
上記料金に別途消費税を加算させていただきます。All prices are subject to consumption tax. 
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。Should you have any food allergies or special dietary requirements, please notify us when you order. 

 

 

クラシックケーキ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クラシックショートケーキ          680円 
シュークリーム          560円 
スペシャルウェスティンプリン        540円 
スペシャルモンブラン         650円 
ロイヤルミルクティーシフォンケーキ       580円 
ベイクドチーズケーキ         620円 
オコア           630円 
低糖質カマンベールチーズケーキ        630円 
 
ホールケーキ 
ホールショートケーキ 12cm        3,120円 
ホールショートケーキ 15cm        4,380円 
ホールショートケーキ 21cm        7,300円 
 
ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリーなどをぜいたくに使った、定番のショートケーキ。バー
スディなどの記念日にぴったりです。 
 
※直径12㎝のホールケーキはご利用日の3日前までのご予約で承ります。直径15㎝はご利用日の3日
前、直径21㎝は5日前のご予約が必要となります。 
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ホールチョコレートケーキ 12cm        3,120円 
ホールチョコレートケーキ 15cm        4,380円 
※ご利用日の5日前までのご予約で承ります。 
 
ホールカマンベールチーズケーキ        3,120円 
※ご利用日の5日前までのご予約で承ります。 
 
ホールケーキをご希望のお客様に、バースディプレートなどをご利用いたします。 
ご予約状況によっては上記日数より早めにご用意できる場合がございますので、まずはお問合せく
ださい。 
 
 
 
※価格はすべて税別です。 
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チョコレート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヴァローナキャレチョコレート         1,200円 
アソートチョコレート4個入り         1,490円 
アソートチョコレート8個入り         2,750円 
アソートチョコレート12個入り         3,890円 
 
アーモンドカカオ           1,380円 
パールクラッカン           1,200円 
プティピエール           1,280円 
パールクラッカンキャラメル         1,200円 
ショコラピエール           1,280円 
 
 

焼き菓子・ゼリー 
 
パウンドケーキ 
フルーツケーキ/紅茶とオレンジのケーキ/レモンケーキ     各2,410円 
 
パート・ドゥ・フリュイ (フルーツゼリー)       各800円 
マンダリンオレンジ/ココナッツアナナ/タイベリー/ライチグレープフルーツ/ 
はちみつレモン/マンゴー/ピーチ/ラズベリー/ライム/グレープフルーツ/ 
パッションフルーツ/キウイマスカット 
 
※価格はすべて税別です。 
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ブレッド・ジャム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブレッド 
クロワッサン           210円 
レーズンブレッド           480円 
山型食パン            480円 
ピザフォカッチャ           400円 
カルテット            540円  
ボストック            320円 
ハニーゴルゴン           320円 
キャラメルナッツマフィン          300円 
カマンベールチーズブレッド                 1,300円 
 
ジャム 
いちご/ 木いちご/りんご                 各800円 
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カレー・パスタソース・ドレッシング 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オリジナルカレー 
ビーフ/ マイルドチキン/ ジンジャーポーク             各750円 
 
オリジナルパスタソース 
ボロネーゼ/ アマトリチャーナ               各750円 
 
ドレッシング 
フレンチガーリック/ オニオンハーブ/イタリアン/ ごま/ 和風しょうゆ          各700円 
 
コーヒー・茶葉 
エスプレッソイタリアーノ                 1,120円 
レ・オリジニ コスタリカ                 1,120円 
レ・オリジニ ブラジル                 1,120円 
レ・オリジニ ペルー                 1,120円 
インスタントエスプレッソ                    650円   
 
  
 
※価格はすべて税別です。 
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