
ご予約締切日ご予約締切日

金金

12 10

毎年完売のためご注文はお早めに！オンラインショップにて承ります。

クリスマスとお正月を彩る3点セットを、お得な割引価格にて販売いたします。

子供から大人まで大喜び！ クリスマスの
雰囲気づくりに欠かせない特大ツリー！

たっぷりの生クリームにサンタさんとラズベリーで彩った可愛らしい
デコレーションクリスマスケーキ。中はフランボワーズのムースとジュレ・
しっとりとしたスポンジとバニラムースが３層になっており、
ラズベリーとバニラの絶妙なハーモニーをお楽しみ頂けます。

全商品
配送料込
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こだわりの年末・年始セットゆく年くる年

Christm a s  Inform ation

｜会員価格｜
¥10,000

¥11,000【一般価格】 （税込／送料込）

¥10,000（  　 ）税　込
送料込【会員価格】

アルファ
デコレーションツリー

｜会員価格｜¥10,000おせち 祥 通常価格
のところ￥24,000 ￥21,500

■アルファデコレーションツリー
［高さ］90cm

12月10日（金）までに
裏面電話番号へご連絡下さい

キャンセルについて商品受取方法宅配エリア
沖縄・離島を除く全国

※商品またはエリアによってはご希望に添えない場合がございます。※実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。 

※一部地域は追加送料がかかる
場合があります ※時間指定は承っておりません

宅配便

｜会員価格｜
¥4,000

クリスマス
ケーキ

特別
価格

｜会員価格｜¥17,000おせち 幸寿 通常価格
のところ￥31,000 ￥27,500特別

価格

｜会員価格｜¥27,000おせち 鈴寿 通常価格
のところ￥41,000 ￥36,500特別

価格

｜会員価格｜¥37,000おせち 福寿 通常価格
のところ￥51,000 ￥45,000特別

価格

｜会員価格｜¥57,000おせち 宝寿 通常価格
のところ￥71,000 ￥63,000特別

価格

■クリスマスケーキ

¥4,400【一般価格】 （税込／送料込）

¥4,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

［5号サイズ］直径15センチ 冷凍でのお届け

※クリスマスケーキとクリスマスツリーは別々の配送となります。 全商品
冷凍配送
（　　　　）解凍は冷蔵庫で

約20時間

  同梱物詳細
■ツリー本体 ×1  ■養生用紙（90×90cm紙）
■オーナメント9種

①トップスター×1
②クリスマスプレート×1
③プレゼントボックス×6

④ベル×6
⑤ボール×6
⑥松ぼっくり×4

⑦スター×6
⑧リボン×4
⑨スティック×4

二
〇
二
二

12月28日火～30日木
12月10日金

お せ ち
お届け日

お申し込み
期限

冷凍保存で1/31（月）まで
（解凍後は冷蔵庫保管で1日以内にお召し上がりください。）

賞味期限

お届け日｜12月22日（水）～24日（金）ケーキ

お届け日｜11月26日（金）～順次発送ツリー
お届け日｜12月28日（火）～30日（木）おせち商品

BELLE BRUGE
ベルヴィ ベル・ブラージュ
島根県出雲市塩冶善行町2-1
［ TEL］0853-20-1122

担当者 コード

■ 銀行振込 ■ クレジットカード

銀行振込／クレジットカード／コンビニ決済お支払い方法

［ 振込先 ］ 埼玉りそな銀行 大宮支店
［ 口座番号 ］ 普通 6302771
［ 名　義 ］ ｱﾙﾌｧｸﾗﾌ ﾑ゙ｻｼﾉ（ｶ

Z0103
※振込名義はお申込者様と同一名義でお願いします。
※ご注文後7日以内でのお振込をお願い致します。お振込が
　確認できない場合は購入キャンセルとさせて頂きます。

VISA、master、JCB、AmericanExpress、DinersClub

［スマホ受付］
右のQRコード
より注文サイト
にアクセスして
ください。



｜配送｜盛り付け状態で冷凍配送にてお届け。　｜お届け日｜12月28日（火）～30日（木）　｜賞味期限｜冷凍保存で1月31日（月）まで（解凍後は冷蔵庫保管で1日以内にお召し上がりください。）｜宅配エリア｜ ※実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※数量無くなり次第終了となります。
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新しい様式のお正月スタイル。同一のおせち料理が同じように
盛り付けられた一人一重の「個食おせち」。

焼き海老／数の子醤油漬け／いくら醤油漬け／黒豆／紅白千代呂木／栗金
団／伊達巻／紅蒲鉾／白蒲鉾／鱈子昆布巻き／合鴨山椒焼き／田作り／
叩き牛蒡／百合根甘露煮

¥40,700【一般価格】 （税込／送料込）

¥37,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

¥62,700【一般価格】 （税込／送料込）

¥57,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

¥29,700【一般価格】 （税込／送料込）

¥27,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

¥18,700【一般価格】 （税込／送料込）

¥17,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

¥11,000【一般価格】 （税込／送料込）

¥10,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

壱の重

烏賊松笠黄金焼き／蛸の磯焼／鶏松風焼き／焼き帆立／鮭麹味噌焼き／
ずわい蟹爪／松前漬け／蟹サラダ／薩摩芋甘露煮／隠元／花蓮根／日向
夏酢大根／とびっこ／里芋旨煮／椎茸旨煮／竹の子土佐煮／花人参

弐の重

牛しぐれ煮／烏賊黄金和え／蟹風味真丈／蟹風味のテリーヌ／海老風味ガ
ランティーヌ／カスラハム／フラワーパストラミ／ソフトサラミ／カマンベール
チーズ／スモークサーモン／コルニッションピクルス／花山椒／スタッフドオ
リーブ／黒オリーブ

参の重

¥19,800【一般価格】 （税込／送料込）

¥18,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

¥28,600【一般価格】 （税込／送料込）

¥26,000【会員価格】 （  　 ）税　込
送料込

伊勢海老／いくら醤油漬け／鮎の甘露煮／焼き帆立／伊達巻／紅蒲鉾／白蒲鉾／
鮑の旨煮／数の子醤油漬け／烏賊松笠黄金焼き／栗金団／鯛柚庵焼き／黒豆／
紅白千代呂木／叩き牛蒡／金柑蜜煮／海老風味ガランティーヌ／田作り／松前漬け
／鱈子昆布巻き／お多福豆　金箔／蛸の磯焼／穴子八幡巻き／竹の子土佐煮／
椎茸旨煮／隠元／壽人参／百合根甘露煮／はじかみ

伊勢海老／数の子醤油漬け／いくら醤油漬け／鮑旨煮／帆立燻製／伊達巻／
紅蒲鉾／白蒲鉾／黒豆／紅白千代呂木／栗金団／田作り／百合根甘露煮

壱の重

焼き海老／合鴨山椒焼き／金柑蜜煮／鮭麹味噌焼き／蛸の磯焼／烏賊黄金
和え／鱈子昆布巻き／鶏松風焼き／松前漬け／お多福豆 金箔／薩摩芋甘露
煮／里芋旨煮／竹の子土佐煮／椎茸旨煮／梅麩／壽人参／隠元／花もち飾
り／はじかみ

弐の重

ローストビーフ／カスラハム／合鴨テリーヌ／ホワイトパストラミ／ポークガラン
ティーヌ／海老風味ガランティーヌ／蟹風味のテリーヌ／テリーヌサーモン／蟹
風味真丈／ソフトサラミ／ドライトマト赤ワイン煮／コルニッションピクルス／ス
タッフドオリーブ／黒オリーブ

参の重

伊勢海老／いくら醤油漬け／数の子醤油漬け／鮑旨煮／鮎の甘露煮／栗金団／黒豆／紅白千代呂木／
紅蒲鉾／白蒲鉾／伊達巻／松前漬け／鱈子昆布巻き／イカ松笠黄金焼／田作り／金柑蜜煮／若桃蜜煮

壱の重

焼き海老／ずわい蟹爪／姫サザエ／鰻博多押し／松茸土佐煮／烏賊黄金和え フレンチキャビア／
小鯛笹漬け 花山椒 とびっこ／鯛柚庵焼き／鮭麴味噌焼き／蛸の磯焼／三色手綱黄身寿司／南
瓜旨煮／手綱蒟蒻炒り煮／椎茸旨煮／梅麩／竹の子土佐煮／里芋旨煮／絹さや／花人参／壽人
参／日向夏酢大根／叩き牛蒡／京風紅白なます 刻み柚子／お多福豆 金箔

弐の重

ローストビーフ／ドイツ産キャビア／ズワイ蟹とイクラのキャビア缶／チーズ入りミートテリー
ヌ／タラバ棒肉 花山椒／カスラハム／スモークサーモンとチーズのミルフィーユ／鰻のバル
サミコ風味／蟹風味のテリーヌ／伊達巻風ミルフィーユ／ポークガランティーヌ／海老風味
のガランティーヌ／スパイシーミート／蟹風味真丈／ホ
ワイトパストラミ／焼き帆立／スモーク帆立／スモー
クサーモン／いくら醤油漬け／トリュフのムースリー
ヌ／祝い亀三種 大根 人参 ソフトサラミ／ドライ
トマト赤ワイン煮／コルニッションピクルス ケッ
パー／ブラックオリーブ スタッフドオリーブ／ピ
ンクペッパー

参の重

伊勢海老／いくら醤油漬け／数の子醤油漬け／鮑旨煮／
鮎の甘露煮／鱈子昆布巻き／紅蒲鉾／白蒲鉾／伊達巻／
黒豆／紅白千代呂木／松前漬け／栗金団／三色手綱黄身
寿司／田作り／金柑蜜煮／百合根甘露煮

壱の重

ローストビーフ／焼き海老／焼き帆立／鰻博多押し／鯛柚
庵焼き／鮭麴味噌焼き／烏賊松笠黄金焼き／合鴨山椒焼
き／小鯛笹漬け／日向夏酢大根／里芋旨煮／南瓜旨煮／
手綱蒟蒻炒り煮／椎茸旨煮／梅麩／隠元／叩き牛蒡／蛸
の磯焼／京風紅白なます／竹の子土佐煮／花人参／壽人
参／薩摩芋甘露煮／花山椒／とびっこ／刻み柚子

弐の重

沖縄・離島を除く全国 ※一部地域は追加送料がかかる場合があります

和洋
一段
1名様用

和洋
三段

3～4名様用

和洋
三段

4～5名様用

和洋
二段

4～5名様用

和洋
三段

5～6名様用

しょう

1人分

いろどり

2人分

きち

3人分

（18.3cm×18.3cm×4.0cm、一段）

（18.3cm×18.3cm×4.0cm、二段）

（18.3cm×18.3cm×4.0cm、三段）

（18.3cm×18.3cm×4.0cm、三段）

（36.4cm×18.4cm×4.5cm、二段）

（18.3cm×18.3cm×4.0cm、三段）

（36.4cm×18.4cm×4.5cm、三段）


