
Cacao Romance
Winter Gift

カカオロマンス 冬のおくりもの



約14×19×9cm（ケーキサイズ 約12×18cm）
小麦・卵・乳成分・アーモンド・オレンジ・（洋酒）
賞味期限 2023年1月15日
発送方法 常温発送

商品番号 C-XS　シュトーレン 

 税込　3,240円
ドライフルーツやナッツをたっぷり練り込んで
焼き上げたドイツの伝統的なクリスマス菓子 
シュトーレン。日にちが経つにつれ、フルーツの
風味が増してしっとりします。 

商品番号 C-XB　ブッシュドショコラ 

 税込　3,240円
チョコレートで作った薪に、バラエティ溢れる
チョコレートを沢山詰め合わせました。
いろんな美味しさをお楽しみください。

商品番号 C-XY　ユールログ 

 税込　3,240円

約27×9.5×8cm（ケーキサイズ 約24.5m×7cm）
小麦・卵・乳成分・大豆
1週間
常温発送

しっとりとした口どけの良いカカオ生地とキャ
ラメル風味のクリームのロールケーキを、薪型
のクーベルチュールチョコレートで包み込んだ
オリジナルクリスマスケーキです。

手作りのサンタチョコとツリーチョコ、
そして当店おすすめのチョコレートを
詰め合わせたクリスマス限定の特別な
アソートです。

約27×9.5×8cm　（ケースサイズ 約24.5m×7cm）
乳成分・大豆・アーモンド・オレンジ・（洋酒）
2023年1月31日
常温発送

約24×32×4cm
乳成分・小麦・大豆・オレンジ・アーモンド・
胡桃・（洋酒）

商品番号 CG-S　サンタギフト 
 税込　6,480円

商品番号 CG-X
クリスマスギフト
 税込　3,240円
チョコレート詰め合わせ
9個入  1箱、サンタチョ
コ・ツリーチョコ 各1個、
ミニチョコレート各種

チョコレート詰め合わせ15個入 1箱、サンタ
チョコ・ツリーチョコ 各1個、バレンシア（小）
1箱、ミニチョコレート各種

2023年1月31日
常温発送

約26×12×4cm
乳成分・小麦・大豆・オレンジ・胡桃・（洋酒）

＊この商品は配送時に
薪（チョコケース）が破損
する場合がございます。
予めご了承ください。



税込　各2,160円

小麦粉を一切使用せずに焼き上げた当店オリ
ジナルのクリスマスチョコレートケーキです。

卵・乳成分・大豆・ゼラチン・（洋酒）
＊本品製造工場では、小麦を含む製品を製造
しています。

商品番号 C-XC　クリスマスカレド

香ばしいカカオ生地にラム酒風味のムースを
サンドした大人向けのチョコレートムース
ケーキです。
小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン・（洋酒）

商品番号 C-XN　クリスマスノワール

商品番号 C-XP　クリスマスピエール
ふっくらと焼き上げたスポンジ生地に口当たり
の軽いチョコレートクリームをサンドしました。

特定原材料　小麦・卵・乳成分・ゼラチン・（洋酒）

小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・（洋酒）

商品番号 C-XR　クリスマスラムタルト
ラム酒をきかせたコクのある大人向けのチョコ
レートケーキです。

商品番号 C-XA　クリスマスアンブラタルト
オレンジリキュールがほのかに香る上品なケーキ
に、手作りのクリスマスプレートを飾りました。

小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジ・アーモンド・
（洋酒）

税込　各1,944円

通常用　商品番号 D-6　ラムタルト D-7　アンブラタルト
通常用は7ページ、お年賀用の迎春プレート付は9ページ（スイーツ便り）を
ご覧ください。

チョコレート
コーティング

ガナッシュクリーム
（グランマルニエ風味）

ザッハ生地

グランマルニエの香りを生かしたガナッシュクリームをサンドし、
大人のクリスマスをイメージしてシックなデザインに仕上げました。

＊カカオロマンス浄水通本店のみ発送を承ります＊
これまで店頭販売限定でしたが、ご来店が難しい方へのご要望に
お応えして、今年から急速冷凍した状態で発送を承ります。
上部のオーナメントは別添いたしますので、お召し上がりの際に飾
り付けをお願いいたします。
手作りのため数量が限られておりますので、お早めのご予約をおす
すめいたします。

商品番号 C-XZ　クリスマスザッハ 税込　4,536円

約15.5×15.5×7cm （ケーキサイズ 直径12×高さ4cm）
1週間
冬期 常温発送

■（クリスマス）ラムタルト・アンブラタルト共通

約23×23×8cm
（ケーキサイズ 直径18cm）
小麦・卵・乳成分・落花生・大豆・（洋酒）
解凍後、要冷蔵で５日間
冷凍発送

■（クリスマス）カレド・ノワール・ピエール共通

約27×9.5×6.5cm （ケーキサイズ 24.5×7×4.5cm）
解凍後、冷蔵庫で24時間
冷凍発送

Cacao Romance Chocolate cake
人気のチョコレートケーキをクリスマス風にアレンジしました。

表示内容



生クリームの新鮮な風味をいかした カカオロマン
ス風生チョコレート。香り、口どけ、なめらかさ…
思わず笑顔がこぼれます。

商品番号 CS-1　10個入 税込 1,188円

商品番号 CS-2　20個入 税込 2,376円

商品番号 CNM-5　5個入 税込 1,296円

商品番号 CNM-10　10個入 税込 2,300円

＊12/1-12/25迄　クリスマスリース付

カカオサブール

10個入 約16.5×6×2.5cm
20個入 約11.5×16×3cm
乳成分・大豆・オレンジ・（洋酒）
通常14日間　＊要冷蔵（18度以下）
夏期 冷蔵　冬期 常温発送

↑10個入

ナッツミックスチョコレート

5個入 約26×8.5×3.5cm
10個入 約26×16×3.5cm
乳成分・大豆・オレンジ・アーモンド・
カシューナッツ・胡桃（洋酒）
通常45日間（冬期60-90日間）
夏期 冷蔵　冬期 常温発送

5個入 約26×8.5×3.5cm
10個入 約26×16×3.5cm
乳成分・大豆・アーモンド
通常45日間（冬期60-90日間）
夏期 冷蔵　冬期 常温発送

フランボワーズ・マンゴ 各2枚・ピスタチオ1枚

フランボワーズ・マンゴ 各4枚 ピスタチオ2枚

↑10個入 ↑20個入

スイス産の上質なスイートチョコレートに香ばしいナッツ
とオレンジピールをチョコレートで包んだ「バレンシア」を
アクセントにのせました。

商品番号 CAR-5　5個入 税込 972円

商品番号 CAR-10　10個入 税込 1,944円

↑10個入

アロームロンド

３種類のフレーバードショコラをスイス産の上質な
クーベルチュールチョコレートでコーティングしました。

カカオロマンスカフェ

商品番号 CC-LA　カカオロマンスカフェ大 税込　3,650円

マカダミア、フィナンシェ、ショコラマドレーヌ、リンツァ－、カカオベル 各2個、
ル・トゥーシュ（ショコラフランボア） 1個、紅茶（アールグレイ） 3パック

マカダミア、フィナンシェ、ショコラマドレーヌ、リンツァ－ 各1個、
プラス紅茶（アールグレイ） 2パックまたはセレクトコーヒー 2パック 

■カカオロマンスカフェ小共通

約13×13×7cm
小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・胡桃・りんご
30日間（商品によって異なります）
常温発送

商品番号 CC-SM
小（紅茶セット）
税込　1,296円

商品番号 CC-SCF
小（コーヒーセット）
税込　1,296円

＊カカオロマンスカフェ各種は
12/1-12/25まで、クリスマス用の
ラッピングでご用意いたします。

直径24×高さ7cm
小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・
胡桃・りんご
30日間（商品によって異なります）
常温発送

カカオロマンスらしいチョコレートの美味
しさをいかした焼き菓子に、紅茶またはセ
レクトコーヒー入りのギフトをご用意いた
しました。
ご自宅でカフェ気分をお楽しみください。

Cacao Romance
Cafe

チョコレート専門店の
こだわり焼き菓子



商品番号 LG-K　クリスマス木の実のタルト 税込　1,728円

ピスタチオ、アーモンド、クルミ、ペカンナッツなど沢山のナッツをクリスマス風に飾った
香ばしい焼きタルトです。

直径 約19×19×8cm（タルトサイズ 直径15cm）
小麦・卵・乳成分・アーモンド・胡桃
解凍後、冷蔵で2日間
冷凍発送

商品番号 LG-O　クリスマス サンタボックス 税込　1,410円

商品番号 LG-XB　クリスマス ギフトボックス 税込　3,275円

約26×17×7cm
小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・
胡桃・りんご・オレンジ
30日間
（商品によって異なります）
常温発送

約12.5×12.5×7cm
小麦・卵・乳成分・アーモンド・胡桃
30日間
常温発送

キューブクッキー、ドゥショコラ、バニーユ、アイスボックスクッキー（ハーブ） 各1個

ルトゥーシュ（ショコラフランボア）、ガレット、ヌガー、フロランタン、マドレーヌ、フィグ
カフェ、アイスボックスクッキー（ココア） 各1個、レコルトクッキー（プレーン・アーモン
ド・ココア） 各2枚

タルトとキッシュの専門店「る・せるくる」のパティシエが心をこめ
て作ったクリスマス限定の焼きタルトやこだわりの焼菓子をご用意い
たしました。お子様にもおすすめです。

る・せるくるのメリークリスマス

2022
Le Cercle 

Merry Christmas!

キューブクッキー
アーモンドダイスがアクセントのさくっ、ほろっクッキー。

ドゥショコラ
ココア生地にチョコチップと胡桃を沢山入れて焼き上げたケーキ。

バニーユ
バニラの香り漂う絞り出しクッキー。

アイスボックスクッキー（ハーブ・ココア）
ローズマリーを使った「ハーブ」とココアとシナモンを使った「ココア」。
さっくりとした歯ごたえのクッキー。

ルトゥーシュ（ショコラフランボア）
カカオロマンスで大人気。ショコラ生地のクッキーにフランボアクリー
ムをサンド。

ガレット
バターをたっぷり使って厚めに焼いたサクサククッキー。

ヌガー
アーモンドと蜂蜜を使ったカリカリクッキー。

フロランタン
ナッツやドライチェリーを沢山使って贅沢に仕上げました。

マドレーヌ
バターとフレッシュなレモンの香り漂うしっとりマドレーヌ。

フィグカフェ 
無花果とピーカンナッツの相性がたまらないしっとりケーキ

レコルトクッキー（プレーン・アーモンド・ココア）
どの種類もお子様に人気のサクサククッキー。

キューブクッキー

アイスボックスクッキー（ハーブ）

フロランタン

ガレット

オランジェ

バニーユ

ドゥショコラ

フィグカフェ



＊6-7ページの掲載商品は時期に関わらず、通常通り発送を承ります。
＊詰め合わせ内容、チョコレートのデザイン、包装資材は予告なく
変更する場合がございます。
＊当店のチョコレートは新鮮な材料を使用しておりますので、賞味
期限に関わらずお早目にお召し上がりください。

トリュフ・プラリネチョコレート 詰め合わせ

チョコレートバラエティ詰め合わせ

バレンシア、ロマンティックアーモンド、
バラエティ 各 1本
　 20×12.5×4cm

K-3 （3本入） 税込　3,360円

K-7 （7本入） 税込　7,340円

S-3 （30個・バレンシア 1本入）
 税込　6,760円

＊写真　K-7

＊写真　S-3

AB-18 （18個入）
税込　3,480円

AB-10 （10個入）
税込　2,100円

AB-24 （24個入）
税込　4,640円

AB-9 （9個入）
税込　1,800円

AB-15 （15個入）
税込　2,970円

AB-30 （30個入）
税込　6,180円

 　（AB-9）12×12×4cm　（AB-10）20×8.5×4cm　（AB-15）20×12.5×4cm　（AB-18）26×12×4cm　（AB-24）23×16×4cm　（AB-30）23×20×4cm
 　（AB-9/AB-10/AB-18）乳成分・小麦・大豆・オレンジ・アーモンド・（洋酒）　（AB-15/AB-24）乳成分・小麦・大豆・アーモンド・胡桃・オレンジ・（洋酒）
　 （AB-30）乳成分・小麦・大豆・アーモンド・胡桃・オレンジ・りんご・（洋酒）

W-3 （A-30・AB-30 2段重ね）
税込　11,530円

W-1 （A-15・AB-15 2段重ね）
税込　5,820円

W-2 （A-24・AB-24 2段重ね）
税込　9,000円

AB-60 （60～64個入）
税込　12,600円

 　（AB-60）26.5×38×4.5cm　（W-1）20×12.5×8.5cm　（W-2）23×16×8.5cm　（W-3）23×20×8.5cm
 　（AB-60/W-3）乳成分・小麦・大豆・アーモンド・胡桃・オレンジ・りんご・（洋酒）　
 　（W-1/W-2）　 乳成分・小麦・大豆・オレンジ・アーモンド・胡桃・（洋酒）

A-10 （10個入）
税込　1,900円

A-24 （24個入）
税込　4,260円

A-9 （9個入）
税込　1,700円

A-15 （15個入）
税込　2,750円

A-30 （30個入）
税込　5,250円

（A-9）12×12×4cm　(A-10）20×8.5×4cm　（A-15）20×12.5×4cm　（A-24）23×16×4cm　（A-30）23×20×4cm
（A-9/A-10）乳成分・大豆・アーモンド・（洋酒）　（A-15/A-24/A-30）乳成分・大豆・オレンジ・アーモンド・（洋酒）　

チョコレートバラエティ7種 各 1本
 　24×31.5×4.5cm

■チョコレートバラエティ詰め合わせ共通
 　乳成分・小麦・オレンジ・アーモンド・大豆・
（洋酒）

チョコレート 30個・バレンシア 1本
　 24×31.5×4.5cm

Cacao Romance

Tru�e Assortment
カカオロマンスの

チョコレートギフト

■6-7ページのチョコレート商品共通（チョコレートケーキを除く）
　　通常45日間（冬期60-90日間）　
　　夏期 冷蔵発送　冬期 常温発送



CSE-30 カカオセレクション 
30枚入 税込　2,916円

オリジナルチョコレートケーキ

カカオアローム ＆ カカオセレクション

ソレイユ ＆ エトワール

チョコレートバラエティ

当店おすすめのトリュフを詰め合
わせました。

こだわりのプラリネチョコレート、
洋酒ボンボンを詰め合わせました。

お口の中でコーヒーとチョコレート
の風味が溶け合います。

オレンジ・大豆 乳成分・アーモンド・大豆 乳成分・大豆・オレンジ （洋酒）

乳成分・大豆・アーモンド（洋酒） 乳成分・小麦・大豆・オレンジ・
アーモンド（洋酒）

乳成分・大豆

L-1 バレンシア
80g 税込　918円

L-2 ロマンティックアーモンド
80g 税込　918円

L-8 モカ
80g 税込　918円

L-4 ミニトリュフ
7粒 税込　918円

L-5 ハーティミント
80g 税込　918円

L-6 トリュフ詰め合わせ
6個 税込　960円

L-7 バラエティ
6個 税込　1,235円

オレンジピールをスイートチョコ
レートでコーティング。

オレンジのリキュール「グランマ
ルニエを使用した一口サイズのト
リュフ。

かわいらしいミントグリーンの
ハート型のチョコレート。

じっくり煎りあげたアーモンドを
チョコレートでコーティング。

乳成分・大豆

オレンジ・大豆 乳成分・アーモンド・大豆

CR-2 
ロマンティックアーモンド
200g 税込　2,484円

CV-2 
バレンシア
200g 税込　2,484円

乳成分・大豆

CM-2
ハーティミント
200g 税込　2,484円

プチチョコレート 72個
 　 約9×7×8.5cm　 

MS-3 ソレイユ 大箱 税込　2,592円

 　 乳成分・大豆

CA-S カカオアローム　スイート
15枚入 税込　1,080円

16.5×6×2.5cm
大豆

CA-M カカオアローム　ミルク
15枚入 税込　1,080円

16.5×6×2.5cm
乳成分・大豆

CA-2 カカオアローム
30枚入 税込　2,376円
スイート・ミルク 各15枚
　 11.5×16×3cm
 　乳成分・大豆

ミルク・スイート・マラカイボ・玉露抹茶・
アリバ・マダガスカル 各5枚
　 11.5×16×3cm
 　乳成分・大豆

プチチョコレート 20個
  　約6.5×4.5×4.5cm

MS-1 ソレイユ 小箱 税込　1,296円

 　乳成分・大豆

プチチョコレート 39個
　  約8×5.5×6cm　 

MS-2 ソレイユ 中箱 税込　1,512円

 　乳成分・大豆

ME-3 エトワール 大箱 税込　2,980円
内箱4段　プチチョコレート 43個
 　 約9×7×8.5cm　 
 　 乳成分・大豆・アーモンド・りんご・ゼラチン

ME-1 エトワール 小箱 税込　1,512円
内箱なし　プチチョコレート 17個
  　約6.5×4.5×4.5cm
 　乳成分・大豆・アーモンド・りんご

ME-2 エトワール 中箱 税込　1,728円
内箱3段　プチチョコレート 22個
　  約8×5.5×6cm　 
 　乳成分・大豆・アーモンド・りんご・ゼラチン

（L-1～L-8）19.5×3.5×3cm
（CV-2 / CR-2 / CM-2）11.5×16×3cm

D-4 クラシックショコラ
直径 12cm 税込　1,782円
チョコレートのほろ苦さを生かした通好みの
味わいです。
小麦・卵・乳成分・大豆・山芋

D-6 ラムタルト
直径 12cm 税込　1,944円
チョコレートと相性の良いラム酒をきかせた
大人のケーキです。

小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・（洋酒）

D-5 ショコラマローネ
14cm角 税込　3,024円
栗の渋皮煮をまるごと9個もチョコレート
生地に焼きこんだ贅沢なケーキです。
小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド・（洋酒）

D-7 アンブラタルト
直径 12cm 税込　1,944円
オレンジの風味がきいたしっとりとした
食感のチョコレートケーキです。

小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジ・アーモンド・
（洋酒）

■チョコレートケーキ共通　　15.5×15.5×7cm　　1週間　　夏期 冷蔵発送　冬期 常温発送



直径17.5cm 税込　4,860円

商品番号M-R
モンルージュ

タルトの上にオリジナルチーズ
クリームとスポンジ、カスタード
をのせて、苺と手作りクッキーを
飾りました。

小麦・卵・乳成分・オレンジ・
りんご・アーモンド

直径15cm 税込　4,212円

商品番号M-CS
せるくるクリスマスショート

ふわふわのスポンジケーキに、生ク
リームと新鮮な苺をサンドしまし
た。1枚ずつ心をこめて描き上げた
手作りのクッキーもお楽しみくだ
さい。

小麦・卵・乳成分・オレンジ・
りんご・アーモンド

直径15cm 税込　3,780円

商品番号C-IT
クリスマス 苺のタルト

コクのあるガトーショコラに、新
鮮な苺と手作りのクッキーを飾
りました。

小麦・卵・乳成分・オレンジ・
りんご・アーモンド

直径15cm 税込　3,456 円

商品番号 LG-SL
ストロベリーリース

リースの形に焼き上げたタルトに、
木苺や苺をたくさん飾りました。
見た目も華やかなタルトです。

小麦・卵・乳成分・オレンジ・
りんご・アーモンド

15cm角 税込　4,320円

商品番号C-F
ショコラフレーズ

四角いクッキー生地にミックスベ
リーの生チョコを流し込み、カス
タードクリームと苺を重ねて仕上げ
ました。
クリスマスだけの特別仕上げです。

小麦・卵・乳成分・大豆・オレ
ンジ・りんご・（ナッツ）

手作りクッキー
苺・ブルーベリーピスタチオ

カスタード
クリーム

ミックスベリーの
生チョコ

クッキー生地

＊8ページの掲載商品は全て る・せるくる店頭お渡し限定です。
　発送は承っておりませんので、ご注意ください。

カスタード
クリーム

チーズ
クリーム

手作りクッキー
苺・ブルーベリー

生クリーム
スポンジ
タルト

苺・ブルーベリー手作り
クッキー
ガトー
ショコラ
カスタード
クリーム

タルト

生クリーム

苺・ブルーベリー
手作り
クッキー

苺・生クリーム

スポンジ

苺・木苺・ブルーベリー
手作りクッキー

ピスタチオ

リース型のタルト

モンルージュ・せるくるクリスマスショートはご予約限定商品です。
店舗での当日販売はいたしませんので予めご了承ください。

る・せるくるのクリスマスケーキ

TEL 092-523-8868 / FAX 092-525-4001
（営業時間 9:00-18:00）

Le Cercle Happy Christmas!
Le Cercle Happy Christmas!

る・せるくる
店頭お渡し限定

12/21－12/25
（水） （日）



今年は年初めから数々の気まぐれケーキを作りました。
1月 年末に突然「鏡餅ケーキ作りたい！」衝動にかられ作った
鏡餅ケーキ。中はレアチーズです。
2月 節分も何かしたい！と出した節分ケーキ。中はチョコムース
とフランボワーズのムースです。
3・4月は飛んで
5月 2022年唯一の「13日の金曜日」に Friday the 13th
プリンを作りました。
6月 コーヒーゼリーパフェを作ってみたくなり…
7月 どうしても松本ハイランドすいかを使いたくて杏仁豆腐を
作ってみました。
8月 丸ごと桃のタルトに追われました。
9月 あんぱんザマンドコーヒーに、なんと！栗と白玉を入れ
ちゃったりして…
このパンフレットがお手元に届く頃にも何か作っているかもしれ
ません。お楽しみに！

気まぐれにしては手の込んだ
気まぐれケーキたち

シュトーレンの美味しいお召し上がり方
カリッと焼いてみましょう

毎年ご好評いただいておりますクリスマス限定 シュトーレン。
ナッツやフルーツをたっぷり使っているので、日にちが経つにつれ
風味が増して、しっとりとした大人向きの美味しさになっていくので
すが…これをお好みの厚さにカットして、オーブントースターで表面
をカリッと焼くと、中はしっとりして
香り高くなり、さらに違った美味
しさをお楽しみいただけます。
当店喫茶コーナーではコーヒー
セット（税込価格 550円）、店頭で
は、カット（税込価格 324円）して
販売いたしますので、ぜひお試し
ください。

お世話になった方へ　新年のご挨拶に

今年も1枚ずつ手作りした 「迎春」 チョコレートプレート付ラム
タルトとアンブラタルトを期間限定でご用意いたします。
（直径12cm 税込価格 各 1,944円）
賞味期限は発送日から7日間（お手元に届いた時点で6-4日間）
です。年内の発送は、12月29日（木）の19時まで承りますが、期
日指定をご指定の方はお早めにご注文ください。

商品番号D-6SP
迎春ラムタルト

商品番号D-7SP
迎春アンブラタルト

菓子工房はないちもんめ店舗限定で承ります！
年末年始のご挨拶に　栗もなか

当店人気の「はなもなか」シリーズに実は「栗もなか」もあることはご存知
でしょうか。北海道産大納言小豆を手間暇かけて丁寧に炊き上げた餡と大
きな栗を丸ごと閉じ込めた逸品です。甘さを抑えた餡との相性がとても良
く、小豆と栗の風味を同時に楽しめる当店自慢の「栗もなか」をぜひお楽
しみください。

＊栗もなかのご注文やお問合せは カカオロマンスでは承っておりません
ので、菓子工房はないちもんめ（下記お問合せ先）へお願いいたします。
＊発送はコレクト便（着払い）のみ承っております。

お問合せ先　TEL 0948-24-1232 (10:00-19:00受付)

No.38 冬号

通常のあんぱんザマンド
コーヒーもかなりおすすめ
ですが…
白玉より大きな栗が‼
大満足の逸品です。

1月 2月 5月

6月 7月

9月

気になる中身は…

栗もなか
1個　194円　5個入　1,170円
はなもなか・栗もなか
10個詰め合わせ　1,800円 （全て税込価格）

大きな栗と小豆餡が
たっぷり入っています。



お電話番号

ファックス番号

お電話
番 号

●お届け先①

●お届け先②

ご注文 商品番号 商 品 名 価 格 数 量 合 計 金 額

ご注文 商品番号 商 品 名 価 格 数 量 合 計 金 額

●ご依頼主様　上記ご本人様の場合は、お電話番号・ファックス番号のみご記入ください。

＊お届け日はご注文日より
5日以降をご指定ください。
お急ぎの方は本店へお電話で
お問い合わせください。

【1】　午前中
【4】　18-20時

【2】　14-16時
【5】　19-21時

【3】　16-18時
【0】　希望なし

＊お届け日はご注文日より
5日以降をご指定ください。
お急ぎの方は本店へお電話で
お問い合わせください。

【1】　午前中
【4】　18-20時

【2】　14-16時
【5】　19-21時

【3】　16-18時
【0】　希望なし

カカオロマンス宅急便注文書 (WEB)
弊社からのご連絡やご注文内容の確認
が不可能な白紙のファックスを受信す
る事が増えております。送信前に必ず
表・裏のご確認をお願い致します。
また、送信番号をお間違いのないよう
ご注意ください。

ファックス送信前に
表・裏をご確認ください

FAX 092-526-1224

ファックス
送信方向

1.手提げ袋は無料でご用意いたします。
ご注文頂いた商品数量以内で必要枚数を
ご記入ください。

●手提げ袋 （　必要　・　不要　）

→必要な場合 （　全て　・　【　　】枚）

2.熨斗のご要望、当店へのご意見・ご感想
等ご記入ください。

●ご注文の前に、必ず11ページのご注文方法
等をご確認ください。
●事故や天災等、また、コロナの影響により、
ご希望の日時にお届けできない場合がござ
います。予めご了承くださいませ。
●コンビニまたは郵便局払い込み、銀行振込
を選択のお客様は、商品到着後、2週間以内に
お支払いをお願いいたします。入金の確認が
できない場合は、お客様にご連絡をさせて頂
くことがございますので、お支払い時の払込
み受領書は大切に保管していただきますよ
うお願い致します。

＊当社よりお送りしている郵送物の
継続を　　　　　希望しない
パンフレット等の郵送物を希望されな
い方は、ご注文の有無にかかわらず、
□にチェック（✓）を入れて、この用
紙を本店までファックスまたは撮影し
てメールでお送りください。
FAX : 092-526-1224
Email ： cacao.jousui@gmail.com

＊お支払い方法
ご希望の方法に〇をしてください。
1.コンビニまたは郵便局払い込み
　…手数料100円 →ご選択前に11ページ
　 左上の＜お知らせ＞をご確認ください。

2.ヤマトコレクト便（着払い）
　…手数料300円
＊1または2をご選択の場合、ご請求金額に
　 上記手数料が含まれます。

3.銀行振込
　…お客様にて実費手数料負担

送信枚数

　/　
枚目
お
届
け
先
が
複
数
の
場
合
は
、お
手
数

で
す
が
、こ
の
注
文
書
を
コ
ピ
ー
し
て

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

リファックスを（　□希望する　　　□希望しない　）
ご注文の送信確認のためのリファックス（返信）をご希望の方は

□にチェック（✓）を入れ、ご依頼主様欄に必ずファックス番号をご記入ください。
未記入の場合、リファックスできませんので、ご注意ください。

お電話
番 号

様

様

ご住所

ご住所

ふりがな

ふりがな

お名前

お名前

お届け日

お届け日 年　　　　月　　　　日　　　曜日

年　　　　月　　　　日　　　曜日

ご希望の
時間帯に
○をしてく
ださい➡

ご希望の
時間帯に
○をしてく
ださい➡

ふりがな

お名前

ご住所

＊お客様通信欄



ご注文方法

092-526-1224

●お電話でのご注文（10:00-19:00受付）

●ファックスでのご注文（24時間受付）
092-524-1288

【お電話・ファックス注文のお支払い方法】
＊クレジットカードはご利用いただけません。
・コンビニまたは郵便局払い込み 手数料 100円
　　　ご選択前に、本ページ上の＜お知らせ>をご確認ください。

・ヤマトコレクト（着払い） 手数料 300円
・銀行振り込み お客様にて実費手数料負担

●インターネットでのご注文（24時間受付）
   https://www.cacaoromance.jp
【インターネット注文のお支払い方法】
＊クレジットカード 手数料無料
・ヤマトコレクト（着払い） 手数料 300円

発送料金

11-3月は通常便の料金、4-10月はクール料金を含む料金を頂戴いた
します。なお下記商品をはじめ、冷凍または冷蔵で発送する商品は、季
節に関わらずクール代込の金額を頂戴いたします。

【冷凍・冷蔵発送商品】
・（クリスマス及び通常用）カレド・ピエール・ノワール・ザッハトルテ・
木の実のタルト
・カカオクラシコを含む詰め合わせ各種
・る・せるくるの焼きタルト各種
・その他、発送方法に「冷凍発送」「冷蔵発送」と記載のある商品

● 年内のご注文受付は12月29日（木）の19時で終了いたします。
● 12月30日（金）から1月2日（月）の間は受付ができませんので、年始のお届
けをご希望の方はお早めにご注文ください。
上記期間中、ファックス、インターネットからのご注文は可能ですが、ご注文
の確認作業は1月3日（火）から開始いたしますので、ご注意くださいませ。
● クール発送商品と常温発送商品は同梱できない場合がございます。
● パンフレットに掲載されていない各店商品は、クール（冷凍）発送商品と
同梱できない場合がございます。
特に小豆を使用した商品や瓶詰めの商品等は品質上冷凍できませんので、同じ
お届け先でも別便で発送させていただきます。その場合、二重に発送料金が
発生しますので、ご注文の際はご注意ください。

ご注文後の商品の変更・キャンセル等について

クリスマス商品の販売期間について

●変更1　お届け日のご指定が無い場合
　用意が出来次第、発送しますので、変更やキャンセルが間に合わない場合が
　ございます。また、同じ便での追加はご遠慮いただきます。
●変更2　お届け日のご指定がある場合
　商品の変更・追加・キャンセルはお電話で5日前までにご連絡ください。
　＊ファックスやメールでは、お急ぎの場合、確認が遅れる可能性がございます
　ので、必ずお電話でのご連絡をお願いいたします。

●発送（お届け）期間 各ページにてご確認ください。
●店頭お渡し期間 12月21日（水）ー12月25日（日）
●店頭販売期間 12月22日（木）ーなくなり次第終了
　＊一部の商品はご用意が出来次第、販売を開始します。
　＊る・せるくるのクリスマスケーキには、ご予約限定で当日販売しない商品も
　ございます。予めご了承くださいませ。

通常商品のご注文について

● 表示価格は全て消費税込みです。
● 写真はイメージです。商品やパッケージのデザインは変更になる可能性
がございます。
● 交通事情や天候、コロナの影響等の理由によりお届け指定日時より遅れる
場合がございます。
● パンフレットの有効期限は令和4年12月25日（日）です。
期限後は商品の内容が、一部変更になる可能性があります。
● 当店では資源節約のため、通常手提げ袋は同梱しておりません。
ご希望の方は、必ずカカオロマンス宅急便注文書の 「お客様通信欄」 にて、
ご注文頂いた商品数量以内で必要枚数をお知らせください。

＊ご不明な点がございましたら、ご注文前にカカオロマンス浄水通本店へ
お電話でお問合せください。

その他のご注意事項

1,470

2,070
1,720
1,520
1,290
1,180

950
1,070

円

円

円

円

円

円

円

円

4-10月（クール代込）11-3月（通常便）

円

円

円

円

円

円

円

円

1,850
1,500
1,300
1,070

960

1,250

850
730

関東・信越

北海道 
東 北 

九 州
中 国

沖 縄

発 送 料 金

北陸・中部

関西・四国

<お知らせ＞ 郵便局払い込みについてのご案内
2022年1月17日（月）より郵便局での各種払込みサービス
のご利用にあたって、現金でお支払いの場合には、当店の
郵便局払い込み手数料（100円）とは別に、1件ごとに料金
110円が発生致します。
お支払い方法について「コンビニまたは郵便局払い込み」
をご選択のお客様におかれましては、郵便局の場合、上記
手数料が別途発生する旨ご了承くださいますようお願い
申し上げます。コンビニでお払い込みの場合、別途手数料
は発生致しません。

ご注文のご案内



タルトとキッシュの専門店　る・せるくる
福岡市中央区浄水通 5番 3号

TEL 092-523-8868 / FAX 092-525-4001

（営業時間 9:00 - 18:00）

工場直売　菓子工房 はないちもんめ
福岡県飯塚市堀池 155-8

TEL / FAX 0948-24-1232

（営業時間 10:00 - 19:00）

並木道のチョコレートハウス

カカオロマンス

＜アクセス＞
■ 西鉄バス
【56】または【58】を利用 ⇒ 「教会前」下車してすぐ。
■ 福岡地下鉄七隈線
「薬院大通駅」より徒歩 約 15 分 
⇒ 浄水通りの街並みを楽しみながらお越しください。
■ お車でお越しのお客様へ
カカオロマンスの駐車場が満車の場合は、 「る・せるくる」ビル
（浄水通りテラス）横のカカオロマンスグループ専用駐車場を
ご利用ください。
＊路上駐車はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

〒810-0028 福岡市中央区浄水通 5番 12 号

TEL 092-524-1288 / FAX 092-526-1224

（営業時間 10:00 - 19:00）

姉妹店のご案内
＊店頭お渡し限定商品は各店へご予約・お問い合わせください。

Access Map

浄
水
通
り

福岡中央高等学校
平尾小学校わかば幼稚園

カカオロマンス
グループ専用
駐車場

中央消防署 平尾出張所

「教会前」

福岡雙葉小・中
高等学校
附属幼稚園

↓至　福岡市動物園

←至 六本松

ホテル
KKR博多

至 薬院→

薬院大
通駅

「浄水通り」

「雙葉学園
入り口」

「薬院交番前」

駐車場（3台）

（
じ
ょ
う
す
い
ど
お
り
）

P

P

地下鉄
七隈線

城 南 線

◆カカオロマンス 浄水通り本店
　▪店休日  12月31日（土） から 1月2日（月） 
　＊発送は12月29日（木） 19:00 から 1月2日（月）
 までお休みいたします。

◆る・せるくる
　▪店休日  12月31日（土） から 1月2日（月）　

◆菓子工房 はないちもんめ（飯塚市徳前）
　▪店休日  12月31日（土） から 1月1日（日）　
　＊はないちもんめは 1月2日（月）から 営業
 いたします。

年末年始 営業のご案内


