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今田美奈子  監修

苺のショートケーキ　５号

NL - 01 商品番号 963721

5,556円本体
価格 （税込　 　 　      円）6,000
● 商品サイズ（約）：直径15.0cm×高さ10.0cm  
● 4～6人向け ●特定原材料： 卵 / 乳成分 / 小麦

この時期にしか出会えない、今田美奈子先生監修の
苺のショートケーキ。
くちどけの良いふわっとしたスポンジとクリームの上
に、苺を丸ごとトッピングしました。
プリンセスの美しいドレスのフリルや胸元のレースの
重なりを、繊細なクリームの絞りで表現しています。
可愛らしいピンク色のドレスを纏ったプリンセスが、
キラキラとした舞踏会で踊る姿をイメージしました。
特別なクリスマスの夜を、華やかなケーキとともにお
過ごしください。 

プリンセスの舞踏会 早得

※商品のお受取り時間は14：00以降となります。

ご予約期間：9/14（火）～12/18（土）18：00まで

数量限定

クリーム

ピンクスポンジ

まるごと苺

苺
クリーム

ピンクスポンジ

ヨーロッパ伝統の華麗なお菓子の世界を日本

に広め、フランス政府より芸術文化勲章受章。

おもてなしの全てを楽しめるティーサロンを開

設。展覧会や著書、講演、メディア等を通じて国

内外の多くの皆さんに幸せを呼ぶお菓子の夢

を伝え続けている。

今田美奈子氏

※お申込み状況によって、ご予約期限より前に受付を終了する場合があります。 ※数量限定商
品は数量に達し次第、ご予約を締切らせていただきます。 ※アレルゲン表記は特定原材料の
み記載しています。※画像は全てイメージです。 ※盛り付けのお皿・装飾品などは商品に含ま
れていません。※画像の商品は内容・仕様・パッケージが変更になる場合があります。予め
ご了承ください。 ※ローソクはつきません。

監修

フリルの形のピンククリーム

苺

※苺の消毒に酒精を使用しています。

洋酒不使用



今田美奈子  監修

ケーキ&焼菓子詰合せ

可愛らしいサイズのケーキ3種と焼菓子3種の
詰合せセット。
プリンセスが宝石箱からお気に入りのアクセサリー
を選ぶように、お好きなプティガトーとともにアフタ
ヌーンティーをお楽しみください。

数量限定 早得

NL - 02 商品番号 986411

4,167円本体
価格 （税込　 　 　      円）4,500
● 容器サイズ（約）：縦16.0cm×横24.0cm×高さ6.5cm 
●1～3人向け ●特定原材料： 卵 / 乳成分 / 小麦

※商品のお受取り時間は14：00以降となります。

ご予約期間：9/14（火）～12/18（土）18：00まで

※お申込み状況によって、ご予約期限より前に受付を終了する場合があります。 ※数量限定商
品は数量に達し次第、ご予約を締切らせていただきます。 ※アレルゲン表記は特定原材料の
み記載しています。※画像は全てイメージです。 ※盛り付けのお皿・装飾品などは商品に含ま
れていません。※画像の商品は内容・仕様・パッケージが変更になる場合があります。予め
ご了承ください。 ※ローソクはつきません。

プリンセスの宝石箱

A セザム
アーモンドプードルと白ゴマを使った
香ばしいメレンゲの焼き菓子

D カイザーショコラ
ビターチョコムースとカスタード
を濃厚チョコでコーティング

E ローズマドレーヌキャラメル
ローズヒップを刻んで入れた
キャラメル味のバラの形のマドレーヌ

F ピスタチオモンブラン
アマンドタルトにチョコムースと
ピスタチオクリームを絞りました

B ガトーフランボワーズ
フランボワーズムースとチョコガナッ
シュをアマンドスポンジでサンド

A
B

C

D

D E F

E
F

のみお酒使用

C プティフールサレ
トマト、バジル、チェダー、ゴーダ
の4つの味の塩味サブレ



キリトリ線（店舗にて切り取りますので、切り取らずにご持参ください。）

＜個人情報の取扱いについて＞
●ご記入いただいた個人情報は、商品の予約・引渡し及び関連するお問い合わせのみに利用し、それ以外の目的には利用いたしません。 ●ご記入いただいた個人情報は、法令の要請を除きお
客様の同意なく第三者に開示・提出いたしません。 ●ご記入いただいた個人情報は、ナチュラルローソンにて厳重に管理し商品の予約・受渡し終了後、安全・適切に廃棄いたします。

キリトリ線

商品名コード ご希望のお受取り日に◯をお付けください。ご予約
締切日標準価格

（税込）

ナチュラルローソン
商品番号 数 量

今田美奈子 監修
苺のショートケーキ
５号

963721 NL -  01 6,000円

今田美奈子 監修
ケーキ＆焼菓子詰合せ986411 NL - 02 4,500円

店舗控え

お客様へ：代金は商品お受取り時にお支払いください。

 2021年クリスマスケーキ 店頭お受取り専用 ご予約申込書

予約承り票（店舗控え）レシート貼付

予約承り票(お客様控え)をご持参の上、
ご指定いただいた日にお申込み店舗までお越しください。
代金と引き換えに商品をお渡しします。

12/18（土）
   18：00まで

12/18（土）
   18：00まで

下記ご予約申込書の①にお名前とお電話番号をご記入ください。

ご希望の商品の数量を③にご記入の上、キリトリ線で切り離し、
ご希望のナチュラルローソン店舗のレジまでお持ちください。
予約承り票(お客様控え)をお渡しします。
※お受取りの際必要となります。

ご希望の商品のご予約締切日を一覧表で
ご確認の上、ご希望のお受取り日を
②にご記入ください。

※ご予約締切日を過ぎてからのキャンセル・予約変更は受け付けられません。ご了
承ください。※数に限りがございますので、数量に達し次第、ご予約は締め切らせて
いただきます。※早期予約特典対象商品については、早期予約期限以降のキャンセル・
予約変更は受け付けられません。 ※数量限定商品はお受取り日の変更を希望された
場合でも、在庫状況によってはお受けできない場合があります。

❶期日までに対象の
    ケーキを店舗予約！

❷ご予約のケーキを
   お受取りの際に
    クーポンを使ってお支払い！

Ponta会員、
dポイントカード会員限定

300 円引クーポン
プレゼント！

※クーポンのご利用は対象のケーキに限ります。※ナチュラルローソン標準価格（税込）から
　の値引となります。※ご予約時にポイントカードをご提示ください。

申込書のマークの欄に●が入っている商品に関しては
早期予約で300円引きクーポンをプレゼントいたします。

※マークについて

クーポンが
もらえる

または
申込書

または

早得

早得

早得

▲このマークが目印！

対象のクリスマスケーキ

早期ご予約でお得！

❶

❷

❸

❹

お電話番号

(　　          　）様

お名前

❶

❸ ❷

※お受取り時間はお受取り日の14：00以降となります。

ご注文からお受取りまで

店頭お受取り／ご予約お申込み方法 ※お電話・WEBでのお申込みは承っておりません。

+

（18：00まで ）
12/1●水
対象商品
ご予約で

12 24（金） 12 25（土）

-12/18●土NL・HS/ KR・WT　掲出期間：9/9●木

                         ※受付 No. は予約承り票（店舗控え）から転記してください。 ※ご予約申込書には個人情報が含まれます。
                         「店舗控え」と「商品貼付用」は切りはなさず、台帳に添付し、オペレーションノートにて保管してください。
※商品が納品されたら、「商品貼付用」は切りはなし、納品された商品に貼付してください。
※発注は POSレジで行います。　※商品は売り場に出さずにお渡しまで保管ください。（温度管理にご注意ください。）

商品貼付用 店舗の方へ

店舗記入欄

受付No. -
店舗記入欄 受付担当者名

ご予約日 月 日

予約受付時には、こちらをスキャンしてください。!

店舗
記入欄

合計（税込）

円

100038

店舗記入欄 Ponta会員・dポイントカード会員限定 早期予約特典　12/1（水）18：00まで
割引額

個 円
-

対象商品ご予約数量

-300円/個
●早期予約特典対象商品
については予約受付時に
クーポンをお渡しします。


