
shodai bio natureのアドベントクリスマスを楽しもう
『アドベント(Advent)』とはクリスマス前の『日曜日 4 回分』の期間を指します。オーガニック素材

のお菓子や料理で、クリスマスまでの期間を一緒に楽しみましょう。申込は裏面から。

※ 価格は全て税込表記です。 12 月 25 日以降のお届けは店頭にてご相談ください。

　チョコレートに飾った
アーモンドや木苺のチョコ
レート、グリーンレーズン
が華やかなクリスマスを
演出します。カオカ社の
オーガニックのチョコレー
ト、ドライフルーツやくる
みを使用しオーガニック素
材にこだわった当社なら
ではの商品です。

クリスマス・チョコレートツリーを
遠く離れた大切な人へ

B. サパン ド ノエル
　　ビター／ミルク
店頭受取のみ ¥4,300

A. サパン ド ノエル 離れて暮らす大切な人に
　　全国配送可能（冷蔵便） ¥5,900

C. サンタクロース
店頭受取のみ

¥3,700

D.NEW サパン ド ノエル
　　ビター／ミルク
店頭受取のみ ¥3,700

E. 紅茶と青リンゴのタルト
全国冷凍配送可能

¥4,000

F. 苺と
ミルクチョコレートのタルト
全国冷凍配送可能

¥4,500

G. ピスタチオと
グリオットチェリーのタルト
全国冷凍配送可能

¥4,200

　お家で子供達と Xmas
ツリーを一緒に組み立て
られるサパンドノエルを
用意しました。組み立て
後はクリスタルケースに入
れてクリスマスまでのイ
ンテリアとしてもお楽し
みいただけます。

◆11月1日～12月17日予約受付　11月15日～12月25日着発送承ります

可愛らしいクリスマスモ
チーフのチョコレートが
乗った、３種のお菓子をお
楽しみ頂ける、クリスマス
ならではのセットです。大
人から子どもまで、お楽し
み頂ける味でに仕上げまし
た。是非ご家族皆様でご賞
味ください。

クリスマス限定マカロンに、
伊予柑と柚子とスパイスの
香るしっとりしたパウンド
ケイク、ほのかな酸味の
チェリーとピスタチオの力
強い風味を感じるガナッ
シュのタルトをセットにし
ました。ティータイムをお
洒落に彩ります。

自然的で人工的な材料を使
用しないカップアイス＆
ジェラート、コクのあるピ
スタチオと甘酸っぱい木苺
のバウムクーヘン、紅茶の
香りを楽しめるタルトを
セットにしました。ちょっ
ぴり大人な味わいをお楽し
みいただけます。

H. 家族で楽しめるクリスマスパーティーセット
送料無料・全国配送可能（冷蔵便） ¥8,200

I. クリスマスティータイムセット
送料無料・全国配送可能（冷凍便） ¥9,800

J. クリスマスセット

【 H. セット内容】
・クリスマスペタル　
　 110g 入り
・クリスマスマカロン
　 5 個入り
・パウンドケイク
　ピスタチオと
　グリオットチェリー
・小さな
　クリスマスプレゼント

【 I. セット内容】
・クリスマスマカロン
　 10 個入り
・パウンドケイク
　パンデピス
・チェリーと
　ピスタチオのタルト
・小さな
　クリスマスプレゼント

【 J. セット内容】
・カップアイス
　 6 個入り
・バウムクーヘン
　ピスタチオと木苺
・紅茶と青リンゴの
　タルト
・小さな
　クリスマスプレゼント



《地方配送、飯倉本店・広島レクト・北谷店限定受け取り》
大人から子どもまで楽しめるクリスマスディナーセットをご準備しました。

ご家族でのクリスマスディナーや、お友達を招いてのクリスマスパーティーを自宅で楽しみませんか？

【 L. セット内容】
・蟹のリエット  ・パン２種
・スモークサーモンのテリーヌ
・田舎風のパテ　・鴨のコンフィ 
・７種類野菜のポタージュ 　
・海老のクリーム煮　
・ジェラートバー６本入り
・パウンドケイク パンデピス
・小さなクリスマスプレゼント

【 M. セット内容】
・サーモンリエット　
・パセリ風味のハムのテリーヌ
・ブイヤベーステリーヌ　・人参のポタージュ
・ずわい蟹のグラタン　・ハンバーグ
・パン２種　・ジェラートバー６本入り
・クリスマスガトーショコラ
・小さなクリスマスプレゼント

【 N. セット内容】
・走る豚ベーコン　・走る豚ハム
・走る豚バラコンフィ　・鴨のコンフィ
・ジャガイモのピューレ
・オーガニックパスタ　・オリーブオイル
・ビネガー　・洋梨ジュース
・うね乃だしパック　
・小さなクリスマスプレゼント

L. フレンチお家ディナー 2 〜 3 名様用
送料無料・全国配送可能（冷凍便） ¥16,000

M. 子ども達とお家クリスマス
送料無料・全国配送可能（冷凍便）

N. クリスマスお歳暮料理好きセット
送料無料・全国配送可能
（冷凍／常温便）

【 K. セット内容】
・蟹のリエット 2 個
・田舎風のパテ ２個
・スモークサーモンの
　テリーヌ ２個
・海老のクリーム煮 ２個
・鴨のコンフィ ２個
・パセリとハムの
　テリーヌ ２個

K. お家で素敵 Xmas ディナーパーティー 4 〜 6 名様用
送料無料・全国配送可能（冷凍／常温便） ¥40,000

・パン 4 種
・ブイヤベーステリーヌ 2 個
・サパン ド ノエル 1 個
・洋梨ジュース 2 本
・オピア ノンアルコール
　スパークリング
・オーガニック
　アイスクリーム 6 個
・小さな
　クリスマスプレゼント

¥15,500 ¥13,000

ご予約申込書
▼お客様情報　※赤枠内をご記入ください ▼ご予約内容

■ お名前

■ ご住所

■ お電話番号

フリガナ ご注文商品 No.

合計金額：

お申込日：　　　　月　　　　日（　　曜）
お渡し日：　　　　月　　　　日（　　曜）

午前・午後　　　　時　　　　分

キリトリ
　お客様控
▼お客様情報　※赤枠内をご記入ください

■ お名前

■ お名前 フリガナ

様

▼ご予約内容

ご注文商品 No.

合計金額：

飯倉本店　〒 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉 2-9-39 尾形ビル１階
　　　　　 TEL ： 092-407-1600  FAX ： 092-407-2122

◀ ホームページ ◀ オンライン
　ショップ

お支払い　済 ・ 未


