
NEW NEW
※商品には限定数がございますので、予約数に達し次第締切らせていただきます。

承り場所： 地階食賓館特設会場承り期間：10月18日（火）～12月18日（日）

お渡し日 ： お渡し場所 ： 1階アトリウムコート 特設会場

ご予約・お問い合わせ

各商品欄に記載

地階食賓館特設会場

クリスマスケーキのご予約について

※価格はすべて税込です。 　※商品の性質上、ご予約後のキャンセル、商品のお取替え、ご返金はご容赦くださいませ。
※商品は天候等の諸事情により、お渡しが遅れる場合がございます。    ※諸事情により、商品の内容・デザイン等が変更になる場合がございます。

スポンジ

スポンジ

スポンジ

チョコレート生クリーム

クルミ

イチゴ・ブルーベリー・ナッツ〈パティスリー ラポール〉
クリスマス 
デコレーションケーキ
3,600円 〈50点限り〉
直径15×高さ6cm
約4~6人分 ［冷蔵1日］

〈フォートナム・アンド・メイソン〉
クリスマスブッシュ
2,700円 〈30点限り〉
16×8.5×高さ12cm
約3～4人分 ［冷蔵1日］

〈アンジェリーナ〉
モンブラン・ドゥ・ノエル
3,456円 〈30点限り〉
直径15×高さ7cm
約4~6人分 ［冷蔵1日］

〈ラ・ブランシュ ド・ラ・エ〉
クリスマス イチゴ  
3,704円 〈70点限り〉
直径15×高さ8cm
約4~6人分 ［冷蔵1日］

ココアスポンジ

ココアスポンジ

ミルクチョコムース

チョコレートムース

チョコレートコーティング

ココアスポンジ

イチゴ

イチゴ・ブルーベリー

スポンジ

生クリーム

生クリーム

マロンペースト

マロン

メレンゲ

栗・宇治抹茶ホイップクリーム
宇治抹茶チョコソース

宇治抹茶グラサージュ

宇治抹茶ムース

マロンムース

宇治抹茶スポンジ

宇治抹茶
フィアンティーヌ
ブラックココアスポンジ

宇治抹茶クラム

〈資生堂パーラー〉
ガトー・ノエル 4号  
3,456円 〈55点限り〉
直径12×高さ8cm
約3～4人分 ［冷蔵1日］

〈ギブ〉
ショコラ・イブ  
3,001円 〈90点限り〉
10×20×高さ7cm
約6人分 ［冷蔵1日］

〈ゴディバ〉
ガトーショコラ
ピスターシュ エ
フランボワーズ  
5,940円 〈40点限り〉
直径12×高さ4.5cm
約5～6人分 ［冷蔵1日］

好きな時に食べられる!! お持ち帰りケーキ

12月23日（金・祝）お渡し日：

12月23日（金・祝）お渡し日：

笠原シェフが手がけた

求肥やきな粉を楽しむ

和のモンブラン。

イチゴ

スポンジ

クリーム

スライスイチゴ

イチゴ・ブルーベリー

スポンジ

スポンジ

スポンジ

クリーム

スライスイチゴ

スライスイチゴ

12月23日（金・祝）お渡し日：

24日（土）・25日（日）
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12月23日（金・祝）お渡し日：

24日（土）

12月23日（金・祝）お渡し日：

24日（土）・25日（日）
12月23日（金・祝）お渡し日：
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〈ユーハイム〉
スペシャルショート
3,996円 〈40点限り〉
直径15×高さ5cm
約6～8人分 ［冷蔵2日］

〈賛否両論〉
和モンブラン
3,780円 〈20点限り〉
直径15×高さ6cm
約4～6人分 ［冷凍］

〈辻利兵衛本店〉
宇治抹茶まろんしょこら 
3,888円 〈20点限り〉
直径15×高さ4.5cm
約4～6人分 ［冷凍］

松山三越
限定松山三越

限定

松山三越
限定

スポンジ

スポンジ
スライスイチゴ

微アルコール 香りづけ程度の微量アルコールを使用している商品です。※アルコール アルコールを使用している商品です。※

黒糖蜜

求肥

マロンクリーム

マロンムース

ジンジャークラム

サツマイモ餡・かのこ・もなか・栗・きな粉

きな粉スポンジ

イチゴ・ブルーベリー

イチゴ・ブルーベリー
チョコレート

スポンジ

スポンジ

生クリーム

街のお菓子屋さんから 松山三越限定ケーキをお届け!!

人の集まる機会が何かと多いこの時期に、好きなときに解凍して食べられるケーキ。
話題のブランドケーキなら、おもてなしにぴったりです。

口どけの良い

クリームで

デコレーションされた

イチゴのケーキ。

冷凍

の商品は、松山三越店頭でのお渡しとなります。～ ～1 16 20 27

パリ本店と同じ

マロンペーストを使用した

モンブランを

クリスマスケーキに。

口どけ滑らかな

チョコとミルクのムースの

コンビネーションを

お楽しみください。

星をつかまえた

サンタクロースが飾られた

みんなが笑顔になる

デコレーションケーキです。

香り高い宇治抹茶のケーキ。

食べる直前に宇治抹茶の

パウダーをかけて

お召しあがりください。

地階ショップから届いたクリスマスケーキ

幅広く愛される

イチゴのショートケーキを

松山三越デザインに。

チョコレートと

ピスタチオの

贅沢なハーモニー。

なめらかな口当たりの

チョコレートケーキ。

クランブル

ピスタチオのビスキュイ

ババロア ピスターシュ
フランボワーズジャム・
ピスタチオ・金箔

クリスピーノワゼット
ムース オ ショコラ

ムース オ ショコラ
（フランボワーズ入）

微アルコール

チョコクリーム

生クリームとイチゴの

定番デコレーションケーキ。
ギブの代名詞チョコレートケーキに

松山三越70周年の飾りが載った

限定バージョン。

0120-95-7886〈午前10時～午後7時〉

松山三越開店70周年

微アルコール
〈営業時間〉午前10時～午後7時

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama松山三越



NEW

ピストレ
ショコラ

〈ジョンカナヤ〉
クリスマスタルト  
4,860円 〈20点限り〉
直径12×高さ5.1cm
約2～4人分 ［冷蔵4日］

〈トシ・ヨロイヅカ〉
ノエル・ドゥース 
4,801円  〈30点限り〉 
17×7.5×高さ7cm
約4～6人分 ［冷蔵1日］

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
ブッシュ ド ノエル サヤ  
6,372円  〈10点限り〉 
8×16×高さ5cm
約5～6人分 ［冷蔵1日］

〈ピエール マルコリーニ〉
ノエル ドゥ ピエール 2016
6,301円  〈10点限り〉  
直径12×高さ4cm
約6人分 ［冷蔵2日］

〈ピエール・エルメ・パリ〉
フロコン アンフィニマン
マンダリン
5,940円  〈20点限り〉  
直径14×高さ10cm
約4人分 ［冷蔵1日］

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ビュッシュ 《カンカン》
5,940円  〈10点限り〉 
16.5×6×高さ6cm
約4～5人分 ［冷蔵1日］

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ビュッシュ 《レーヴ》
5,940円  〈15点限り〉 
16.5×6×高さ6cm
約4～6人分 ［冷蔵1日］

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
グアヤキル ノエル
3,996円  〈20点限り〉 
6×15×高さ5cm（飾り含めず）
約4～5人分 ［冷蔵1日］

〈ダロワイヨ〉
アクサン・フレーズ
4,320円  〈20点限り〉  
約12×12×高さ3.5cm
約4～5人分 ［冷蔵2日］

〈ラデュレ〉
ビュッシュ・
マカロン・ショコラ
6,372円  〈25点限り〉  
8×13.5×高さ8cm
約4人分 ［冷蔵1日］

〈ナポリアイスクリーム〉
ストロベリーアイスケーキ
（静岡県産紅ほっぺ使用）

4,320円  〈15点限り〉
直径15×高さ7cm、約4～6人分［冷凍］

〈青山通りのプリン屋さん〉
卵を使わないクリスマスケーキ
 4,320円  〈10点限り〉
直径15×高さ6.5cm、約5～6人分［冷凍30日］

〈ピエール・エルメ・パリ〉
アントルメ グラッセ モガドール
（アイスケーキ） 5,670円  〈10点限り〉
直径13×高さ6cm、約4人分［冷凍］

〈アンリ・ルルー〉
ビュッシュ デクリネゾン
（マッチャ・フランボワーズ）
4,320円  〈10点限り〉 
7×14×高さ4.5cm
約5～6人分 ［冷蔵1日］

〈メゾン ショーダン〉
ノエル ド エスメラルダ
4,644円  〈20点限り〉 
約17×7×高さ4.5cm
約6人分 ［冷蔵1日］

〈モンサンクレール〉
ショコラキャラメルフランボワ
4,320円  〈30点限り〉 
17×6.5×高さ4cm
約5～6人分 ［冷蔵1日］

〈オリジンーヌ・カカオ〉
アリキャンテ
4,644円  〈25点限り〉 
直径15×高さ4cm
約6～8人分 ［冷蔵1日］

ミルクチョコレートの
クレームショコラ

スポンジ

ブランデーガナッシュ

ブラッドオレンジのジュレ

アーモンドのプラリネ・
ミルクチョコレート・
フィヤンティーヌ

チョコレート

砂糖菓子の飾り

ミルクチョコレート

ココアサブレの
タルト

チョコレートのクロッカン

バナナムース
チョコレートガナッシュ

チョコレート

チョコレート生地

ヘーゼルナッツ
プラリネのムース
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三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

三越限定

三越限定

ショコラノワール

アーモンドとショコラの
ビスキュイ

トンカ豆のシュトロイゼル

ビスキュイ カジノ

ペルー産カカオのムース

グリオットチェリーのジュレ

バタークリーム・チョコレートコーティング

配送ケーキ 承り期間：10月18日（火）～12月10日（土）は配送のみの承りとなります。

12月23日（金・祝）より順次お届けいたします。 
お届け日をご指定の場合は、12月23日（金・祝）・24日（土）・25日（日）よりお選びいただけます。
※配送に関しては、別途送料を頂戴いたします。詳しくは係員にお問い合わせください。
※天候・交通事情等により、配送遅延や指定日での配送が困難な場合もございますので、予めご了承ください。

～

ブランデー「Hennessy」を

贅沢に使用した大人の味

2種類のムースに

カリカリ食感ショコラの

アクセントが効いています。

こだわりのガナッシュを

サンドした自慢の

濃厚ショコラケーキ。

オーナメントが飾られた

ジャン=ポール・エヴァンを

代表する濃厚な

チョコレートケーキ。

パリの街から月まで届く

子どもの夢をイメージ。

ショコラとオレンジの

爽やかな美味しさ。

マカロンを

トップにあしらった

ラデュレらしい

ビュッシュドノエル。

果肉・皮・果汁など

マンダリンオレンジの

全てを活かしたケーキ。

幾重にも重なった

味のハーモニーを

お楽しみください。

フレンチカンカンをイメージした

デコレーション。ショコラとチェリーの

華やかな美味しさ。

爽やかないちごの酸味と

ピスタチオのコクが

口いっぱいに広がります。

ヘーゼルナッツとミルク

チョコレートのクリームと

ピスタチオを

贅沢に使ったムース。

ほろ苦いキャラメルと

深いショコラに

フランボワーズを

あわせました。

イチゴ味のクリームと2種の

ベリーのジュレを合わせ

ベリーをトッピング。

ビター・ミルク・ホワイトと

それぞれのチョコレートガナッシュの

ハーモニーをお楽しみください。

卵
アレルギー
対応ケーキ

国内外の人
気ブランド

が勢ぞろい!
!

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

微アルコール

アルコール

フィヤンティーヌショコラ

ピスタチオのムース
チョコレート

チョコレートの飾り・
チョコレートプレート

ショコラスポンジ

キャラメルシャンティ・フランボワーズ顆粒

ムースショコラキャラメル
フランボワ

ジュレ

ショコラキャラメルの
ガナッシュ

ヘーゼルナッツと
ミルクチョコレートの
クリーム

アーモンドのダックワーズ

ヘーゼルナッツのサブレ

いちごのシロップヘーゼルナッツの
ダックワーズ

ホワイトチョコレート

ピスタチオのマカロン

アーモンドのスポンジ生地
いちごのクリーム

ビスキュイ ショコラ

ビスキュイ
ジョコンド マッチャ

ムースリーヌ マッチャ

フランボワーズ

バート ド フリュイ
フランボワーズ

グラサージュ ショコラ

小麦不使用で仕上げた
チョコレート生地

ガナッシュ
グラサージュ ショコラ

チョコレート・
ホワイトチョコレートの飾り

カカオ
パウダー

バタークリームと
チョコレートの
コーティング

ブラジル産カカオのムースミロワール ショコラ

ムース ショコラ

ビスキュイ ショコラ

ビスキュイ ショコラ

ムース ショコラ

ショコラノワール

ショコラマカロンの
ビスキュイ生地

マンダリン皮&
コンフィ入サブレ

ビスキュイショコラ

ホワイトチョコレート
ガナッシュ（フランボワーズ入）

イチゴ・ラズベリー・ブルーベリー

バタークリーム

イチゴ味の生地

イチゴとフランボワーズのジュレ

イチゴ味のクリーム

マカロン生地 フィヨンティーヌ

ミルクチョコレート
ガナッシュ（フランボワーズ入）

ビターチョコレート
ガナッシュクリーム

ビターチョコレート
ガナッシュ

マンダリンのジュレ
マンダリンコンフィ

マンダリン風味ビスキュイ

マンダリン風味シャンティクリーム

マンダリン風味クリーム

グラッサージュマンダリンショコラマカロン

ダークチュコレートの
ガナッシュ

シリアルのクルスティヤン

オレンジのクレームブリュレ

オレンジ風味のショコラビスキュイ

ヘーゼルナッツとショコラの
ビスキュイ

NEW

ビスキュイショコラ スポンジ スポンジ

スポンジ

スポンジ

ラズベリー・ブルーベリー
チョコレートホイップ・星型チョコ

イチゴ

イチゴ
濃厚バニラアイス・
静岡県産紅ほっぺイチゴソース

静岡県産紅ほっぺイチゴ・アラザン・
ブルーベリー・デコレーションホイップ

ビスキュイショコラ

マカロンショコラオレのアイス・
パッションフルーツのソルベ・
カラメリゼしたパイナップル

微アルコール

17 19

ピスタチオのクリーム


