
その月にだけお贈りする味わい
新しいおいしさが登場しました。

マンスリーデコレーションケーキ

ハッピーバースデーやスウィートアニバーサリーに甘い幸せをお届けします。デコレーションケーキ

厳選された素材のおいしさを、そのまま生かしたケーキを揃えました。まごころこめた美味しさをおとどけしています。

お花茶屋コシジ洋菓子店 フレッシュケーキコレクション

※表記のサイズ詳細は5号/15㎝、6号/18㎝、7号/21㎝、SMALL/16㎝、LARGE/21㎝です。
※サンドのイチゴは、お好みに応じてバナナかピーチに替えることができます。お気軽にお申し付け下さい(生クリームのみのサンドも可能です。）
※7～10月はおいしいイチゴが入荷しずらくなります。イチゴの少ない商品をおすすめします。※素敵なメッセージを伝えるプレートをご用意しております。お気軽にお申しつけ下さい。
※その他、8号～13号までお作りできます。詳しくはスタッフまでお尋ね下さい。

Ohanajaya Fresh Cake CollectionOhanajaya Fresh Cake Collection
KoshijiKoshiji

三井住友銀行　綾瀬支店　普通　No7303460　（株）お花茶屋コシジ洋菓子店 葛飾区お花茶屋2-16-5
OPEN 10:00AM～7:00PM

◎商品のお届け時のお支払い、店頭でのお支払い。
◎銀行振込でのお支払い(振込手数料はお客様負担となります。プレゼントのみ）

※繁忙期のケーキの宅配は誠に勝手ながら休ませていただきますので予めご了承下さい。

◎お早めにお申し込み下さいますようお願い致します。
◎商品によっては2日前までにご予約いただくものもあります。◎宅配地区は葛飾区内、及近郊とさせていただきます。

◎1ヶ所のお届けが1,000円以上から宅配致します。　◎5,000円以上からは無料でお届けいたします。
※ただし1,000円以上、5,000円未満の場合は恐れ入りますが1ヶ所につき宅配料金400円を頂戴させていただきます。

TEL03-3604-8431
FAX03-3604-8432

(受信後、確認のお電話をさせて頂きます。)

店頭でのご予約も承っております

無 料 宅 配

お届け時間

お支払い方法

生クリームデコレーション
5号3,600円 6号4,300円 7号6,000円

やわらかなスポンジに
生クリームとイチゴがいっぱい
コシジを代表するデコレーションケーキです。

バラのデコレーション
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生クリームとイチゴをサンドした
スポンジの上に甘いピンクのバラが
満開に咲きました。

レインボー
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

スウィートなカスタードクリームの中に
イチゴ・オレンジ・キウイの3種類のフルーツと
フレッシュな生クリームで華やかに飾ったケーキです。

クラッシック
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生クリームとバナナをサンドした
ココアスポンジの上に
チョコレートとイチゴを飾りました。

フルーツデコレーション
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

季節のフルーツをふんだんにあしらったケーキです。
季節によって、フルーツが異なる場合がございます。

森の動物
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生クリームと生チョコで作られた切り株の上で
森の動物たちが楽しいひとときを過ごします。

フラワーデコレーション
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生クリームとイチゴを
サンドしたスポンジの上に
メロンとイチゴで華やかに飾りました。

生チョコデコレーション
5号3,600円 6号4,300円 7号6,000円

チョコガナシュと
生クリームを合わせた
まろやかなデコレーションケーキ。

スイートハート
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

ハート型のデコレーションを
ほんのりピンクの生クリームで仕上げました。
ウエディングや記念日にオススメです。

スイートベアー
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

ふんわりスポンジに生チョコクリームをサンド
可愛いクマさんをフルーツで
おめかししたケーキです。

クレープフレーズ
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生クリームとイチゴをサンドしたスポンジに
クレープをかぶせたおしゃれなケーキです。

ショコラクーベル
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

やわらかなスポンジに
生チョコクリームをサンドし
チョコレートでコーティングしました。

Photo Cake
あなただけの特注ケーキ
写真がケーキに!!

5号4,400円 6号5,300円 7号6,800円
生クリーム

生チョコ
5号4,400円 6号5,300円 7号6,800円

バタークリームケーキ
5号4,500円 6号5,200円 7号6,500円

よつ葉バターを100%使用した
正統的バタークリームケーキです。

マロンタルト
SMALL3,600円  LARGE5,000円

香ばしいタルトの中にブランディーが香る
マロンクリームが入ったケーキです。

フルーツタルト
SMALL3,600円  LARGE5,000円

何種類ものフルーツの中に
カスタードクリームがいっぱいのタルト。
季節によって、フルーツが異なる場合がございます。

タルトフレーズ
SMALL3,600円  LARGE5,000円

一面に敷きつめられたイチゴが
鮮やかなタルト。

マロニエ（10/1～10/31）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

やわらかなスポンジに
マロンクリームをサンドして
味わい豊かな2種類の栗の実で飾りました。

マロンショコラ（11/1～11/30）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

マロンクリームとチョコレートの
秋を彩るケーキです。 ヘクセンハウス（12/1～12/25）

（S）高さ約20㎝4,900円
（L）高さ約30㎝7,600円 

           ヘンデルとグレーテルに登場する
           お菓子の家です。
日持ちがしますので、
お部屋に飾って
クリスマスに皆様で
お召し上がり下さい。

お子様のお好きなキャラクターでも
お作り可能です。

～フォトケーキ～

※印刷には食用インクを使用しております(厚生省の認可済み)のでお子様でも安全にお召し上
がりいただけます。※お預かりした大切な写真や絵には傷を付けずお返し致します。※フォト
ケーキの全国宅配承っております。詳しくは、お問い合わせ下さい。

2日前までにご予約ください。

2日前までにご予約ください。
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白鳥交差点

ストロベリークレープ（1/1～1/31）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

イチゴムースと生クリームを
サンドしたスポンジを
クレープで包みました。

ガナッシュ（2/1～2/28）
5号3,600円 6号4,300円 7号6,000円

贅沢なレシピでシンプルに
焼き上げたチョコレートケーキです。

ストロベリーパイ（3/1～3/31）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

香ばしいパイの器に
カスタードクリームを閉じ込め
新鮮なイチゴと生クリームで飾りました。

フランボワーズ（4/1～4/30）
5号3,600円 6号4,300円 7号6,000円

木イチゴのムース

2日前までにご予約ください。 2日前までにご予約ください。

2日前までにご予約ください。

1月 2月 3月 4月

10月

バナーヌショコラ（5/1～5/31）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

生チョコクリームを使い
まるごとバナナを閉じ込めました。

2日前までにご予約ください。

5月

白桃のタルト（7/1～8/31）
（S）3,600円 （L）5,000円

フレッシュな白桃と
香ばしいタルトのさわやかなケーキ。

ベリーベリータルト（9/1～9/30）
（S）3,600円 （L）5,000円

5種類のベリーをたっぷり敷きつめたタルト。

カフェミルフィーユ（6/1～6/30）
5号4,200円 6号5,000円 7号6,300円

コーヒー風味のスポンジと
香ばしいミルフィーユの絶妙なとりあわせ。

2日前までにご予約ください。

7月 9月8月6月 12月

ご予約・お問い合わせ コシジ宅配サービス

KOSHIJI MONTHLY DECORATION CAKE

KOSHIJI DECORATION CAKE ◎飾りは異なる場合がございます。
　表示価格は全て税込価格です
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2日前までにご予約ください。

2日前までにご予約ください。
2日前までにご予約ください。

11月

秋吉まり�



