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フォレノアール
Black Forest Cake
12cm x 12cm ¥13,000

キルシュたっぷりのチョコレートス
ポンジに、チョコレートクリームや
ババロアなど10層に重ねました。
A stunning 10-layer black forest 
cake shaped as a winter log 
filled with rich kirsch cherries, 
velvety chocolate cream and 
white bavarois.

ベリーショートケーキ
Special Berry 
Shortcake
12cm x 12cm ¥13,000

ブルーベリーやラズベリー、カシ
スなど宝石のようなベリーが華や
かなショートケーキ。
A Christmas showstopper 
adorned with elegant berries 
and exquisite chocolate 
garnishes. 

パリブレスト ピスタチオ
Pistachio Paris-Brest
15cm ¥13,000

ピスタチオの香ばしい風味に、
甘酸っぱいラズベリーとビター
チョコレートがアクセント。
A limited-edition Paris-Brest 
featuring luscious pistachio 
paste perfectly matched with 
raspberry and bitter 
chocolate. 

スペシャルケーキ（限定 10台）
Special Cake (Limited 10 units)

ストロベリーショートケーキ
Strawberry Shortcake
15cm ¥5,100

イチゴピューレ入りのクリームをサンド
し、純生クリームで上品な味わいに仕
上げたストロベリーショートケーキ。
The all-time favorite strawberry 
shortcake with a refined, lightly 
whipped cream.

サンタ ショートケーキ
Santa Shortcake
15cm ¥5,300

定番ショートケーキにサンタや雪だ
るまをのせて、可愛らしく華やかに
仕上げました。
A children's favorite adorned 
with lovely Santa Claus and 
snowman decorations.

パリブレスト
Paris-Brest
15cm ¥5,400

ヘーゼルナッツのプラリネクリームと
アーモンド香るカスタードクリーム、
ミニエクレアをシュー生地でサンド。
An elevated Paris-Brest filled 
with luscious hazelnut and 
praline cream.

モンターニュ ネージュ
Montagne Neige
15cm ¥5,400

チーズスフレとフロマージュブランの
ダブルチーズケーキの上に生クリーム
とヨーグルトクリームをトッピング。
A delicate cheesecake with 
layers of fresh fromage blanc 
and yogurt cream.

クリスマスコレクション
Christmas Collection
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ミルクチョコレートと
ビターチョコレート 
ブッシュドノエル
Milk & Bitter 
Chocolate Yule Log
¥2,800

ピスタチオと苺の
ダクワーズ
Pistachio & 
Strawberry Dacquoise 
Yule Log
¥2,900

ラズベリーと
チョコレートのケーキ
Raspberry & 
Chocolate Yule Log
¥2,800

ブラウニー ＆ 
ヘーゼルナッツムースの
ノエル仕立て
Brownie & Hazelnut 
Mousse Yule Log
¥2,700

ガトーショコラ ＆ 
クレームブランの
ノエル仕立て
Gateau Chocolat & 
Creme Blanc Yule Log
¥2,700

オレンジケーキ & 
マロンクリーム 
モンブラン仕立て
Orange Cake & Mont 
Blanc Yule Log
¥2,900

プティ ノエル コレクション
Petite Yule Log Collection

6 種類のブッシュドノエルスタイルのミニケーキ。お二人で召し上がっていただくのにぴったりなサイズでご用意
しました。数種類を並べて華やかにも、プライベートなシーンにも、どちらにもふさわしいケーキです。
Indulge in a special moment of blissfulness with our 6 beautifully crafted mini yule logs ideal for 
sharing with your special one. 

クリスマス ミナルディーズ
Christmas Assorted Dessert 
Gift Box (32 pieces)
32 個入り スペシャルセット ¥12,000

まるで宝石のような小さなケーキを 32 個ア
ソートした豪華なミナルディーズ。クリスマス
のデコレーションで美しく装った小さくて繊細
なケーキの数々に、皆の歓声が聞こえそうな
特別感のあるアソートです。
The perfect present for this holiday 
season – 32 beautifully crafted bite-sized 
festive delights guaranteed to bring joy 
to your friends and family. 

ペストリー シュトーレン
Pastry Stollen
¥2,300

ペストリーシェフが丁寧に作り上げるこだわりのシュトーレン。
An original recipe by The Westin Tokyo pastry team loaded 
with generous dried fruits, nuts and marzipan.

クリスマスクッキーアソート（限定 70 缶）
Christmas Assorted Cookies (Limited 70 boxes)
¥3,800　＊店頭販売のみ / Available at Westin Deli only

紅茶やシナモン、メープルシロップが香る、可愛らしいクッキーをち
りばめました。ホリデーシーズンだけの特別バーションです。
A limited-edition of the best-selling Westin assorted cookies 
in adorable festive motifs.



AOP カマンベール チーズ ブレッド
AOP Camembert Cheese Bread
¥4,000
フランス産 AOP カマンベールチーズを丸ごと使い、
赤ワイン、イチジクやアプリコット、レーズン、クル
ミを練りこんだパンで贅沢に包みこみました。
A luxurious walnut and dried fruits bread 
stu�ed with a whole AOP camembert cheese 
for the most indulgent festive treat.

ローストベビーターキー & 
クランベリーソース （限定 20個）
Roast Turkey with Cranberry Sauce 
(Limited 20 sets)
¥8,000

パテ ド カンパーニュ
Pate de campagne
¥4,800

ご予約方法  To Order

T. 03.5423.7778 (10:00 - 21:00)
www.theterracetokyo.com/jp/christmas

クリスマス ディナー ボックス
Christmas Dinner Kit for Two
¥16,000（2人前）
本格的なフレンチディナーをご自宅でいかがですか？ パテドカンパーニュ、
蟹のビスク、鴨の赤ワイン煮の３コースのディナーキットをご用意しました。
Savour an authentic 3-course French dinner at home e�ortlessly with 
our 5-star dinner kit for the most romantic celebration.
(Pate de Campagne / Crab Bisque / Coq au Vin)

スペシャル パネトーネ
Special Panettone
¥1,800
ゆっくりと低温発酵させた口どけのよい生地にたっぷ
りのドライフルーツが特別な一品。
A classic Panettone loaded with fragrant dried 
fruits for a heart-warming treat.

マーブル スパイス クグロフ
Spiced Marble Gugelhupf
¥2,300
バターの風味とスパイスを豊かに香らせ、チョコレー
トのマーブル生地に焼き上げたクグロフ。
A luscious butter-rich chocolate marble 
Gugelhupf filled with aromatic spices. 

United at Heart 愛と希望がすべての境界を超えるこの特別な季節に
大切な方と心繋がるクリスマスのひとときをお届けします
Spend quality time with the people that matters to 
you most at home this Christmas.

詳しくはこちら

ウェスティンホテル東京 ペストリーブティック ウェスティン デリ
Pastry Boutique  WESTIN DELI  | 1F

お電話、ご来店、ホテルウェブサイトにて承ります。詳しくはWEBページをご覧ください。
Please contact us by phone, at the hotel or reserve with our online form.

予約受付  Reservation Period：2020.10.1 (Thu) - 12.11 (Fri) 18:00


