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せっかく生まれてきたのだから、楽しく、幸福をかみしめて生きさせてあげたいと、思う。
この世の悲しみや、辛さや、苦しみからできるかぎり守ってあげたいと、思う。
幸福を感じる心は、健康な身体があってのこと。
健康な身体を作り、キープするために、できる限りの毎日の食事を用意してあげたいと、思う。
いちばんの美味しい食事は家族の手で作られたもの。そこには家族を守る微生物や、氣や、
愛がこめられているから。
そういった目に見えないもので守られて、人や犬や全ての生き物は健康な身体になり、心に
も平安が訪れる。
美味しいゴハンができるキッチンに家族は集まり、その中にはヒトだけじゃなくて、犬や猫
や動物たちがまざっているのがとても楽しい。
できるなら私のキッチンにはキリンやゾウやライオンもいてほしい。
イルカやクジラやイカがいたならもっと楽しい。
なかなかそんなワケにもいかないので、空想の中でだけキリンやゾウたちと家族になろう。
肉を食べる者たち、草を食べる者たち、夢を食べる者たち。
健康なキリンはライオンに襲われず、ライオンにはしょうがないからスーパーマーケットで
買った肉でがまんしてもらいましょう。
我が家の家計はタイヘンそうだけど、なんのために働いているかというとみんなの幸せのた
めだ！
ときどきは旅行にも行かせてね。
そのときはみんなのお弁当を作って出かけるからね。
みんなを散歩させる大きな庭が必要だね、もうこうなったらアフリカにでも行くしかないね。
それも楽しいね。明日、空想のアフリカへ引っ越しましょう。みんな勝手に散歩しておくれ。
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３月に生まれたわたしの誕生日に、今年は

キッチンドッグ！のスタッフが可愛い贈り

物をくれました。

『犬の手づくりごちそう貼』の本の中で描

いたイラストをシュガーデコレーションで

再現したクッキーです。

ガブちゃんとあやくんが抱き合って、周り

にはハートがたくさんラブラブと！

春は 10～15℃の気温が一気に上がり、そ

れでなくてもこんなうきうきした気分に

なって身体中に入っていた無駄な力が抜け

ますね。

冬の間に身体に自然にたまった無駄なもの

も、この季節にデトックスしましょう。

水分をたくさんとり、春の柔らかい野菜を

たくさん摂り、新しい芽吹きを身体にも取

り入れましょう。

身体が緩むときには、後頭骨から肩甲骨あ

たりを経て、骨盤が緩んでくるそうです。

眼や頭を使い過ぎている人は、頭が緩みに

くくなるのですが、それを緩まそうとして

くしゃみや涙や鼻水が出てくるのだとか。

花粉などのアレルギー物質に敏感になるの

も、緩みたいのに緩まないからという説も。

春になると、冬の間に肝臓に蓄えられてい

た血液が流れ始めます。

この働きを調整しているのが自律神経。冬

は交感神経が優位に働き、血管をキュっと

縮めていますが、気温が上がると副交感神

経が活発になるとともに内臓の働きが活発

になり、血管が緩んできます。

自律神経をしっかりシフトさせられるよう

に、春ならではの食事で体調を管理しま

しょうね。もちろんヒトも、犬も。

デリシャスな笑顔で、今日も気持ちよ～く犬と暮らそう。
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キッチンドッグ！ キングダムのKitchen Dog! 春



sense of life with dog
のごはんのヒント。春

鶏胸肉と人参を一緒に茹でてフードプロセッ
サーにかけたもの、きゃべつと大根のコール
スロー（亜麻仁油、リンゴ酢）、めかぶ、煮干し。
和布蕪（めかぶ）は新もの！

鶏胸肉、ラム肉、モロッコインゲン、白菜、
グリーンナッツオイル、ピヨカル（卵殼カル
シウム）ラムは、しゃぶしゃぶ用だったので
さっとお湯にくぐらせただけです。

豚肉、りんごと大根おろし、白菜、スク
ランブルエッグ、オリーブオイル。

朝、冷蔵庫を開けたら犬たちの肉がまっ
たくカラッポになっていたー！
なので、今朝は卵粥になりました。鰹節
と昆布を煮立てたお出汁にごはんを入れ、
溶き卵をからめて。それに、キャベツと
にんじんのコールスロー（ごま油とリン
ゴ酢）、アンチエイジングバー。このバー
には肉や魚も入っているけど彼らにはこ
れ１個ではちょっと足りないわね。。。ま
あたまにはいいね。

鶏胸肉と豚肉薄切りをソテーしてから、冷蔵庫にあった鍋物の残り野
菜をいろいろ投入して蒸し煮に。えのき茸、春菊、大根、ごぼう、豆
腐、しめじなど。蓋をあけると、当然のことながら鶏の水炊きの匂い
がしました！美味しそう。それに、生のアルファルファ、パイナップ
ル、バナナをきざんだものを足して、グリーンナッツオイルを。一切
れ残しておいた鶏肉は、ゆで汁で柔らかくしたごはんと混ぜてデザー
トに。

蒸し焼きにした鶏胸肉、一緒に蒸したブロッコ
リー、生のキャベツとりんごのコールスロー、
ごはん、鮭の骨ごとやわらか煮、ピヨカルとコ
ラーゲンのサプリ、ごま油。レトルトはたまに
材料にバラエティーを加えるために追加するの
にとても便利です。

今日も蒸し焼きにした鶏胸肉！一緒に蒸したレンコンとブロッコリーの
ペースト、きゃべつとリンゴと大根のコールスロー（グレープシードオイ
ルとリンゴ酢）、水菜のみじん切り、ミネラルダイジェスティンウォーター。
この水はわたしも愛飲しています。お腹の調子がバッチリ！

アサイー、ヨーグルト、ポッ
プガン、バナナ。
ポップガンは、プチプチカ
リカリ美味しそうに噛んで
食べる大きな 2頭です。

Spring



Kitchen Dog's Homemade Natural Cake

本体価格 1,800 円（税込 1.944 円）

本体価格 800円（税込 864円）

春の限定発売

White berry
short cake

ふわふわスポンジケーキにはさんだフレッシュストロベリー
サクサクビスケットのお帽子にレモン風味のクリスタルゼリー

ホワイトベリー・ショートケーキ

スノーホワイト・ストロベリー

Twin berry
doughnut 

プレーンの生地にはいちごミルクのゼリーがけ。
ストロベリーチョコの生地にはミルクとパンプシードのゼリーがけ。
二つセットでプルリン！モフモフの大満足ドーナッツ。

ツインベリー・ドーナッツ2個セット

▲

Snow white strawberry 白いちご谷の蜜の味

いちごの甘〜い毒にズッキューン♥

今年も白いちご狩りに行って、蜜の罠にかかる子はだぁれ。

白いちご谷の甘い罠

50g 入 本体価格 600円（648円税込） 春の限定発売
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商品のご購入はこちら　から

▲ ▲

春になると、王国の住人たちは西に向かって旅をはじめます。黒い森を抜け、
エメラルドの湖をボートで渡り、白いちご谷にさしかかるころ、一面に実った
白いちごの香りが旅人を誘います。
長老たちはこの甘い誘惑の毒の秘密を知っているので手をだしませんが . . . . .
おや？　まんまと甘い蜜の罠にかかって、いちごを摘んでいる子はだぁれ？

Snow white
strawberry

ドッグサインで会いましょう！
5月 3日（土）
12:00 ～19:00

キッチンドッグ！スタッフが、ストロベリー商品や
デリ、おやつをたくさんもって、販売に参ります。

是非いらしてくださいね。
商品のご予約は、03-5758-6143 まで。

sense of life with dog

http://www.kitchendog.jp/shopbrand/002/O/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/002000000006
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000354
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000355
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商品のご購入はこちら　からドイツ REDECKER 社のブラシのシリーズが仲間入りしました。

ある日、何気なく目にしたレデッカーのブラシの数々。手に取った瞬間にハッとさせられた、素晴らしい機能美を備えたブラシたちに、私はとりこに
なりました。トイツ製ならではの機能性、良心的で安全、ナチュラル、美しいブラシがその用途別にズラっと数百種類もあるのです。その中から、「犬
と暮らす」「美味しいゴハンを作る」のキーワードを備えた商品を選りすぐって、キッチンドッグ！よりお届けいたします。是非、毎日の生活の中に、
レデッカーのブラシを取り入れられてみてはいかがですか？

新登場。

犬用ブラシ
■ふわふわになる長毛種、硬毛種に最適のメタルピンタイプ
豚毛の天然毛と植物繊維の混毛ブラシとメタルピンを使用したコンビドッグブラ
シです。ラバークッションに植毛されたメタルピンはマッサージや毛梳きに、柔硬
を混合した豚毛と植物繊維の混毛ブラシは血行を促進し毛艶を良くします。
毛質が硬い犬種や長毛犬種向きのブラシです。ゴールデンレトリーバーのばびん
かの腿後ろや胸の毛もすっきり、ふわっふわになります。
毛質の硬い犬種でも、しっかりブラッシングできますよ。

リントブラシ
ソファーやベッド、椅子、車のシート、洋服についたペットの毛や糸くずなどで困
るときがありませんか？特にこれからの春夏の季節、ソファなどについた抜け毛
を除去するときにとても便利です。
小さいサイズと大きいサイズがあるので、使用する場所によりお選びください。
天然ゴムが摩擦によって静電気を帯び、ペットの毛や髪、糸くず、埃を磁石のよう
に引き付けます。
ブラシについた汚れは手で取り去るか、または水で濯げば綺麗になりますので、
ブラシのお手入れも簡単です。

ナチュラル歯ブラシ
ブナ材の柄に白豚毛の子供用歯ブラシです。
犬たちの歯磨き用に、是非お使いください。
ナイロンの歯ブラシは、歯を磨く時に歯のエナメル質や歯肉を傷つけやす
く、また歯の黒ずみの原因をつくりますが、この豚毛はエナメル質や歯肉に
キズをつけにくく、歯磨きに最適な素材です。もちろん、お子様用にもどうぞ！

オリーブウッドの乳鉢＆すりこ木
離乳食・老犬食作りや、錠剤を粉にしてごはんに混ぜたいとき、その他もちろ
ん飼い主さんたちの食事作りに大活躍！
ハーブやスパイス、ガーリックなどをたたいてつぶすための道具です。
木目が美しいオリーブウッドは厚み約2cmで、そんなに大きくありません
が、存在感があります。重さもずっしり！

イオンバランスを整える
　マッサージ・ブラシ
一日3分程度、身体の血流に沿ってそっと
マッサージすると体内のイオンバランス
を整えてくれます。
豚毛とセットになった極細の純粋なブロ
ンズのワイヤー（銅スズ合金）の分子構
造はマイナスイオンの発生を補助します。
飼い主さんご自身のためにももちろんで
すが、ワンちゃんのためにも是非一つお
求めください！
この気持ちよさは病み付きになりますよ（
笑）。

ベジタブル・ブラシ（野菜洗い）
木部に水が染みて黒ずまないように、オイルコーティングして耐水性を高めたブナ材
のボディに、ハード(茶色)とミディアム(クリーム色)の2種類のブラシ毛が植込まれて
います。じゃがいもやゴボウ、長芋などの野菜洗いに最適。また、皮の柔らかいお野菜
は、皮もキレイに剥けます。小さな野菜にも使いやすい、コンパクトサイズです。こんな
ブラシで野菜を洗ってお料理するなんて、ハッピー！

■ピカピカになる短毛種に最適のウッドピンタイプ
ソフトな白豚の天然毛とウッドピンを使用したコンビドッグブラシです。
ラバークッションに植毛されたウッドピンはマッサージや毛梳きに、ソフトな白豚
毛ブラシはブラッシング時に静電気が起き難く、ワンちゃんの毛艶をピカピカに
します。シングルコートのみかみくんの皮膚にも優しく、マッサージしながら梳くこ
とができて気持ち良さそうです。

http://www.kitchendog.jp/shopbrand/013/O/
http://www.kitchendog.jp/slowfoodclub.html
http://www.kitchendog.jp
http://www.kitchendog.jp/contactus.html


¥600 / 50g
¥600 / 50g

¥600 / 50g¥600 / 50g

¥600 / 50g

¥600 / 50g

¥600 / 50g

¥350 / 1袋

¥350 / 1袋

¥600 / 50g

¥600 / 50g

¥1,890 / 200g

World Famous Homemade Natural Biscuits and DeliWorld Famous Homemade Natural Biscuits and Deli

  

いま、あなたの目の前にいる

一頭の小さな犬を通して、

その輝く瞳の向こう側に、

壮大な宇宙の、命を育むエネルギーを

感じてみてください。

その小さな一頭、一頭の犬たちの命が、

根源的な宇宙全体の状況を作り上げるといっても

よいと思うのです。

すべてが素晴らしく調和することを願って、

地球上の犬たちに食べてもらいたいと思い、

心をこめて作った商品たちです。
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http://www.kitchendog.jp/slowfoodclub.html
http://www.kitchendog.jp
http://www.kitchendog.jp/contactus.html
http://www.kitchendog.jp/shopbrand/004/O/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000003
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000001
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000002
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000006
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000009
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000005
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000007
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000013
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000008
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000012
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000004
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000011


ヤゲン Yagen
鶏の胸軟骨を乾燥。肉もついているので、美味しさ
倍増です。

原材料：鶏胸軟骨（ブラジル産）　
Chicken breast soft bone

Horse whisperer
ホース・ウィスパラー
防腐剤、防虫剤、防カビ剤、着色料、人工香料などの添
加物を一切使用しない、馬肉のジャーキーです。イタリ
ア産の食用馬肉を、日本の工場で加工しています。

原材料：馬肉
Dried Horse meat

Deer Hunter
ディア・ハンター
防腐剤、防虫剤、防カビ剤、着色料、人工香料などの添
加物を一切使用しない、鹿肉のジャーキーです。北海道
の野生の鹿の肉を、日本の工場で加工しています。

原材料：鹿肉
Dried Venison meat

¥500 / 50g

¥900 / 50g

¥800 / 40g

¥800 / 50g

¥800 / 50g

¥600 / 60g

¥800 / 40g

¥1,200 / 85g以上

¥600 / 35g
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For dogs who cannot eat the biscuit due to wheat allergy.

¥500 / 50g

¥500 / 100g

¥400 / 30g

¥350 / 20g

¥350 / 50g
¥400 / 50g

¥600 / 40g
¥600 / 100g

¥450 / 150g ¥220 / 40g

¥500 / 50g

¥600 / 50g

¥600 / 200g

http://www.kitchendog.jp/slowfoodclub.html
http://www.kitchendog.jp
http://www.kitchendog.jp/contactus.html
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000001
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/000000000330/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000007
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000006
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000002
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000003
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000004
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000008
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/005000000009
http://www.kitchendog.jp/shopbrand/005/O/
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000015
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000018
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000017
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/004000000016
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000001
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000002
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000005
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000006
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000004
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000003
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000010
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000007
http://www.kitchendog.jp/shopdetail/006000000008
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レトルト専用工場にて、素材そのままを加工しています。保存しやすく、使い安い素材シリーズです。
Variety of  retort series are easy to preserve, easy to use .

Retort food series 

Just シリーズ
単品の素材だけを使用して、食品工場でレトルト加工した、とても安全で美
味しい煮込みです。
無添加、無着色、保存料一切不使用。水分も加えずに100％素材のみです。
低アレルゲン、高タンパク、低カロリー、低コレステロール、低脂肪のヘルシー
ミートと抗酸化力に優れたサーモン。犬たちに大人気の香りです。
※卸取引は5パック単位となります
内容量 ： 80g入り
15cm×19cmのレトルトパック
賞味期限： 6ヶ月以上

ビストロ・シェ・ミカミ シリーズ
ビストロ・シェ・ミカミは、新鮮な素材を、できるだけフレッシュなうちに栄養
を丸ごと閉じ込めて調理した犬ごはんパーツです。
肉や野菜、穀類などと組み合わせて簡単に手作りごはんができます。
もちろん、ドッグフードのトッピングにもどうぞ。
内容量 ： 150g レトルトパック　　賞味期限 ： ６ヶ月以上

¥500
Bistro chez mikami Petit poisson
【ビストロ・シェ・ミカミ　ちっちゃなきびなごの煮込み】（100gあたり70kcal）
きれいな水の中でしか生息できないというデリケートなきびなごを、たっぷり詰めました
。EPAやDHAなどの不飽和脂肪酸のみならず、柔らかい骨ごと食べられますからカルシ
ウムもたっぷり。スープもたっぷりなので、ごはんや野菜にからめてあげてくださいね。
原材料 ： きびなご ¥６00×５個

¥６00

Bistro chez mikami Concombre de mer
【ビストロ・シェ・ミカミ　玄界灘の白身魚】（100gあたり85.9kcal）
大陸棚が広がり、対馬海流が流れる世界有数の漁場、玄界灘の獲れたての魚をミック
スし、新鮮パックして加熱しました。上質なタンパク質は消化も良いので幼犬や老犬に
も！　味と滋養が詰まったスープがたっぷりはいっていますので、ごはんや刻み野菜によ
く混ぜてあげると美味しくて大喜びでしょう。
原材料 ： 鯵、鯛

¥６00

Bistro chez mikami Concombre de mer
【ビストロ・シェ・ミカミ　アオサ海苔たっぷりの五穀粥】
（100gあたり46.7kcal）
五島列島特産のアオサ海苔には、普段の食事で不足しがちなミネラルがたっぷり。さら
に五穀の栄養を足して、消化の良い美味しいお粥ができました。肉や魚、野菜をプラスシ
て、あなたの犬に適した食事を作ってあげてくださいね。
原材料 ： 小豆、玄米、押し麦、黒米、アマランサス、アオサ

Bistro chez mikami Concombre de mer
【ビストロ・シェ・ミカミ　海の朝鮮人参！ナマコと馬アキレスの煮込み】
（100gあたり34.5kcal）
なまこは、海の朝鮮人参といわれるほど滋養豊かなタンパク源です。低カロ
リーで栄養価が高く、コンドロイチンやコラーゲン、ミネラルやビタミンなど、
80種類以上の天然栄養成分の宝庫です。スープたっぷりでキュウリのような
さわやかな香りですが、ゴマ油を数滴加えてあげれば野菜の匂いを嫌がる
犬でもだいじょうぶ！老犬には特におすすめです。
原材料 ： なまこ、馬アキレス ¥８00

Bistro chez mikami Concombre de mer
【ビストロ・シェ・ミカミ　季節の野菜スープ煮込み】（熱量は季節により変動します）
九州地方の季節の旬を迎えた野菜をふんだんに使った、ピュレです。
中身は季節により、年に4回変わります。
原材料 ： 季節の旬野菜 ¥600

¥８00

¥７00

¥７00オーストリッチの煮込み
Just Ostrich meat

¥2,000（1箱）

¥500/180g

¥500/180g

¥500/180g

¥500/180g

¥3,800

¥2,800

¥1,600

¥2,700

¥950

¥700

¥2,000（1箱）

¥1,200

¥３,000（1箱）
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sense of life with dog

犬のお誕生日や、記念日などを祝うときに、大好物のケーキ
はいかがでしょう？
輝く笑顔を共有して、素晴らしい想い出を創るお手伝いがで
きます。
犬の食性を考えて製造していますから、食事替わりにもなる
スグレモノです。食欲のないとき、嚥下が困難な犬の栄養補
給にも、喜ばれています。
Sence of  the Kitchen Dog’s dog cakes 
for celebration, party and gift !!

Celebration cakes セレブレーションケーキ

Seasonal Fresh sweets & deli
季節のイベントにあわせ、毎年さまざまなおやつや食事代わりのごちそうを製造しています。
飼い主さんも犬も一緒に楽しく過ごすためのツールとして、人気を得ています。お菓子類には、バターやマーガリン、シ
ョートニングなどの油脂を使わず、砂糖も使用しておりません。犬がきちんと消化・吸収できるものだけを使用し、消化
しにくいものについては注意書きと食べさせるときのヒントを同梱しております。

定番の生菓子は、冷凍にて販売しております。

小さなクリアキューブカップに詰め込んだ、４つのフルー
ツ型ビスケットがキュートなミニミニケーキです。
スポンジ生地も、クリームも、３種類の味と香りが楽しめ
ますよ！　ちょっとしたおやつやご褒美に、是非ご利用く
ださいね。

プチ・デセール

犬たちが大好きな薩摩芋とかぼちゃに、はと麦粉のお焼
きをかぶせ、煮詰めたりんごでロシアンクッキー風に飾り
ました。
可愛いプチケーキで、小さなわんちゃんも目を輝かせてく
れるはず！　3色のビスケットで目にも楽しいおやつで
す。
お薬をしのばせるにも便利！

内容量 ： 4cm×4cm 高さ3.5cm 42g×4個入り
　　　　約391kcal（4個で）
賞味期限 ： 冷凍庫で30日/解凍後はお早めに
原材料 ： 薄力粉、卵、カテージチーズ、カスピ海ヨーグルト、キャノ
ーラオイル、キャロブ、大麦若葉、紅麹色素、ターメリック

内容量 ： 4cm×4cm 高さ約4cm 30g×6個入り 
　　　　約238kcal(6個で）
賞味期限 ： 冷凍庫で30日/解凍後はお早めに
原材料 ： 薩摩芋、かぼちゃ、はと麦粉、豆乳、りんご、フラクトオリゴ
糖、レモン果汁、薄力粉、キャノーラ油、ターメリック、紅麹色素

Petit desert

ルビー・キューブRuby cube

犬たちが大好きな薩摩芋を使って、ひとつひとつ丁寧に
作ったスイートポテトです。
薩摩芋は、加熱してもビタミンCが壊れにくい優秀な食
材です。しかも、繊維が摂れるし、思ったほどカロリーが
多くないのもポイントの一つ！
半生タイプなので、固いビスケットが苦手な赤ちゃんや
老犬にも喜ばれるおやつです。

内容量 ： 2.5cm×7cm 高さ約1.8cm 30g×60本/box
賞味期限 ：  冷凍庫で30日/解凍後は冷蔵で約3日　
原材料 ： 薩摩芋、卵黄、はと麦

スイートポテトボーン
Sweet potato bone

¥1,500（4個入り）

¥1,200（6個入り）

¥150（1本）

商品のご購入はこちら　から

お肉が選べるnew Mt.DELI
お肉とごはんと野菜の寒天寄せのケーキです。温めれ
ばスープゴハンとしても美味しい栄養バランスのよい
ジュエリーのようなケーキ。
　　　　　　　　　　　　　　　直径13.5センチ　高さ6
センチ　580g カンガルー（433kcal）、馬肉（420kcal）、タ
ーキー（467kcal）からお肉を選べます。ネームプレートビスケ
ット１枚付き　※野菜の内容は季節や天候により変わります。
原材料：ターキー（またはカンガルー、馬肉）、寒天、発芽玄米、季節の野菜

原材料：カテージチーズ、薩摩芋、鶏卵、薄力粉、キャノーラ油、カスピ海ヨーグ
ルト、栗、大麦若葉（葉のビスケット）、紅麹色素（ハートのビスケット）

原材料：薄力粉、卵、キャノーラ油、カスピ海ヨーグルト、カッテージチーズ、季節
の果物果物は、季節により変わります

原材料：鶏卵、カテージチーズ、薄力粉、オリーブオイル、キャノーラオイル、パプ
リカ、ピーマン、リンゴ酢、キャロブ、紅麹色素

本体価格 2,800円 + 税 本体価格 2,800円 + 税

本体価格 2,800円 + 税

本体価格 6,000円 + 税

本体価格 1,800円 + 税本体価格 2,000円 + 税

Tornado
しっとりふわふわのスポンジケーキで、自家製マヨネーズを使っ
た卵サラダを巻いて、世にも美味しいケーキに仕上げました。

直径１４センチ　高さ５センチ　約340g（931kcal)
ネームプレートビスケット１枚付き

トルネード・サンドウィッチケーキ

本体価格 3,800円 + 税

Birthday Bone Cake
ふわふわのスポンジケーキと、カスピ海ヨーグルトとカッテージ
チーズのクリームを2段でサンドし、クリームと季節のフルーツ
やビスケットでデコレーション。ジョージ駒沢店・店頭でのお引
き取りのみの扱いです。フルーツやデコレーションは、季節や状
況により、変わりますのでご了承下さい。

22×16センチ　高さ4センチ　
原材料：薄力粉、卵、キャノーラ油、カスピ海ヨーグルト、カッテージチーズ、季節のフル
ーツ。

バースデー・ボーン

Gablin
すりおろし人参たっぷりのキャロットケーキに、カボチャの
ペーストで象った野菜のヘルシーケーキ。優しいかぼちゃ
の甘みです。

15.5センチ×10センチ　高さ4.5センチ　330g (440kcal)
ネームプレートビスケット１枚付き

ベジタブルケーキ・ガブリン

Wan saint-michel

お誕生日、オフ会、記念日に。自分で組み立て
るロールケーキのタワーです。楽しい組み立て
方の説明書がついています。

直径20センチ（完成時）　高さ約18センチ　
(1,050kcal)
ネームプレートビスケット１枚付き

ワン・サンミッシェル

Daisy Lulu
リッチなケーキにアーモンドスライスをまぶ
し、デイジーを飾ったおしゃまさん御用達の
ケーキ。小型犬にも大人気の大きさです。

直径8センチ　高さ8センチ 180g  (456kcal)
ネームプレートビスケット１枚付き

デイジー・ルル

Fortuna
高知の黄金甘福というさつまいもを焼いたペーストでモ
ンブラン風に仕上げたナチュラルな風味高いケーキで
す。

直径13.5センチ　高さ6センチ 375g(734kcal）
ネームプレートビスケット１枚付き

フォルチュ-ナ
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