
  

生チョコのｱﾝﾄﾙﾒ 
ふんわりｺｺｱｽﾎﾟﾝｼﾞにﾁｮｺﾚｰﾄ 

ｸﾘｰﾑをｻﾝﾄﾞ。いぬいさんちの 

手作り生ﾁｮｺﾚｰﾄ贅沢にのせ、 

苺でかわいく仕上げました。 

 5 号\本体 3280 6号本体\4200 

 

シューパリゴー 
アーモンドタルト生地に 

ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑを絞りいぬいの 

ちびクッキーシューを 

積み上げてフルーツを飾りました。 

5号(ﾌﾟﾁｼｭｰ 16 個)\3670 

ちょっとしたパーティーにおすすめです。 

季節のデコレーション 

チョコレート 
 

(プラス料金でガナッシュがけ可能) 

ふわふわココアのスポンジに 

ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑをサンド、 

季節のフルーツを飾りました。 

4 号本体\2600 ５号本体\3４８0  

6 号本体\4550 7 号本体\5800 

 

ショコラショコラ II 
ふんわりｺｺｱｽﾎﾟﾝｼﾞにﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑ 

をｻﾝﾄﾞ。しぼったｸﾘｰﾑの中に 

削ったﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄを飾りました。 

 5 号本体\2600＋220  

6 号本体\3360＋300  

シャンティショコラ 
ふんわりココアのスポンジに 

ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑをサンド。 

苺とﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰを飾りました。 

5 号本体\2900 6 号本体\3780 

 

 

苺のデコレーション 
生クリーム(白) 

しっとりふわふわスポンジに 

純生クリームと苺をサンド。 

苺とマーブルチョコを飾りました。 

チョコレート 

(プラス料金でガナッシュがけ可能) 
ふわふわココアのスポンジに 

ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑをサンド。 

苺とﾏｰﾌﾞﾙﾁｮｺﾚｰﾄを飾りました。 

4 号本体\2350 5 号本体\2990 

6 号本体\3850 7号本体\4980 

お花のﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ 

チョコシフォン 

・季節限定 

マロントルテ 
ふんわりスポンジにｶｽﾀｰﾄﾞ 

ｸﾘｰﾑをサンド。 

栗のﾍﾟｰｽﾄを絞りﾌﾗﾝｽ産の 

軟らかな栗を飾りました。 

5号本体\2700 6 号本体\3530 

 苺のタルト(期間限定１１月頃～５月頃)

アーモンドタルト生地に 

ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑを絞り 

苺をいっぱいしきつめました。 

5 号本体\3400～ 7 号本体\5400～ 

※季節により値段が異なります 

アントルメフレーズ 
 

ふんわりスポンジに生クリーム

をサンド。かわいいｸﾘｰﾑの絞り

模様に苺を飾りました。 

5 号本体\2780 6 号本体\3560 

  

ハートのアントルメ 
 

ハート型に焼いたスポンジに 

生クリームをサンド。 

季節のフルーツを飾りました。 
 

５号本体￥2700 

※チョコレートＯＫ！ 

スフレチーズ 
あっさり風味の蒸しチーズです。 

 5 号本体\2000 6 号本体\3250 

フルーツのせ(プラス料金)  

５号本体\800  

6 号本体\1000 

2 日前予約 

2 日前予約 

7 日前予約 

7日前予約 

 

2 日前予約 

 

2 日前予約 

2 日前予約 

ふんわりココアｽﾎﾟﾝｼﾞにﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑをｻﾝﾄﾞ 

※チョコＯＫ 

ショコラショコラ I 
ふんわりココアのｽﾎﾟﾝｼﾞにﾁｮｺ 

ﾚｰﾄｸﾘｰﾑをサンド。 

ﾌﾟﾁｼｭｰと苺を飾りました。 

5 号本体\2670 6 号本体\3400 

2 日前予約 
2 日前予約 

 

プチシューの 

アントルメ 
生クリーム 
ふんわりスポンジに生クリームを

サンド。プチシューをのせ、 

季節のフルーツを飾りました。 

5号本体\2800 6 号本体\3680 
※チョコレートＯＫ  

2 日前予約 

フルーツのアントルメ 
 

ふんわりスポンジに生クリーム 

をサンド。季節のフルーツを 

飾りました。 

 5 号本体\2700 6 号本体\3480 

2 日前予約 

2 日前予約 
2～7日前 

予約 

 
※2 段デコでパーティしよ！！！ 

料金、大きさはお気軽にお問い合わせください。 

写真は 6 号+4号本体￥6860 

7 日前予約 

 
チョコレート 

キティーちゃんとあそぼ 
キティーちゃんはﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾚｰﾄﾑｰｽです！ 

・クリーム            ・ 
ふんわりスポンジに苺と生ｸﾘｰﾑをｻﾝﾄﾞ。  

5 号￥本体 3520 6 号￥本体 4400  

7 号本体￥5630 

 

2 日前予約 

※商品価格は税抜表示です。別途消費税がかかります。 

どうかご了承下さいませ。 

7 日前予約 

 
クラッシックショコラ 

ビターチョコレートとココアを 

たっぷり使ったチョコレート 

ケーキです。 

5 号本体\2370 ７号本体\4180 

7 日前予約 

 

7 日前予約 

 

フルーツのタルト 
アーモンドタルト生地に 

ｶｽﾀｰﾄﾞｸﾘｰﾑを絞り 

季節のフルーツを飾りました。 

5 号本体\3400 7 号本体\5400 

 
・季節限定 

生クリーム(白) 
しっとりふわふわスポンジに 

純生クリームと苺をサンド。 

チョコレート 

(プラス料金でガナッシュがけ可能) 
ふわふわココアのスポンジに 

ﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑをサンド。 

4 号本体\2350 5 号本体\2990  

6 号本体\3850 7号本体\4980 

 

2 日前予約 

 

季節のデコレーション 
生クリーム(白) 

しっとりふわふわスポンジに 

純生クリームと苺をサンド。 

季節のフルーツを飾りました。 

苺の顔がのってるよ。 

4 号本体\2600 5 号本体\3480  

6 号本体\4550 7 号本体\5800 

 

ふんわり焼き上げた 

チョコレートシフォン 

にチョコクリームをサンドし

いぬいの手作り 

生チョコをのせました。 

4 号(12 ㎝角)本体￥2000 

 

おしゃべりﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ 
二段デコだよ。さあ~パーティしよ！ 

ｸﾘｰﾑ  
ふんわりｽﾎﾟﾝｼﾞに苺と 

生クリームをｻﾝﾄﾞ｡ 

ﾁｮｺﾚｰﾄ  
ふんわりｺｺｱのｽﾎﾟﾝｼﾞにﾁｮｺﾚｰﾄｸﾘｰﾑを 

ｻﾝﾄﾞ。  5 号+3 号本体\4200  

6 号+4 号本体\5700 

 

車でおでかけ 

 

2 日前予約  

2 日前予約 

   

7 日前予約 

 

2 日前予約 

7 日前予約 

 

(期間限定１１月頃～５月頃) 

 

※季節によりブルーベリーが変わります。 

 

※６月～１１月中旬頃まで 

苺とみかんの飾りになります。 

6～11月は周りの苺が 

みかんと苺に変わる場合があります。 

※6～11月は周りの苺が 

みかんと苺に変わる場合があります。 

 

（ガナッシュ料金） 

（ガナッシュ料金） 

2日前予約 

季節のクラッシック 
ショコラの上にかわいい 

苺の顔が２個乗ってるよ。 

絞った生クリームの中に 

削ったﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄを飾りました。 

5 号本体\2800 7 号本体\4800 

（祝日、イベント時営業） 

AM９：３０～PM５：00(変更の場合あり) 日曜.祝日 

６ 

定休日 月曜日 

：15 

※写真はガナッシュがけなし 

※写真はガナッシュがけあり 

2019.11.1 

フルーツの重 

みでひび割れ 

の可能性あり 

(1) 

 

(2) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(6) 

 

(5) 

 

(4) 

 

(3) 

 

(17) 

 

(16) 

 

(15) 

 

(14) 

 

(19) 

 

(18) 

 

(28) 

 

(27) 

 

(26) 

) 

 

(25) 

 

(24) 

 

(21) 

 

(29)  

)) 

 

(23)  

 

(22)

) 

 

(4) 

 

(7) 

 

(13) 

 

(11) 

 

(12) 

 

二人のアントルメ 
ふんわり焼いたココアの 

スポンジに生クリームを 

サンド。可愛く苺のお顔を 

飾りました。 

          ４号本体￥１85０ 

 

(30)オレンジゼリー 

orリンゴゼリー 
卵不使用 

オレンジゼリーを流し 

季節のフルーツを飾りました。 

5 号本体\１40０ 

+フルーツ飾り￥80０ 

 

7 日前予約 

 

お休み中 

※ぷちシューのせてもかわいいな。 

 

プチシューはプラス料金になります。 

1個につきプラス本体￥40 

（季節のデコレーションのみ飾れます） 


