各ショップにて

今年のクリスマスはカメクロで

ご予約

承り中
Xmas オーシャンベリー
苺のショートケーキ ※写真は5号サイズです。
神奈川県産の苺（オーシャンベリー）
を使用。
また、国産小麦100%の小麦粉（白金鶴）
を使用することで
しっとりと口どけの良いスポンジに。
シンプルだからこそ素材にこだわったショートケーキ。

3,672円（税込）
5号（直径15cm） 4,860円
（税込）
4号（直径12cm）

ご予約 12/15

まで

お渡し 12/22

〜25

12/22
店頭販売【4号】
【5号】
12/23

〜25
〜25

B1F ガトー・ド・ボワイヤージュ
TEL:03-5858-8910

ビュシュ・ドゥ・ノエル

ミルキーな味わいのチョコレートクリームを国産小麦100% の
小麦粉（白金鶴）使用のキャラメルスポンジでサンド。
サクサクとしたチョコシリアルが食感のアクセント。

3,456円（税込）

（長さ13cm）
ご予約 12/15

まで お渡し 12/22

店頭販売 12/22

〜25

〜25

B1F ガトー・ド・ボワイヤージュ
TEL:03-5858-8910

リンツ クリスマス
シェアリングボックス
クリスマス限定のチョコレートや
リンドールの人気フレーバーをアソートしました。
どのチョコレートが出てくるかは開けてからのお楽しみ！

4個×9箱

3,980円（税込）

店頭販売 12/25

まで

1F リンツ ショコラ ブティック
TEL:03-5875-2607

リンツ テディ オーナメント
愛らしいリンツテディの形をした
オーナメント缶に、オーナメントになる
ミニリンツテディ（ミルクチョコレート）と
リンドールの定番フレーバーをアソート。

5個入

1,800円（税込）

店頭販売 12/25

まで

1F リンツ ショコラ ブティック
TEL:03-5875-2607

Xmas ベルギーショコラ

パティスリー「ジョリ・クレール」の
北海道食材を使用した、
オリジナルクリスマスケーキを販売いたします。
ご予約・ご来店お待ちしております。

冷凍商品
ご予約 12/1

4号

〜20

店頭販売 12/25

2,700円（税込）
お渡し 12/24 ・25

のみ

B1F 北海道ライブマルシェ
TEL:03-5875-4083

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。※商品が売り切れの際はご容赦ください。※商品のご予約・詳細は各ショップへお問合せください。

各ショップにて

今年のクリスマスはカメクロで

ご予約

承り中
※写真は R サイズです。

チョコレートケーキ

くるみの入ったチョコレートクリームを三層のスポンジで
サンドいたしました。トップスを代表するチョコレートケーキです。

デンマーク産のクリームチーズを使ったコクのある
ハードタイプのケーキです。

1,728円（税込）
Rサイズ 2,160円
（税込） Lサイズ 3,132円
（税込）
Mサイズ

ご予約 12/15
店頭販売 12/22

まで お渡し 12/25

チーズケーキ
ご予約 12/15

まで

1,944円（税込）

まで お渡し 12/25

店頭販売 12/22

〜12/25

※該当期間のみクリスマス用チョコプレート付き

Mサイズ

まで

〜12/25

※該当期間のみクリスマス用チョコプレート付き

B1F トップス

B1F トップス

TEL:03-5875-0102

TEL:03-5875-0102

Xmas 苺のデコレーション
ホールケーキ

しっとりと焼き上げたスポンジ生地と 2種類のクリームを
独自の配合でブレンドしコクがありながらも後味が
スッキリとした口当たりも心地良く、苺をたっぷりと
使用した当店人気のプレーン味のホールケーキの
Xmas 仕様 5号サイズです。

4,480円（税込）

5号（直径15cm）
ご予約 12/11 まで
店頭販売 12/23

お渡し 12/23

〜25

〜25

B1F pâtisserie J'ouvre
TEL:03-5875-0515

ブッシュドノエル

しっとりと焼き上げたショコラ生地と
ベルギー産クーベルチュールを贅沢に練り込んだ
濃厚なショコラクリームをたっぷり使用した
ブッシュド ノエル。

2,910円（税込）

シュトーレン

（長さ17cm 直径9cm）

しっとりと奥 深い風味の生地 にたっぷりドライフルーツ。※写真はホールサイズです。

ホールサイズ

1,620円（税込） バトンサイズ 421円（税込）
店頭販売 12/25

まで

B1F グランディール

TEL:03-5875-1280

ご予約 12/11 まで お渡し 12/23
店頭販売 12/23

〜25

〜25

B1F pâtisserie J'ouvre
TEL:03-5875-0515

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※商品が売り切れの際はご容赦ください。
※商品のご予約・詳細は各ショップへお問合せください。

各ショップにて

今年のクリスマスはカメクロで

ご予約

承り中
国産ローストチキン（丸鶏）
1羽 2,138円
（税込）
ご予約 12/18

まで お渡し 12/25

店頭販売 12/22

まで

〜25

B1F 牛蔵 TEL :03-5875-3600

国産ローストレッグ
ご予約 12/18

1本

734円（税込）

まで お渡し 12/25

店頭販売 12/22

まで

〜25

B1F 牛蔵 TEL :03-5875-3600

岡山県の緑に囲まれた鶏舎で育った美味しさとヘルシーさを
合わせ持った鶏です。ジューシーで噛みごたえのよいお肉です。

レストランで１つ１つこだわり、
焼き上げた
岡山県産

備中高原鶏クリスマスチキン
1本 745 円（税込）
ご予約 12/23

まで お渡し 12/22

店頭販売 12/24

・25

〜25

のみ

B1F 咲菜

TEL:03-5858- 8736

フランス産
ひな鳥“コクレ”のロースト
1羽 2,800円（税込）
ご予約 12/1
お渡し 12/23

〜受け取り日の1日前まで
〜25

1F SANRISE KITCHEN

TEL:03 -5858 - 6540

※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。※商品が売り切れの際はご容赦ください。
※商品のご予約・詳細は各ショップへお問合せください。

各ショップにて

今年のクリスマスはカメクロで

ご予約

承り中
大江戸深川盛
2〜3 人前 1,880円
（税込）
ご予約 受け取り日の1日前まで

B1F 江戸 深川屋

TEL:03-6802- 9121

オーストラリア産

サーロイン＆ローストビーフ
2種盛プレート
2〜3人前 1,470円
（税込）
ご予約 12/21 まで お渡し 12/23
店頭販売 12/24

〜27

・25

B1F 仕出し屋 AZABU
TEL:03-6802- 8058

サンドイッチオードブル
2〜3人前 2,300円（税込）
ご予約 12/1 〜受け取り日の1日前まで
お渡し 12/25

まで

B1F グランディール

TEL:03-5875-1280

クリスマスオードブル
4人前 2,980円
（税込）
ご予約 受け取り日の1日前まで
お渡し 12/22

〜25

お早めのご注文がお得です

11/1

〜11/30

12/1

〜

ご予約の
場合
ご予約の
場合

%
15OFF
12/21
%
10OFF

B1F 好味来

TEL:03- 5858 -9666
※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。※商品が売り切れの際はご容赦ください。
※商品のご予約・詳細は各ショップへお問合せください。

