オーダー用紙

こちらのオーダー用紙をご記入の上でご来店頂くと、
店 頭でのお受け付けがスムーズに出来ますので、是非ご利用下さい 。

会員カード番号

2 9 0 0 0 0 0
様

お名前
-

お電話番号
月

ご予約日時（お引取日時）
お引取店舗

-

日 （

）

時 頃

丸山台店 ・ NOVA 店 ・ 戸塚モディ店 ・ 京急上大岡店
ご希望の店舗名を○でお選び下さい。

ケーキの種類
号

ケーキのサイズ
メッセージプレート

例：○○ちゃん おたんじょうびおめでとう / HAPPY BIRTHDAY ○○くん など

ローソク

大

本

本

分

お持ち帰り所要時間
お支払い日

小

ご予約時 ・ ケーキお引取時

ご希望のお支払い日を○でお選び下さい。

その他ご要望など

以下スタッフ記入欄
受付日

月

日 （

） 担当：

