
地階食賓館ステージ（ケーファー横）

ご予約・お問い合わせ
地階食賓館 特設会場

※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。
※天候・交通機関等の影響により、入荷遅れまたは、入荷できない場合がございます。
※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。

〈パティスリー ラポール〉
クリスマス ガトーショコラ
3,901円 〈30点限り〉
直径15×高さ7cm、
約4～6人分 ［冷蔵1日］

クリスマスブッシュ 
2,700円 〈40点限り〉
16×8.5×高さ12cm
約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］

〈小岩井農場〉
ドゥーブルフロマージュ
タルト
3,240円 〈20点限り〉
直径15×高さ4.5cm
約3～4人分 ［冷凍］

〈ホテルオークラ〉
キャラメルナッツショコラ
3,780円 〈20点限り〉
直径15×高さ5cm
約3～4人分 ［冷凍］

〈HUGO ＆ VICTOR〉
Mignon Rouge(ミニョン ルージュ）
6,480円 〈10点限り〉
直径12×高さ4.5cm
約3～4人分 ［冷蔵1日］

〈ラ・ブランシュ ド・ラ・エ〉
クリスマスベリーショートケーキ 
3,705円 〈50点限り〉
直径15×高さ8cm、
約4～6人分 ［冷蔵1日］

〈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］

三越伊勢丹
限定

松山三越
限定

松山三越
限定

三越限定

松山三越
限定

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。※

微アルコール

微アルコール

〈午前10時～午後7時〉

冷凍ケーキ
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〈                   〉フォートナム・
アンド・メイソン

ココアスポンジ

ミルク
チョコレートムース

スイート
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

渋皮付マロン

メレンゲ

〈ジョアン〉 シュトーレン 1,728円 〈各日10点限り〉
17×6.5×高さ5.5cm

お渡し日 12 9（土）・16（土）・23（土・祝）
承り期間 10 17（火）から各お渡し日の10日前まで

お渡し場所 地階食賓館 特設会場

2010年設立のショコラトリーから、

ピンクのかわいいケーキが初登場!!

ピスタチオとイチゴ。

高貴な味覚の

コンビネーション。

チョコレートの風味

と生クリームの

シンプルなマッチング。

25 : 地階食賓館 特設会場（ハマヤカフェ横）0908

小岩井産チーズを堪能できるタルト。

ヘーゼルナッツムースとチョコレートのマリアージュが
楽しめます。

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。

ギブの代名詞

チョコレートケーキの

クリスマスケーキ。

みんなが笑顔になる

デコレーションケーキです。

パリ本店と同じ

マロンペーストを使用。

口どけ滑らかな２種類の

チョコレートムースの

コンビネーションを

お楽しみください。

2011年に道後にオープンした

素材にこだわるパティスリーから

香り豊かでちょっと大人な

クリスマスケーキをお届け。

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

〈ギブ〉
チョコレートケーキ  
3,001円 〈90点限り〉
10×20×高さ7cm、約6人分 ［冷蔵2日］

〈スイーツ ガーデン アージェ〉
フランボワーズ ショコラ  
4,501円 〈30点限り〉
直径15×高さ5cm、約6人分 ［冷蔵1日］

チョコスポンジ

チョコスポンジ

生クリーム

生クリーム

イチゴ・ブルーベリー

スポンジ

発酵生地にドライフルーツやクルミ、アーモンドを練り込み

焼き上げた、ドイツの代表的なクリスマス菓子。

一足お先にお渡しし
ます。

お渡し場所 

0120-95-7886

〈ラデュレ〉
ビュッシュ・ロワイヤル
6,167円  〈30点限り〉  
12.5×8.5×高さ7.5cm
約4人分 ［冷蔵1日］

ビスキュイ生地

フランボワーズジャム

フランボワーズムース

アーモンドクリームムース

ギモーヴ・パートドフリュイ
フランボワーズ・生クリーム

ピストレ

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。

おもてなしにぴったりです。

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）

スポンジ

アーモンドショコラ
ビスキュイ

ビスキュイショコラ

ショコラムース

ピストーレショコラ

マカロン・ブルーベリー
チョコ

フランボワーズ
ショコラムース

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

生クリーム

スポンジ

アプリコット
ジャム

チーズクリーム

はちみつベイクド
チーズケーキタルト

ココアスポンジ

ココアスポンジ
ヘーゼルナッツ
ムース

ショコラムース

グラサージュショコラ

フィアンティーヌ
キャラメルソース

ピスタチオ風味
ダコワーズ

ピスタチオ風味
ビスキュイ

赤色グラッサージュ

マカロン

ピスタチオ風味
マスカルポーネクリーム

イチゴのコンポート

〈ピエール・エルメ・パリ〉
ビュッシュ フレーズ ピスターシュ
6,210円 〈15点限り〉
17×9×高さ8cm
約4人分 ［冷蔵1日］

様々な味わいの

チョコレートの層を

重ねました。

※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（ハマヤカフェ横）

承り期間：10月17日（火）～12月17日（日）

クリスマスケーキのご予約について

10月17日（火）～12月10日（日）20 :0908 1918

は配送のみの承りとなります。1918 は配送・店頭お渡しが可能です。20

10月17日（火）から各お渡し日の10日前まで25 :

お渡し日 ：各商品欄に記載

マダガスカル産の
チョコレートムース

ダークチョコレート

クリスピープラリネ

チョコレートビスキュイ

チョコレートとヘーゼルナッツ、粗挽きのカカオ豆の
ダックワーズ・ビスキュイ

チョコレートクリーム
〈営業時間〉午前10時～午後7時

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



〈ジョンカナヤ〉
クリスマスタルト  
4,968円 〈10点限り〉
直径12×高さ5.1cm
約2～4人分 ［冷蔵4日］

〈ピエール マルコリーニ〉
ノエル ドゥ ピエール 2017
6,301円  〈20点限り〉  
直径12×高さ4cm
約4～6人分 ［冷蔵2日］

〈帝国ホテル〉
フリュイ 
5,724円  〈10点限り〉
直径15×高さ7cm、約4～5人分［冷凍］

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ビュッシュ スペクタキュラー
5,940円  〈10点限り〉
15×6×高さ6cm、約5人分［冷凍］

〈ラ・メゾン・ジュヴォー〉
ビュッシュ・マカオ
3,780円  〈10点限り〉
7.5×18×高さ7.5cm、約4～5人分［冷凍］

ミルクチョコレートの
クレームショコラ

スポンジ

ウイスキーガナッシュ

グリオットチェリーのジュレ

ミルクチョコレート・
フィアンティーヌ

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

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

三越伊勢丹
限定

承り期間：
10月17日（火）～12月10日（日）は配送のみの承りとなります。

12月23日（土・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（土・祝）・24日（日）・25日（月）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。

アルコール

ビスキュイショコラ

クレーム バニーユ

グリオットチェリーの
コンフィチュール

チョコレートクリーム

ビター
ガナッシュ

18 19 は配送・店頭お渡しが可能です。20
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ピストレショコラ

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
グアヤキル ノエル
4,212円  〈30点限り〉 
15×6.2×高さ5cm、約5人分 ［冷蔵1日］

〈ca ca o〉
Noel du ca ca o
4,320円  〈10点限り〉 
直径14×高さ7.5cm、
約4～5人分 ［冷蔵1日］

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ビュッシュ ジェオメトリック
6,480円  〈20点限り〉 
17.5×6.2×高さ5cm、約5人分 ［冷蔵1日］

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ビュッシュギャッツビー
6,210円  〈30点限り〉 
16.5×6×高さ6cm、約5人分 ［冷蔵1日］

クグロフ ショコラ
〈20点限り〉 4,212円

クグロフ ショコラ キャラメル サレ
 〈10点限り〉 4,212円

〈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］

〈ダロワイヨ〉
ヴァニーユフレーズ
4,320円  〈20点限り〉 
12×14×高さ4.5cm、
約4～5人分 ［冷蔵1日］

ブランドを代表するガトーを

クリスマスの特別仕様で。　

ティラミスを

ブュッシュドノエルに。

ビターガナッシュとグリオット

チェリーの酸味が見事に調和。

三越伊勢丹の為にブレンドされた

ウイスキー「繋」を使用。

雪の結晶で

ノエルの雰囲気。
アロマ生チョコレート専門店の

大人のクリスマスケーキ。
幾何学模様で構成された

ショコラの芸術。

メゾン30周年を記念する

メモリアルなビュッシュ。

アーモンドとカカオを贅沢に使って焼き上げたクグロフをショコラで

コーティング。シャンティ（生クリーム）を添えていただくのもおすすめです。

濃厚なプラリネクリームに

マイルドなミルクチョコレートがマッチ。
チョコレートを知りつくした

ショコラティエによる一品。

アールデコ調のクラシカルな

クリスマスツリー。

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。

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

〈メゾン ショーダン〉
ノエル エスメラルダ 
4,752円  〈10点限り〉 
17×7×高さ4.5cm
約6人分 ［冷蔵1日］

ノエル ショコラ プララン 
6,372円  〈20点限り〉 
7.5×15.5×高さ6cm
約5～6人分 ［冷蔵1日］

〈                          〉パティスリー・
サダハル・アオキ・パリ

ビターチョコとミルクチョコの2層からできた

ケーキ。

口溶けのよいホイップクリームと

色鮮やかなフルーツをお楽しみください。

マイルドなチョコレートムースと

軽やかなビスキュイの組み合わせ。

ジャン＝ポール・エヴァン特集

承り期間 10 17（火）～ 12 10（日）
お渡し場所 地階食賓館  特設会場

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉

いずれも直径11.5×高さ8cm、約5～6人分 ［18度以下の保管で約20日間］

微アルコール

アーモンドのプラリネ

フランスのクリスマスには欠かせないお菓
子「クグロフ」

一足お先にお渡しします。

今期のテーマは《アネ トラント（30年代）》。
ジャン＝ポール・エヴァンのグラン クラシック（偉大な古典）をお届けします。

カカオパウダー

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

国内外の人気ブラ
ンドが勢ぞろい!!

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝） お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 （日）17

お渡し日 12 23（土・祝） お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）
お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝）

お渡し日 12 23（土・祝） お渡し日 12 23（土・祝）

チョコレート生地

チョコレートグラサージュ

チョコレート
ガナッシュ

ビターチョコレート

チョコレートマカロン

ダコワーズ生地
フィヨンティーヌプラリネ

プラリネのクリーム

ミルクチョコレートの
クリーム

チョコレートのビスキュイ

イチゴ・ブルーベリー

バタークリーム

ヴァニラのムース

イチゴ味の
ジェノワーズ生地

イチゴ味の
ジェノワーズ生地

イチゴ味のクリーム

ビターチョコムース

パッションゼリー

ホワイトチョコムース

チョコチャンクグラノーラ
チョコスポンジ

チョコレートグラサージュ

チョコスポンジ

ムースカフェ

マスカルポーネ
チーズムース

クロッカンショコラ

ベルガモット風味の
ビスキュイ

フランボワーズのジュレ

ヘーゼルナッツの
ダコワーズ

ユズのシブースト

マダガスカル産カカオのムースビターチョコレートのムース

栗とヘーゼルナッツ
のダコワーズ

ヴァニラ風味の
シブースト

ビスキュイ ショコラ
（小麦粉不使用）

ビスキュイ ショコラ
（小麦粉不使用）

アーモンドのビスキュイ

ビスキュイカフェ　

イチゴ

スポンジ

クリーム

スライスイチゴ

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ビュッシュ オクロック
6,210円  〈30点限り〉 
16.5×6×高さ6cm、約5人分 ［冷蔵1日］

ケシの実のクルスティヤン

ヘーゼルナッツの
ダコワーズ

ペルー産カカオとスモークした
クリームのムース

アーモンドとカカオの
ビスキュイ

ローリエ風味の
シブースト

配送ケーキ
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