
手のひらサイズのタルトに甘さ
控えめのクリームやムース、色と
りどりのフルーツを飾った銀座
千疋屋オリジナルのフルーツ
タルト詰合せです。冷蔵庫で
解凍してお召し上がりください。

2020.12.21（月）～24（木）
商品詳細をご確認ください。

お届け期間 2020.12.21（月）～24（木）
商品詳細をご確認ください。お申込期間

※【お届け地域について】北海道・沖縄・離島への配達は出来ません。予めご了承下さい。

※お届け日の指定はできませんので予めご了承ください。21日（月）～24日（木）いずれかにお届けします。
※お届け時間帯はご指定いただけません。
※のしはお付け出来ません。予めご了承ください。

※万一品切れの場合や、やむを得ない事情により変更や中止になる場合がございます。ご容赦ください。

取り扱い店舗

クリスマスケーキご予約承り中

日本で初めて「フルーツパーラー」を開業
したフルーツ専門店の老舗。専門の目利き
が触感と味覚をもとに一点一点商品
を厳選しています。伝統を守りながら、新し
い楽しみ方を提案し続けています。

サクッとしたタルト生地と、アーモン
ドプードルで焼き上げた生地に、カス
タード風味クリームと、色とりどりの
フルーツをトッピングした、銀座千疋
屋オリジナルのフルーツタルトです。

（税抜3,800円）税込4,104円

お申込期限：2020.12.3（木）まで

ベリーたっぷりのホワイトクリスマス
銀座千疋屋

■現/ベリーたっぷりのホワイトクリスマス（φ12cm×6cm）×1個・ロウソク×5本・
オーナメント（柊）×1本   ■賞味期間/アイスの為無し・日本製・【乳・卵・小麦・大豆】

PGS-142ご注文番号9904-035
宅配送料込 冷凍

（税抜4,000円）税込4,320円

お申込期限：2020.12.3（木）まで

ベリーのチョコレートケーキ
銀座千疋屋

■現/ベリーのチョコレートケーキ（φ15cm×6cm）×1個・ロウソク×5本・オー
ナメント（柊）×1本■賞味期間 /製造日より冷凍約30日・日本製・【乳・卵・小麦】

PGS-193ご注文番号9904-044
宅配送料込 冷凍

（税抜4,200円）税込4,536円

お申込期限：2020.12.3（木）まで

クリスマス銀座プチフルーツタルト
銀座千疋屋

■現/銀座プチフルーツタルト（φ4.5～5cm×4～4.5cm）×8個（フリュイ・マンゴー・
苺・モンブラン ×各 2個）■賞味期間 /製造日より冷凍約 30日・日本製・【乳・
卵・小麦・大豆・オレンジ・キウィ・アーモンド】

PGS-327ご注文番号9904-026
宅配送料込 冷凍手のひらサイズのタルトに甘さ

控えめのクリームやムース、色と
りどりのフルーツを飾った銀座
千疋屋オリジナルのフルーツ
タルト詰合せです。冷蔵庫で
解凍してお召し上がりください。

（税抜3,800円）税込4,104円

お申込期限：2020.12.3（木）まで

ストロベリーアイスケーキ
銀座千疋屋

PGS-192ご注文番号9904-053
宅配送料込 冷凍

濃厚なバニラアイスに、甘酸っぱ
いストロベリーソースをミック
ス。底にしきつめたクッキーク
ランチのサクサク食感がアク
セントです。いちごたっぷりで、
見た目にも華やかです。

ラズベリー果肉入りのクリームを
ショコラスポンジでサンドし、
いちご・ラズベリー・ブルーベ
リーをトッピングしました。

（税抜3,500円）税込3,780円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

チーズタルトアイス 8 個
PABLO

AH-PC8

宅配送料込 冷凍

（税抜4,000円）税込4,320円

お申込期限：2020.12.9（水）まで

銀座焼きショコラサブレ
銀座千疋屋

PGS-276

宅配送料込 常温 （税抜3,000円）税込3,240円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

銀座プチガトー
銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール

YJ-PG

宅配送料込 常温

（税抜4,000円）税込4,320円

お申込期限：2020.12.3（木）まで

クリスマス銀座タルト（フルーツ）

■現/銀座タルト（フルーツ）（φ15cm）×1個・ロウソク×5本・オーナメント（柊）×1本
■賞味期間/製造日より冷凍約30日・日本製・【乳・卵・小麦・大豆・オレンジ・キウィ・アーモンド】

PGS-144 GF-1269-1100

GF-1269-1100

GF-1269-1100

GF-1269-1100 GF-1269-1100

ご注文番号9904-017
宅配送料込 冷凍

銀座千疋屋

フルーツの老舗、銀座千疋屋が
厳選した素材を使用して作った
アイスクリームです。

フルーツの老舗、銀座千疋屋が
厳選した素材を使用して作った
アイスクリームです。

サクッとしたタルト生地と、アーモン
ドプードルで焼き上げた生地に、カス
タード風味クリームと、色とりどりの
フルーツをトッピングした、銀座千疋
屋オリジナルのフルーツタルトです。

■現/ストロベリーアイスケーキ（11×11×5cm）×1個・ロウソク×5本・オーナメント（柊）×1本
■賞味期間 /アイスの為無し・日本製・【乳・卵・小麦・大豆】

ラズベリー果肉入りのクリームを
ショコラスポンジでサンドし、
いちご・ラズベリー・ブルーベ
リーをトッピングしました。

濃厚なバニラアイスに、甘酸っぱ
いストロベリーソースをミック
ス。底にしきつめたクッキーク
ランチのサクサク食感がアク
セントです。いちごたっぷりで、
見た目にも華やかです。

ご注文番号9904-153

チーズタルト専門店パブロのチーズタルトをイメージした
アイスです。ビスケット入りのチーズアイスの上に特製の
アプリコットソースをかけ、濃厚な味わいに仕上げました。

引き出しを開けると、ひと口サイズのカラフルな焼き菓子
がたくさん！6種類のバラエティ豊かなフィナンシェやマド
レーヌの詰合せです。華やかなギフトボックスに仕上げました。

焼き塩を使用しチョコレートの
風味を引き出した、さっくり食感の
サブレ生地にフリーズドライの
フルーツを混ぜ焼き上げた、
フルーツショコラをサンドしま
した。「さっくりホロホロ」の
食感とコクのあるフルーツショ
コラをお楽しみください。

■現 /チーズタルトアイス 70ml×8 個
■賞味期間 /アイスの為無し・日本製・【小麦・卵・乳・アーモンド】

（税抜5,000円）税込¥5,400円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

チーズタルトアイス15個
PABLO

AH-PC15

宅配送料込 冷凍
ご注文番号9904-162
■現 /チーズタルトアイス 70ml×15個
■賞味期間 /アイスの為無し・日本製・【小麦・卵・乳・アーモンド】

ご注文番号9904-171
■現 /銀座焼きショコラサブレ ×16 個（ストロベリー・バナナ・オレンジ・キャ
ラメル ×各４個）■賞味期間 /製造日より常温約 90日・日本製・【卵・乳成分・
小麦・オレンジ・大豆・バナナ・アーモンド】

ご注文番号9904-180

（税抜3,600円）税込¥3,888円
ゴールドコレクション12 粒入
ゴディバ

■現 /チョコレート ×12 粒　●店9394-023（3240）
■賞味期間 /製造日より常温約 210 日・ベルギー製・【乳成分・小麦・大豆】

G-30

常温
ご注文番号9904-199

（税抜5,600円）税込¥6,048円
ゴールドコレクション20 粒入
ゴディバ

■現 /チョコレート×20粒　●店9394-050（5400）
■賞味期間 /製造日より常温約 210 日・ベルギー製・【乳成分・小麦・大豆】

G-50ご注文番号9904-208

（税抜5,600円）

ゴディバお申込期限：2020.12.13（日）まで

クッキー＆チョコレートアソートメント
ゴディバ

■現 /ミルクチョコレートクッキー 4枚・ダークチョコレートクッキー ×4枚・
チョコレート21粒　●店9394-041（5400）
■賞味期間 /製造日より常温約150日・ベルギー製・【卵・乳成分・小麦・大豆】

GCC-50ご注文番号9904-217

■現/フィナンシェ(プレーン･ショコラ･フランボワーズ)×各8個・マドレーヌ
(ピスタチオ･アールグレイ･マンゴー )×各 8個
■賞味期間/製造日より常温約45日・日本製・【小麦・卵・乳・アーモンド・大豆】

焼き塩を使用しチョコレートの
風味を引き出した、さっくり食感の
サブレ生地にフリーズドライの
フルーツを混ぜ焼き上げた、
フルーツショコラをサンドしま
した。「さっくりホロホロ」の
食感とコクのあるフルーツショ
コラをお楽しみください。

ゴールドのエレガントなパッ
ケージに詰め合わせたゴディ
バ定番のコレクション。なめ
らかな口溶け、上質な香り、
美しいフォルム、ひと口ごと
に広がる深い味わいをご堪能
ください。大切な方への贈り
物に最適です。

引き出しを開けると、ひと口サイズのカラフルな焼き菓子
がたくさん！6種類のバラエティ豊かなフィナンシェやマド
レーヌの詰合せです。華やかなギフトボックスに仕上げました。

ゴールドのエレガントなパッ
ケージに詰め合わせたゴディ
バ定番のコレクション。なめ
らかな口溶け、上質な香り、
美しいフォルム、ひと口ごと
に広がる深い味わいをご堪能
ください。大切な方への贈り
物に最適です。

チーズタルト専門店パブロのチーズタルトをイメージした
アイスです。ビスケット入りのチーズアイスの上に特製の
アプリコットソースをかけ、濃厚な味わいに仕上げました。

GF-366-1020

GF-366-1020

GF-1269-1100 GF-366-1020

GF-1567-1070

GF-1567-1070

GF-1567-1070
税込¥6,048円

宅配送料込

常温宅配送料込

常温宅配送料込



（税抜5,000円）税込5,400円

お申込期限：2020.12.14（月）まで

ノエルアプソリュ
パティスリー グレゴリー・コレ

GC50 GF-1526-1120ご注文番号9904-062
宅配送料込 冷凍 （税抜3,500円）税込3,780円

お申込期限：2020.12.14（月）まで

フルーツモチクリームアイス詰合せ
モチクリーム

MC-ICE7842ご注文番号9904-108
宅配送料込 冷凍

丸ごとのフルーツを豆乳ベースのクリームとお餅で包んだアイス。苺、みかん、
いちじくの 3種類のセット。

（税抜4,000円）税込4,320円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

ベルギーチョコレートグラシエ
イーペルの猫祭り

■現 /ベルギーチョコレートグラシエ×10個（ミルクショコラ・ダークショコラ
各100ml×3個・ストロベリーショコラ・ホワイトショコラ各100ml×2個）
■賞味期間 /アイスの為無し・日本製・【卵・乳・大豆】

AH-BCGRご注文番号9904-126
宅配送料込 冷凍

（税抜3,000円）税込3,240円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

プチチョコアイス
イーペルの猫祭り

A-EPH GF-366-1020ご注文番号9904 -135
宅配送料込 冷凍

（税抜4,500円）税込4,860円

お申込期限：2020.12.9（水）まで

銀座ショコラアイス
銀座千疋屋

PGS-274

宅配送料込 冷凍
（税抜3,790円）税込4,093円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

八天堂

■現/くりーむパンチョコレート×3個・シンガポールマフィンチョコレート×3個・
とろける食パンチョコレート ×1個・ドリップパックコーヒー ×３個
■賞味期間 /製造日より冷凍約30日（ドリップコーヒーを除く）・日本製・【小麦・
乳・卵・大豆・アーモンド・ごま】

588ご注文番号9904-117
宅配送料込 冷凍

（税抜5,000円）税込5,400円

お申込期限：2020.12.14（月）まで

数量限定品

クリスマスアイスクリームギフト
パティスリー グレゴリー・コレ

GCS50 GF-1526-1020ご注文番号9904-071
宅配送料込 冷凍

８種類のシェフ手作りアイス
クリーム＆シャーベットの
詰合せです。

（税抜3,500円）税込3,780円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

ブッシュ・ド・ノエル
FAMILLE

FMLRX GF-1537-1120ご注文番号9904-099
宅配送料込 冷凍（税抜3,700円）税込3,996円

お申込期限：2020.12.13（日）まで

クリスマスの堂島モンブランロール
パティスリー  モンシェール

■現/クリスマスの堂島モンブランロール（9×17×7cm）×1個・オーナメント別添
■賞味期間/製造日より冷凍約30日・日本製・【乳・卵・小麦・大豆・アーモンド】

■現/フルーツモチクリームアイス×6個（苺・みかん・いちじく×各2個）
■賞味期間 / アイスの為無し・日本製・【大豆】

DMRX GF-1537-1120ご注文番号9904-080
宅配送料込 冷凍

まろやかなクレームブリュ
レをチョコレートとキャラ
メルのムースで包み込んだ
人気 NO.1 のチョコレート
ケーキです。

■現 /チョコレートケーキ（φ12cm×5.5cm）×1個
■賞味期間/製造日より冷凍約30日・日本製・【小麦・卵・乳・大豆・アーモンド・ゼラチン】

■現 /クリスマスアイスクリーム（120ml）×8個（バニラ・チョコ・アナナス柚子・
タルトフレーズ・フロマージュ・カシス・カフェ・ピスタチオ ×各１個）
■賞味期間 /製造日より冷凍約90日・日本製・【小麦・卵・乳・大豆】

■現 /FAMILLEブッシュ・ド・ノエル（10×16×7cm）×1個・オーナメント別添
■賞味期間/製造日より冷凍約30日・日本製・【乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン】

チョコレートスイーツパンづくし・
オリジナルドリップコーヒー詰合せ

八天堂のスイーツパンの
中でも人気の高いチョコ
レートのお味を贅沢に詰
合せました。トロトロ、ふわ
ふわ、ザクザク、食感も様々
でバラエティ豊かなお品
をお楽しみください。

ベルギー産クーベルチュールで作る、
ミルク・ダーク・ストロベリー・ホワ
イトの4種類のこだわりチョコレート
アイス。2001年マンダリン・ナポレ
オン大会で優勝し、活躍するベルギー
出身のチョコレート職人、ヨリス・
バンヘー監修です。

一口サイズのプチアイスをかわ
いらしい猫のパッケージに♪バニ
ラ・クランチ・ストロベリーの3種類
の味をお楽しみください。子供から
大人まで楽しめるボリュームたっぷ
りのアイスセットです。

■現/プチチョコアイス×40個（バニラ12ml×14個・クランチ・ストロベリー各12ml×各13個）
■賞味期間 /アイスの為無し・日本製・【小麦・卵・乳・落花生・大豆】

■現/銀座ショコラアイス ×10 個（ホワイトチョコ（ストロベリー）・ホワイト
チョコ（レーズン）・ミルクチョコ（オレンジ）・ミルクチョコ（ラムレーズンアー
モンド）・ミルクチョコ（ピスタチオ）各 90ml× 各２個）
■賞味期間/アイスの為無し・日本製・【卵・乳成分・小麦・オレンジ・アーモンド】

ご注文番号9904-144
しっとり焼き上げた、はちみ
つの優しい甘さのシフォン生地
をFAMILLEのくちどけなめ
らかなクリームで包み木目の
ブッシュ・ド・ノエルにか
わいく仕上げました。

ふんわりやわらかなキャラメ
ル風味ロール♪モンブランク
リームやアーモンドキャラメ
リゼなどを贅沢にデコレー
ション♪

ふんわりやわらかなキャラメ
ル風味ロール♪モンブランク
リームやアーモンドキャラメ
リゼなどを贅沢にデコレー
ション♪

しっとり焼き上げた、はちみ
つの優しい甘さのシフォン生地
をFAMILLEのくちどけなめ
らかなクリームで包み木目の
ブッシュ・ド・ノエルにか
わいく仕上げました。

ベルギー産クーベルチュールで作る、
ミルク・ダーク・ストロベリー・ホワ
イトの4種類のこだわりチョコレート
アイス。2001年マンダリン・ナポレ
オン大会で優勝し、活躍するベルギー
出身のチョコレート職人、ヨリス・
バンヘー監修です。

一口サイズのプチアイスをかわ
いらしい猫のパッケージに♪バニ
ラ・クランチ・ストロベリーの3種類
の味をお楽しみください。子供から
大人まで楽しめるボリュームたっぷ
りのアイスセットです。

口どけなめらかなチョコアイスに、
香り豊かなフルーツやナッツを加えた、
銀座千疋屋オリジナルのショコラア
イスです。程よい甘さとコク深い
味わいをお楽しみください。
※洋酒を使用しています。お子様や
お酒に弱い方はご注意ください。

まろやかなクレームブリュ
レをチョコレートとキャラ
メルのムースで包み込んだ
人気 NO.1 のチョコレート
ケーキです。

８種類のシェフ手作りアイス
クリーム＆シャーベットの
詰合せです。

GF-1373-1050

GF-1561-1070

GF-366-1020

GF-1269-1100

口どけなめらかなチョコアイスに、
香り豊かなフルーツやナッツを加えた、
銀座千疋屋オリジナルのショコラア
イスです。程よい甘さとコク深い
味わいをお楽しみください。
※洋酒を使用しています。お子様や
お酒に弱い方はご注意ください。


