
濃いチョコレートのバターケーキ
です。ラズベリーソースを濃厚な
ガナッシュで挟み込み、クレーム
シャンティで飾り付けました。

ショコラ・フランボアーズ５

スペイン産アーモンドを使
用した焼きたてアーモンド
タルトにフレッシュなフルー
ツを飾り付けました。

タルト・フリュイ8

直径12㎝ 2808円税
込 （2600円）税抜

さっぱりとした味わいの北海
道産フロマージュブランの
チーズケーキにダークチェリー
をしのばせました。

レアチーズ7

直径15㎝ 3456円税
込 （3200円）税抜

限定
50本

バターとドライフルーツをたっぷり入れて作るドイツ
の代表的なクリスマス菓子です。薄くスライスしてお
召し上がり下さい。

シュトレン12

大 2700円税
込 （2500円）

税抜

小 1350円税
込 （1250円）

税抜

シロップをしみ込ませた
コーヒー風味のロール生

地でコーヒーのクリームを巻きました。アーモン
ドのザクザクとした食感も楽しめます。

チョコレートを混ぜて焼き
こんだふわふわのショコラの
スポンジケーキで、オレンジ風
味の生チョコクリームをまいて飾

り付けました。たくさんの人数で切り
分けてお召し上がりください。

2592円税
込 （2400円）税抜

直径 8㎝ 長さ 28㎝

直径10㎝ 長さ15㎝

2592円税
込 （2400円）税抜

ブッシュ・ド・
ノエル・モカ

10

限定
50本

ブッシュ・ド・
ノエル・ショコラ

11

真っ白なフワフワスポンジに苺をたっ
ぷりサンドして、純生クリームと苺でデ
コレーションしました。チョコレートも
ホワイトで、純白をイメージしたクリス
マスケーキです。

直径13㎝ 3240円税
込 （3000円）税抜

白いでしょっと9

（写真は大）

限定（大）
30本

限定（小）
100本

伝統の味でクリスマスを過ごすなら！

ふわっふわの焼き立てスポン
ジケーキに苺と生クリームをサ
ンドしました。

苺ちゃんの
クリスマスケーキ

（写真は１6cm）1

直径
21㎝

5940円税
込

（5500円）税抜

直径
16㎝

3780円税
込

（3500円）税抜

直径
19㎝

4644円税
込

（4300円）税抜

白桃スライスをサンドしたクリス
マスケーキ。フルーツのトッピン
グがうれしい。

桃ちゃんの
クリスマスケーキ

（写真は21cm）3

直径
21㎝

5670円税
込

（5250円）税抜

直径
16㎝

3456円税
込

（3200円）税抜

直径
19㎝

4320円税
込

（4000円）税抜

白桃スライスをサンドしたクリスマスケーキ。
フルーツのトッピングがうれしい。

桃ちゃんのクリスマスケーキ （上図は2１cm）3

あらかじめお会計を済ませていただいた方に、番号入りのケーキ引換券をお渡しいたしま
す。当日は引換券をお持ちいただくと、スムーズなお受け渡しが可能です。
クリスマス当日は店頭が大変混雑することが予想されますので、
ぜひ２２日までのお会計で引換券サービスをご利用ください。

１２月２２日までにお会計を済ませて、当日のケーキ受けとりをスムーズに！

直径
21㎝

5670円税
込

（5250円）税抜

直径
16㎝

3456税
込

（3200円）税抜

円

直径
19㎝

4320円税
込

（4000円）税抜

ふんわり生チョコクリームの
ショートケーキ、サンドも飾りも
苺で仕上げました。

苺ちゃんの
生チョコクリスマス

2

直径
21㎝

6264円税
込

（5800円）税抜

直径
16㎝

3942円税
込

（3650円）税抜

直径
19㎝

4752円税
込

（4400円）税抜

（写真は１9cm）

Tel. 0774-25-6633
http://zur-krone.co.jp

京都府宇治市琵琶台1-4-2お
願
い

●予約受付は12月17日迄とさせて頂きます。　●デザイン・サンタさんの飾りつけ
などは変更になることがございます。　●特別注文等は繁忙につき、12月18日か
ら1月4日迄お断りさせて頂きますのでご了承願います。

フランス産チョコレートを使った
ガナッシュケーキ、濃厚なチョコ
レートの味をお楽しみください。

フォレ・ノワール６

直径15㎝ 4104円税
込 （3800円）税抜

限定
50台

ラズベリームースの下にはチョコ
レートクリームが入っています。

フランボアーズ４

直径15㎝ 3456円税
込 （3200円）税抜

直径1２㎝ 3240円税
込 （3000円）税抜

限定
50台

限定
50台

限定
30台

限定
50台

今年もツアクロの

クリスマスがやってくる！

DECORATION CAKE
SELECTION

お電話または店頭にてご注文・お問合わせください。

ご予約は まで土1712

限定
30台

プレゼント！
税込3000円以上ご予約のお客様に、

Xmasグッズ

※写真はイメージです。

税込3000円以上ご予約のお客様に、オリジナ
ルボールペンを一本プレゼント！ なくなり次第
終了いたしますので、
お早目にお願いします。

※プレゼントのグッズは税込3000円以上のご予約、
　先払いのお客様に限らせていただきます。
　2500円のケーキでも、予約時に
　500円分商品お買い上げでOKです！

※ボールペンのカラーはお任せください。

 Merry

Christmas!



抹茶マドレーヌ 碾

シェフの思い出
マドレーヌ

ガレット ・ デ ・ ロア

どなたからも好まれる、やさしい味わいの
しっとりマドレーヌです。
パッケージに描かれた、シェフの修業時代の
つまみ食いエピソードを楽しみながら、
お召し上がりください。

(箱）縦２４ｘ横１２ｘ高さ７ｃｍ

１２月27,２8日 

１月10日～14日 （お休み）

（お休み）

※１月9日より通常通り営業いたします。

年末年始の営業について

ふんわりロール生地にたっぷりの
生クリームと苺、キウイ、ブルーベリー、
オレンジ、グレープフルーツを
巻きあげた、贅沢ロール。
お正月だけの限定品です。

王様ロール

おやつまどれーぬ

宇治のゆるきゃら“おうじちゃま”の
パッケージに包まれたマドレーヌ、
焦がしバター味と抹茶味の2種類、
しっとりと焼き上げました。

（箱）縦14×横17×高さ6.5cm

ここなつまかろん
チビ缶

人気の“ここなつまかろん”
カリッカリの食感を缶に詰めて
風味も閉じ込めています。

（缶）直径12×高さ15.5cm

焼き菓子詰め合せ

ツアクロの人気焼き菓子を
詰め合わせました。
※中身は都合により変更する
場合もあります。

（箱）縦18×横26×高さ7cm

碾茶を石臼ですりつぶした本抹茶の香りが引き立つ、
風味豊かなマドレーヌです。
抹茶の濃厚な味わいがお口の中いっぱいに広がります。 

（箱）縦２４×横１２×高さ７cm

１２月３１日        ９：００-１８：００

１月5日        （お休み）
１月１日～3日 １１：００-１８：００

サクサクのパイ生地にアーモンドクリームをサンドして
焼き上げました。中に入った一粒のアーモンドが
当たった人は、その日1日王様という遊びも、
ヨーロッパでは定番です！

直径15㎝ 1814円税
込 （  　1700円）税抜

6個入 1080円税
込 （  　1000円）税抜

5個入 1782円税
込 （  　1650円）税抜

5個入 1242円税
込 （  　1150円）税抜

長さ17cm 1944円税
込 （  　1800円）税抜

2700円税
込 （  　2500円）税抜

1134円税
込 （  　1050円）税抜


