I n for m a t i o n

12 月 9日（水）までに

駐車場のご案内

第 2 駐 車 場をご利 用ください！
※クリスマス期 間中は大変混雑しますので、お車でお越しの場合、第 2 駐 車 場をご用意しておりますので、そちらをご利 用ください 。
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ご注意とお願い
※ご予約は店頭のみで受け付けております（お電話での受付はおこなっておりません）。
※お申し込み受付後のキャンセル・変更は一切お受けできませんので、確定してからご予約ください 。
※ 12 月 21 日〜 25 日のバースデーケーキのご注文には当パンフレット掲載のケーキに、メッセージプレートを
付けての対応とさせてい ただきますので予めご了承ください 。
※クリスマス期間中は大変混雑しますので、前金でのご予約をお願いい たします。
※お引換の際は、お客様控を必ずご持参ください。お持ちいただけない場合、商品のお渡しができませんので、
大切に保管いただきますようお願いい たします。

12/23（水）
・24（木）
・25（金）の営業は 10:00~19:00となります。カフェスペースはお休み致します
店内、お受け取り
混雑予想時間帯

16:30~18:30

左記の時間帯は大変混雑が 予想されます。できるだけ混雑時間帯を避け
てのお受け取りをおすすめい たします。

年末年始の営業のお知らせ
12/26（土）
お休み

1/1（金）
お休み

ご予約・ご入金の
お客様に
Xmasプレゼント！

12/27（日）
9:30~18:45
1/2（土）
10:00~16:00

ホームページ

12/28（月）
9:30~18:45
1/3（日）
10:00~17:00

12/29（火）
9:30~18:45

12/30（水）
9:30~18:45

12/31（木）
9:30~16:00

カフェスペースは年末年始はお休み致します

松江市上乃木 7-10-6

TEL:0852-26-7540

SHOP 9:30 〜 18:45

TEASALON 10:00 〜 17:00

https://claude.jp

通販サイト

https://shop.claude.jp

Joyeux Noël
2020

C
ショコラ・ショコラ
Chocolat Chocolat
Joyeux Noël

なめらかなチョコクリームにベルギー産チョコと
フェルクリンココアで香り高く。

2020

大人から子どもまでお 楽しみい た だけます。

C-1 直径 15cm

Que ce soit pour
un jour exceptionnel,
ou non,
j’espère que
le gâteau de Claude pourra
donner un sourire à
tout le monde.

C-2 直径 18cm

3,800 円（税込）
4,700 円（税込）
チョコクリーム
チョコスポンジ

特別な日も、
そうでない日も、
C L A U DE のお菓子が、

つながりますように。

A
生デコレーション
Xʼmas Special

クリスマス
デコレーションの
ご予約は

D

生クリーム

皆 様の笑顔に

しっとりと焼き上げ たスポンジを

A-1 直径 12cm
A-2 直径 15cm
A-3 直径 18cm
A-4 直径 21cm
A-5 直径 24cm

フレッシュ生クリームで仕上げ た

A-6 直径 27cm

クロード定番のクリスマスケーキ。

A-7 直径 30cm

受渡時間 12:00~

聖夜（タルトフレーズ）
Tarte Fraise

フルーツサンド
（あまなつみかん、
洋梨、黄桃）

スポンジ

限定数各 50

フレッシュないちごとカスタードクリームたっぷりの

2,800 円（税込）
3,600 円（税込）
4,500 円（税込）
6,000 円（税込）
9,000 円（税込｝
12,000 円（税込）
15,000 円（税込）

サクサクタルト。

D-1 直径 16cm
D-2 直径 18cm

カスタード
クリーム

3,800 円（税込）
4,800 円（税込）
いちご
生クリーム
スポンジ
アーモンドクリーム
タルト生地

12 月 20 日（日）までに
お願いい たします

B

限 定 数 30

ブッシュ・ド・ノエル
Bûche de Noël
特製 のチョコバタークリームを使用した

E

受渡時間 12:00~

おうちで手作り
ホームデコキット
Home Decoration Kit

クラシックなロールケーキ。

生クリームでコーティングしたスポンジケーキと

洋 酒がきい た大人向けケーキです。

いちごやチョコプレートをセット。

B

長さ17cm

2,800 円（税込）

ご自 宅で楽しくオリジナルケーキを飾りつけてください ね。

E
スポンジ
プラリネチョコバタークリーム

3,600 円（税込）
生クリーム

内容：直径 15cmスポンジケーキ（生クリームコーティング済）
チョコレートプレート、いちご 6 粒、サンタさん、お星さま、ヒイラギ

※ 掲 載 のケーキのデザイン、飾りは 実 際と異なる場 合がございます。

スポンジ

フルーツサンド
（あまなつみかん、
洋梨、黄桃）

クリスマスケーキご予約票
ご住所

ふりがな

お名前

お渡日時

白：店舗 控

〒□□□-□□□□

黄：お 客 様 控

PHONE

様
ご希望日を○で囲んでください。

12月

品名

営 業 時 間
23日（水） 24日（木） 25日（金） 10:00~19:00
AM・PM

価格

品名

個数

価格

A-1 生デコレーション

直径12cm

2,800円（税込）

B

A-2 生デコレーション

直径15cm

3,600円（税込）

C-1 ショコラ・ショコラ 直径15cm

3,800円（税込）

A-3 生デコレーション

直径18cm

4,500円（税込）

C-2 ショコラ・ショコラ 直径18cm

4,700円（税込）

A-4 生デコレーション

直径21cm

6,000円（税込）

D-1 聖夜（タルトフレーズ）直径16cm

3,800円（税込）

A-5 生デコレーション

直径24cm

9,000円（税込）

D-2 聖夜（タルトフレーズ）直径18cm

4,800円（税込）

A-6 生デコレーション

直径27cm

12,000円（税込）

A-7 生デコレーション

直径30cm

15,000円（税込）

ブッシュド・ド・ノエル 長さ17cm

E

円

済・未
C S・C R・C P

個数

2,800円（税込）

おうちで手作りホームデコキット 3,600円（税込）

合 計 数

下 記はスタッフ記入欄ですので、お客様は上の太枠のみご記入ください 。

合計金額

時頃

承り日

月

日

クリスマス期間中は大変混雑いたしますので、前金でのご予約をお願いいたします。

松江市上乃木 7-10-6

お受け取りの際は必ずこのお客様控えをご持参ください。お持ち頂けない場合、
商品のお渡しができませんので、大切に保管いただきますようお願いいたします。

担当

 https://claude.jp

TEL: 0852-26-7540

 https://shop.claude.jp

