わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

聖夜を彩る
笑顔の一品

フレンチレストランのクリスマスケーキ
１つ１つ 手 作り
で作ってます！

県産のいちごを厳選し、
ふわふ
わスポンジと生クリームでバラ

是非この機会に

ンスよく仕上げた可愛らしいデ

ワンランク上の

コレーションの正統派クリスマ

クリスマスを過ご

スケーキ。

してみませんか？

ストロベリーショートケーキ（ 6 号 ）
4,700円
（税込）

3,500円
（税込）

日本平ホテル

グランディエールブケトーカイ
（トーカイシティサービス㈱）

〒424-0875 静岡市清水区馬走1500-2
TEL 054-335-1132
［宴会予約係］ FAX 054-335-8955
http://www.ndhl.jp

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町17-1
TEL 054-273-5250 FAX 054-273-5251
http://www.grandair.jp

クリスマスの食卓をちょっと贅沢に
ホテルアソシア静岡では、
パティシエが作るこだわりのクリスマ

ご家族で楽しむ、中島屋のクリスマス
特選フレッシュクリームと静岡県産いちごを使用した
「ホワイト

スケーキをご用意。

クリスマス」。その他

定番「アンジュ
（生

にも「ブッシュ･ド･ノ

クリームデコレーシ

エル」
「クリスマスオ

ョン）」、色とりどり

ードブル 」もご予 約

のフルーツを使用

承り中。

「フルーツタルト」、

1 2月1 6日締 切り、

どちらも毎年人気

限定数量等詳しくは

の商品です。

お問合せ下さい。

アンジュ5号 3,800円
（税込）

ホワイトクリスマス・18㎝ 4,500円
（税込）

ホテルアソシア静岡（㈱ジェイアール東海ホテルズ）

静岡グランドホテル中島屋

〒420-0851 静岡市葵区黒金町56
TEL 054-254-4460 FAX 054-255-3721
http://www.associa.com/sth/

〒420-0852 静岡市葵区紺屋町3-10
TEL 054-253-1151 FAX 054-251-4500
http://www.sn-hotels.com

低糖質ブッシュドノエルで驚きのX'mas

とろける笑顔になる魔法。

ホテルシェフと専門医がつくっ

今年も大人気の「ショ

たとっておきの一品。濃厚なチ

ートケーキ」
をはじめ５

ョコレートで贅沢にコーティン

種 類のケーキをご用

グ、なのに驚きの低糖スイー

意いたしました。ホテル

ツ。食事制限のある方でも安

パティシエがひとつひ

心。皆様に食べて頂きたいケ

とつ心を込めてお作り

ーキがついにできました。配送

しています。口に入れ

も可能。

た瞬間に笑顔がほこ
ろぶケーキの魔法にか

2,700円
（税込）

ホワイト・フロマ―ジュ 3,800円
（税込）

かってみませんか？

ホテルクエスト清水（㈱竹屋旅館）

ホテルセンチュリー静岡（㈱ホテル小田急静岡）

〒424-0816 静岡市清水区真砂町3-27
TEL 054-366-7101 FAX 054-363-1231
http://www.hotelquest.co.jp/

〒422-8575 静岡市駿河区南町18-1
TEL 054-289-6410［オールデイダイニングTHE TABLE］
http://www.centuryshizuoka.co.jp

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

今年のＸｍａｓも明日も来年も…ずっといっしょ♥

ブッシュ・
ド・ノエル
チョコレート好き

ケーキと記念日のお店セティボン？は「専門店」
だからできる、

のための老舗ケ

本当のおいしさを届

ーキ店 。今 年は

けたいという想いか

伝 統 的なクリス

ら、スポンジは毎 朝

マスケーキをご用

パティシエがふわふ

意しました。ショ

わに焼き上げており

コラファンならで

ます。大切な人とケ

はのかわいいノ

ーキを囲んで、ハッピ

エルです。
3,240円
（税込）

ークリスマス！
2015メリークリスマス[18cm] 4,320円
（税込）

ショコラファン

セティボン？
（㈲アニバーサリー）

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1-3-7
TEL＆FAX 054-251-6321

〒420-0923 静岡市葵区川合2-4-40
TEL 054-267-7236 FAX 054-267-7237
http://www.cetait-bon.com/

スノーベリー

クリスマスシフォン
スポンジの上に県産い

15㎝ 3,564円
（税込）
〜

ふわふわなシフォンケーキに純生クリームでデコレーションした

ちごを敷き詰めた、創

クリスマスシフォン。

業当初から愛され続け

笑顔の真ん中に、年

る、当店オリジナルケ

に一度の特別なクリ

ーキ。苺好きの方にぜ

スマスケーキはいか

ひお勧めです。他 に

がですか。

も、“生クリーム 、“生チ

お受け取り場所：

ョコレート もございま

サナ店舗(新静岡セ

す。手作りの味を、
ぜひ

ノバ店または草薙店)

一度ご賞味下さい♪

3,240円
（税込）

菓子処 清侾園

サナ
（㈱クープル）

〒424-0873 静岡市清水区有東坂4-6
TEL＆FAX 054-345-9076

〒420-0071 静岡市葵区一番町41-2
TEL＆FAX 054-251-3737
［新静岡セノバ店］
http://www.canaweb.jp

50cmの巻きたてロールケーキでX'mas！

手作りデコで賑やかケーキ！

X'masも年末年始も通常通り作り立ての美味しいロールケーキ

お子様からお年寄り

をお届け。新鮮な静

まで安心して召し上

岡いちごを巻いた

がって頂ける素材を

「いちごロール」
をは

使 用し、スポンジも

じめ、新商品も多数

前日焼きです。上乗

ご用意。お友達や

せのサンタやきのこ

ご家族が集う日は、

も手作りで賑やかな

是非ご予約の上ご

クリスマスケーキは

来店下さいませ。
1,728円
（税込）
〜

いかがですか？
7号サイズ3,800円
（税込）

生ロールの藤栄堂 (静岡流通店・清水草薙店)

シュクール

〒420-0922 静岡市葵区流通センター7-6
TEL 054-208-5006 FAX 054-208-5004
http://www.roll-cake.com

〒424-0113 静岡市清水区原39-24
TEL 054-363-1152 FAX 054-363-1194
http://www.sucre-pan.com

当商工会議所会員事業所でクリスマスケーキや関連商品を扱う店舗を一部ご紹介します。
素敵なクリスマスをお過ごしください。

愛らしい和菓子のクリスマスはいかが？
1 級 技 能 士が 、

自家製天然酵母のシュトーレン
ドイツの伝統的クリスマスの発酵菓子シュトーレン。オリジナル

心を込めて、練

スパイス、有機のド

切(白餡)でおつ

ライフルーツやナッ

くりした和菓子の

ツ、バター、卵を贅

クリスマスはいか

沢に使い、自家製

が？卵や生クリー

天 然 酵 母で長 時

ムを使わない健

間発酵熟成させて

康志向の新しい

焼き上げています。

クリスマスの贈り
物です。

和菓子ＤＥクリスマス
（3個入り）
650円
（税込）

11月〜12月の限
定品。

2,570円
（税込）

(株)三坂屋

㈲ベルーフ

〒420-0001 静岡市葵区井宮町１３８
TEL 054-271-2411 FAX 054-271-2543

〒424-0937 静岡市清水区北矢部町2-11-25
TEL＆FAX 054-352-8864
http://homepage2.nifty.com/beruf/

すべて当日仕上げの限定品です
当店のすべてのクリスマスケーキは販売当日に作りますので

すずとらの限定クリスマスチーズケーキ
2015年すずとらのクリスマスチーズケーキは、甘酸っぱい苺の

数量ができません。

レアチーズケーキと

昨 年も締め切り前

当 店で愛される定

に終了してしまいま

番のプレーンチーズ

した。生クリームも大

ケーキを二層にして

手のものではなく少

お届けします。見た

量 生 産の作り立て

目も可愛らしく、
かつ

の生クリームを使用

豪華なお味に仕上

しております。

げています。
15cm 3,500円
（税込）

15cm 4,000円 18cm 5,000円 21cm 6,000円
（税込）

㈲りべーるだんふぁんす

チーズケーキ専門店すずとら
（㈱ベルエキップ・プラス）

〒420-0886 静岡市葵区大岩1-8-19
TEL 054-246-2561 FAX 054-246-2994
http://denfance.jimdo.com

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町10-1ヴィラ伝馬町2F
TEL＆FAX 054-251-0200
http://www.suzutora.info

苺の生クリームデコレーション

いちごのショートケーキ

しっとりしたスポンジに苺を

県内産の紅ほっぺを使

サンドした一番人気のクリ

用し、北海道産の生クリ

スマスケーキ。苺とサンタと

ームは甘さ控えめにお

かわいいアイシングクッキ

作りしています。
この他、

ーの飾りでクリスマスパー

カットケーキもたくさん取

ティーを盛り上げます。

り揃えています。食べた
らほっぺが ポロン と落
ちる様なケーキを作って
お待ちしております！

3,888円
（税込）

18cm 4,500円
（税込）

ロン・ポワン

Poron

〒424-0886 静岡市清水区草薙1-14-10
TEL＆FAX 054-346-4109
http://www.at-s.com/gourmet/article/takeout/cake/125738.html

〒420-0072 静岡市葵区二番町4-10サンシャイン二番町103
TEL＆FAX 054-269-4830

