
このマークのついているケーキはお酒を使用しております。

Pa r t y  D i n ne r 各ショップ自慢のオードブルで、
特別な夜をさらに楽しく。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止
　されています。

The Specials 各ブランドのオリジナリティ溢れるケーキで、
大切な人と過ごすクリスマスをより華やかに。

マトリョーシカ型のショコラを添えて、
クリスマスの雰囲気を演出した
グリオット（チェリー）風味のオペラです。

マトリョーシカ型のショコラを添えて、
クリスマスの雰囲気を演出した
グリオット（チェリー）風味のオペラです。

小麦粉を使用せずに仕上げた生地に、
ビターガナッシュをサンドした
生チョコのような口どけの良いケーキ。

小麦粉を使用せずに仕上げた生地に、
ビターガナッシュをサンドした
生チョコのような口どけの良いケーキ。

フルーツを贅沢に盛り付けたタルトには、
サンタクロースや雪だるまをデコレーション。
彩り鮮やかなクリスマスタルトです。

フルーツを贅沢に盛り付けたタルトには、
サンタクロースや雪だるまをデコレーション。
彩り鮮やかなクリスマスタルトです。

降り積もった雪に見立てた真っ白な
生クリームに相性抜群の苺をトッピング。
降り積もった雪に見立てた真っ白な
生クリームに相性抜群の苺をトッピング。

　 〈ダロワイヨ〉オペラククラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約12×12.5cm 2,700円
※原材料に乳・小麦・卵を含む ■地下1階 ダロワイヨ

　 〈ベル アメール〉リュクス アメール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・約14.5×7cm 3,780円
※原材料に乳・卵を含む ■地下1階 ベル アメール

　 〈ケーニヒス クローネ〉タルトフリュイ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直径約15cm 3,456円
※原材料に乳・小麦・卵を含む  ■地下1階 ケーニヒス クローネ

　 〈シーキューブ〉クリスマスビッシュ
・・・・・・・・・・・・・約17×8.9×10.1cm 1,944円
※原材料に乳・小麦・卵を含む ■地下1階 シーキューブ
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※オーナメントが変更になる場合がございます。※オーナメントが変更になる場合がございます。

The Classics 雪みたいなホワイトカラーで、クリスマスを演出。
家族のおいしい笑顔が広がる、王道ケーキが勢揃い。

特別仕立てのクリームに、
苺、しっとりふわふわのスポンジ。
切り分けたときに、すべてのピースに
苺がのるデコレーションです。

特別仕立てのクリームに、
苺、しっとりふわふわのスポンジ。
切り分けたときに、すべてのピースに
苺がのるデコレーションです。

しっとりと焼きあげたスポンジ生地に
苺をサンドしたオリジナルショートケーキ。
甘さを抑えた生クリームに苺を冠した
王道です。

しっとりと焼きあげたスポンジ生地に
苺をサンドしたオリジナルショートケーキ。
甘さを抑えた生クリームに苺を冠した
王道です。

甘酸っぱい苺とともに、
大きなツリーと星型のチョコレートが
聖夜を彩ります。

甘酸っぱい苺とともに、
大きなツリーと星型のチョコレートが
聖夜を彩ります。

聖夜をイメージしたホワイトチョコレートで、
ふんわりと優しく包み込んだチョコレートケーキ。
聖夜をイメージしたホワイトチョコレートで、
ふんわりと優しく包み込んだチョコレートケーキ。

鶏の臭みが少なく
柔らかい食感を楽しむことが
できる「香草美水鶏」を
ジューシィに焼きあげました。

鶏の臭みが少なく
柔らかい食感を楽しむことが
できる「香草美水鶏」を
ジューシィに焼きあげました。

バジル風味のチキンにトマトとオリーブを
トッピングしたパン。赤ワイン仕立ての
ビーフシチューのフランスパンです。
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ローストポーク＆ブリーチーズ、パストラミ
ビーフ＆玉ねぎマリネなど9種類の詰合せ。

肉の老舗、「柿安」が誇る自慢のローストビーフ。
柔らかくしっとりと口の中に幸せが広がります。

爽やかなオレンジの
香りが食欲をそそる、
「柿安」自慢のスペアリブ。

ワインによく合う多彩なアンティパストをコンパクト
に詰め合わせ、お好きなワインを合わせてカジュア
ルに楽しめるプレート。

ワインによく合う多彩なアンティパストをコンパクト
に詰め合わせ、お好きなワインを合わせてカジュア
ルに楽しめるプレート。

　 〈アンリ・シャルパンティエ〉ノエル・ザ・ショートケーキ
・・・・・・・・・・・・・【各日30台限り】直径約12cm 3,780円
※原材料に乳・小麦・卵を含む■地下1階 アンリ・シャルパンティエ

　〈ア・ラ・カンパーニュ〉ジェノワーズ・オ・フレーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直径約15cm 3,996円
※原材料に乳・小麦・卵を含む ■地下1階 ア・ラ・カンパーニュ

 　 〈ユーハイム〉ショートデコレーション
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直径約12cm 2,700円
※原材料に乳・小麦・卵を含む ■地下1階 ユーハイム

　 〈モロゾフ〉クリスマス グルノーブル（ホワイト）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直径約15cm 1,620円
※原材料に乳・小麦・卵を含む ■地下1階 モロゾフ
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　 〈鶏三和〉香草美水鶏丸焼き・・・・・・・1羽 2,895円
■地下1階 鶏三和

I

　 〈柿安ダイニング〉肉の老舗 柿安のローストビーフ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇあたり 981円

■地下1階 柿安ダイニング

J
　 〈柿安ダイニング〉スペアリブ オレンジ風味ソース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇあたり 850円

■地下1階 柿安ダイニング

K

　 〈ジョアン〉①バジルチキン＆トマトオリーブ
②彩り野菜のビーフシチュー・・・・・・・・1個 各303円

■地下1階 ジョアン

L
　  〈ジョアン〉ファミーユ・・・・・3～4人前 3,240円

■地下1階 ジョアン
M

フルーツトマトとモッツァレラを風味豊かなハーブの
香りでカプレーゼ風サラダ仕立てに。

ほうれん草のソテーと旨みのあるベーコンが好相性の
キッシュは今やクリスマスの定番人気！

まるごと使用した牡蠣から出るエキスとクリームソース
がマッチした特別なグラタン。

　 〈ＲＦ1〉ほうれん草とベーコンのキッシュ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1カット 454円

■地下1階 RF1

Q　 〈ＲＦ1〉フルーツトマトとモッツァレラのジェノバ風サラダ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 594円

■地下1階 RF1

P

　 〈RF1〉クリスマス ワインと愉しむスペシャルセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック2人前 1,998円

■地下1階 RF1

O  　〈柿安ダイニング〉まるごと牡蠣のグラタン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 631円

■地下1階 柿安ダイニング

N

スパークリングマニア2017
50種類以上の
スパークリングワインを
一堂に集めた
クリスマスの
スペシャルイベント！

　①〈クローヌ〉
クローヌ・ボレアリス・ブリュット
・・・・・・・・・・・750ｍｌ 3,024円
南アフリカ製

②〈Ｒ＆Ｌ ルグラ〉
シャンパーニュ・ブリュット・
グラン・クリュ・ブラン・ドゥ・ブラン
・・・・・・・・・・・750ｍｌ 5,616円
フランス製

■地下1階 ラ・カーヴ

　〈ジャン＝ポール・エヴァン〉プティ アソルティモン ノエル・・・13個入6,154円
■地下1階 ジャン＝ポール・エヴァン

　〈ルル メリー〉ルルスフレ
・・・・・・・・・・・・・・・・・4個入1,468円

■地下1階 メリーチョコレート

シロップ漬けした大粒のマロンを砂糖でコーティングしたマロン グラッセと
定番のボンボン ショコラの詰合せ。マロン グラッセは季節限定です。

ふわふわの食感のスフレをクリスマス
仕様に。柊のデザインがアクセント。

　〈ベル アメール〉ミニブーツショコラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・4個入1,512円

■地下1階 ベル アメール

クリスマスブーツを表現したかわいらしいショコラ。

　〈ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ〉
テーグベック・・・・・・・・18個入2,160円
■地下1階 ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ

クリスマス限定のかわいらしいパッ
ケージに定番焼菓子を詰合せ。
ちょっとしたお土産にもぴったりです。

　〈BABBI〉
クリスマスツリーボックス
・・・・・・・・・8個入2,484円

■地下1階 BABBI

クリスマスツリー型のボッ
クスに、人気のバッビーノ
とボンボンショコラを詰合
せた季節限定のアソートギ
フト。

クリスマスパーティの飾り付けにも使えるキュートな
アイシングクッキー。
①〈アンファン〉グリッターアイシングクッキー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個540円から

■地下1階 サカエクリスタルプレイス

目を引く真っ赤なパッケージは、クリスマス限定カラーです。
②〈ティーフォルテ〉クリスマス ティーツリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個入2,160円

■地下1階 サカエクリスタルプレイス

期間限定のフレーバー「ショコラ」が加わった、
フレンチマフィンの詰合せ。
④〈セバスチャン・ブイエ〉フレンチ・・・・・3個入1,210円

■地下1階 セバスチャン・ブイエ

クリスマス時期限定のパッケージに定番ショコラを詰合せ。
③〈サティー〉コルセショコラ・・・・・・・15個入1,728円

■地下1階 サティー

ドイツの代表的なクリスマス菓子。時間が経つほど
味わいに深みが生まれていきます。
⑤〈ジョアン〉シュトーレン・・・・・・・・・・1本 1,728円

■地下1階 ジョアン

　〈ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ〉
シュトーレン ドライフルーツミックス
(小)1本 1,059円／(大)1本 1,815円

■3階 ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ

3F Eat in & Take out
今秋グランドオープンした3階フロアで楽しめるクリスマス限定のフードメニュー。

　〈ビストロカフェ・ザ フラワーテーブル〉
クリスマス限定セット1セット 4,536円

■3階 ビストロカフェ・ザ フラワーテーブル
ご予約 TEL／052-252-1525

ウエルカムドリンクと「真鯛の
‶たい焼き”」と彩り野菜など全４品の
特別コースとクリスマス仕様の
アフタヌーンティーセットをお楽しみ
いただけます。

洋酒に漬け込んだドライフルーツや
ナッツなどを生地に練り込み、発酵
させて焼きあげました。紅茶はもち
ろん、ワインとも好相性。

※写真は（小）です。

12. 20 WED 25 MON 地下1階食品フロア
※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。
※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。

12/23（土・祝）～25（月）の限定販売 12/22（金）～25（月）の限定販売

12/22（金）～25（月）の限定販売

12/23（土・祝）～25（月）の限定販売12/23（土・祝）～25（月）の限定販売

要予約

ご予約
承り中！ 12/25（月）まで／各日午後2時からの限定メニュー

お呼ばれ Sweets ホームパーティなどで喜ばれること間違いなし。
手土産にぴったりなかわいらしいクリスマススウィーツ。

12/23（土・祝）～25（月）の限定販売

12/22（金）～25（月）の限定販売


