
■ご注文につきまして■

生クリームデコレーションケーキ

チーズのタルト ～フランボワーズ～

チョコレート生クリームﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝｹｰｷ

[ 直径約 18ｃｍ] 税込 ￥3,250
（6～ 8名様分）

ショコラショコラ

税込 ￥3,200
（6～ 8名様分）

[ 直径約 15ｃｍ]

税込 ￥5,250
（11 ～ 13 名様分）

税込 ￥3,500
（6～ 8名様分）

税込 ￥4,250
（9～ 10 名様分）

[ 直径約 18ｃｍ]

[ 直径約 21ｃｍ]

[ 直径約 15ｃｍ]

（6～ 8名様分）

￥3,200税込[ 直径約 18ｃｍ]

商品 No.13

Gâteau à la crème  chocolat

tarte au fromage
chocolat chocolat

Gâteau à la crème chantilly

デコレーションセット
・サンタシュガー
・Noel クッキー
・キャンドル

●上記写真と内容が異なる場合がございます。ご了承ください。

￥3,650税込

●コンフィチュール  1 本 (ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ）

●冬野菜とチーズのキッシュ  約 12cm　

●ショコラショコラ　約 12cm

クリスマスリングシュー
X’ mas ring chou

MiA 自慢のカスタードクリームたっぷりの
リングシュー。中にもプティシューが入っ
ています。大勢集まるパーティーなどに
ピッタリです。

たっぷりのイチゴとﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞの甘酸っぱい
香りと北海道産の純生クリームの口溶け。

仏産の最高級クーベルチュールチョコ
レートを北海道産の純生クリームと合わ
せました。 洋梨とﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞの香り高いフ
ルーツはクリスマスのディナーと好相性。

北海道産のフロマージュブランを使用し、
低温でじっくり焼き上げたとろけるような
食感とサクサクのﾀﾙﾄ生地。シャンパンと
共にいかがですか。

ココアは一切使用せず、仏産の最高級クー
ベルチュールチョコレートをふんだんに、
焼き上げているのにしっとりした口どけ
の良いmia 自慢のショコラ。上かけした
ガナッシュとともに口の中でとろけます。

全てのクリスマスケーキに、
デコレーションセットが付い
ています。ご自宅でお好みで
飾っていただけます。

ＭiA セレクト

（ 2 名様分）

商品 No.1

商品 No.3

商品 No.4

商品 No.5

商品 No.11

・ひいらぎ

発送可発送可

賞味期限：お渡し日当日

賞味期限：お渡し日より２日（店頭） 賞味期限：お渡し日より 2日（店頭）
賞味期限：到着日より 1日  ( 発送）賞味期限：到着日より１日（発送）

賞味期限：製造日より 6ヶ月

賞味期限：お渡し日より２日（店頭）
賞味期限：到着日より 1日（発送）

税込 ￥3,950
（9～ 10 名様分）

[ 直径約 21ｃｍ]
商品 No.2

税込 ￥2,450
（3～ 5名様分）

[ 直径約 12ｃｍ]
商品 No.6

賞味期限：お渡し日当日

税込 ￥5,950
（11 ～ 13 名様分）

税込 ￥3,800
（6～ 8名様分）

税込 ￥4,750
（9～ 10 名様分）

[ 直径約 18ｃｍ]

[ 直径約 21ｃｍ]

[ 直径約 15ｃｍ]

商品 No.7

商品 No.8

商品 No.9

税込 ￥2,750
（3～ 5名様分）

[ 直径約 12ｃｍ]
商品 No.10

賞味期限：お渡し日当日

商品 No.12

地元の冬野菜はマスタードをアクセントにとろけ
るキッシュに、自慢のショコラをデザートに。 コ
ンフィチュールは一番人気のフランボワーズをセ
レクト。炭酸水や白ワインと割ってアペリティフ
に。またサラダﾞのドレッシングの甘みに使うと
華やかなディナーを演出できます。贈り物にも。

La sélection de MiA 

発送可

Close 月・火曜日
Tel/Fax  0748-86-1552

〒520-3305
滋賀県甲賀市甲南町野川835

HP : www.mammamia-project.jp

Open 11:00～17:00（L.O.16:30）

パティスリーミア

賞味期限：お渡し日より２日（店頭）
賞味期限：到着日より 1日（発送）

ご注文用紙 ‘13 年　 　　月　 　　日

□店頭お渡し日時　　　　月　　　　日　　　　　時頃お引取り　

□店頭お渡し 12 月　23（月）　・　24（火）　・　25（水）

お名前
フリカナ

TEL FAX
〒　　　-

ご注文内容

代金 ￥　　　　　　　　　　　(　未　・　済　)　 担当 /

お名前
フリカナ

TEL
〒　　　-

様

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

【別送】

商品No.・商品名・個数をご記入ください。
＊のしが必要な場合はご記入ください。

店頭、お電話、ファックスにて承ります。「ご予約制」にてお作りいたしてお

ります。数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

■クリスマスケーキ■　該当日時に○をつけてください。

11:00 ～　/12:00 ～　/14:00 ～　/16:00 ～ 17:00

□発送到着日時　12 月　24（火）　・　25（水）
午前中　/12:00 ～　/14:00 ～　/16:00 ～　/18:00 ～　/20:00-21:00

■ギフト■

□発送到着日時　　　　　月　　　　日　

＜送料につきまして＞　　　一件 840 円（税込：クール便）
＜お支払いにつきまして＞　①銀行振込　②代金引換　③店頭
　　　　　　　　　　　　　　　（各手数料は、お客様のご負担にてお願いしております。）

TEL・FAX  0748-86-1552

クリスマス時期、23( 月）、24( 火 )、25( 水 ) は営業します。26( 木 )、27( 金 ) は臨時
休業いたします。また、年内は 31 日まで営業。年始は 1/8 から通常営業となります。
　　　gallery-mamma mia では 12/4~25、クリスマス展「森の国から」を開催中です。

 Christmas Cake  2013

午前中　/12:00 ～　/14:00 ～　/16:00 ～　/18:00 ～　/20:00-21:00


