
スイーツ

糖質オフ・ココアロール

コクのあるクリームチーズと濃厚なエダム
チーズをあわせました。周りにまぶした
３種のナッツとクランブルが特徴です。

キメが細かいココア生地で、生クリームを
包みました。口の中でとろけるような食感
です。

ガトーショコラに口どけなめらかなカカオム
ースをあわせました。大人の甘さに仕上げて
います。

上質なマスカルポーネチーズとほろにがい
コーヒーをあわせました。ふんわりなめら
かな食感に仕上げています。

砂糖不使用ながらも、甘さがしっかり感じ
られるプリンです。やわらかくなめらかな
食感に仕上げています。

特定原材料：乳・小麦・卵・大豆・
　　　　　　ゼラチン・オレンジ

特定原材料：卵・乳・大豆 特定原材料：卵・乳・小麦・大豆

特定原材料：卵・乳・小麦・大豆・ゼラチン特定原材料：卵・乳・大豆

16 ㎝ 1,728 円 (税込) 10 ㎝角 1,768 円 (税込)

4 個入  1,814 円 (税込)5 個入  2,268 円 (税込)

オンラインショップ
他にも多数の商品を
取り揃えております。
ネットからのご注文
も承ります。

チーズ好きが作ったチーズケーキ

ドルチェ ピカンテ ベイクド

アソートセット
４種類のチーズケーキを食べ比べできます！
内容はお任せください♬

2,592 円 (税込 )

各 2,300 円 (税込 )
美人百菓

糖質オフ・ショコラ

糖質オフ・ティラミス糖質オフ・プリン

しっとりした上品なアーモ
ンドケーキです。栄養分の
高いスーパーフードとフル
ーツを取り入れた、体にや
さしいスイーツです。

特定原材料：卵・乳・小麦
・大豆・りんご・オレンジ
・くるみ・桃・ゴマ

10本入 2,500 円 (税込)

5 本入 1,350 円 (税込)
※５本入の種類はお選び頂けません。

・カカオとチーズ
・イチジクとアーモンド
・かぼちゃと大納言小豆
・イチゴとアーモンド
・ミックスナッツ

・ムラサキイモと鳴門金時
・マンゴーとグレープフルーツ
・ピスタチオと白桃
・オレンジとゴジベリー
・マロンとアーモンド

お取り寄せスイーツ
by patisserie natura

マイルドでありながらコクの深い
ゴルゴンゾーラ「ドルチェ」を使
用しました。クリームがとろける
程度に焼き上げ、食べやすさが特
徴のシリーズ一番人気商品です。

ドルチェに比べ風味、塩味が強い
ゴルゴンゾーラ「ピカンテ」を使
用しました。ブルーチーズ好きに
はたまらない一品で、ワインによ
く合います。

3種類のクリームチーズを絶妙に
ブレンドし焼き上げた濃厚チーズ
ケーキです。30分程度常温に戻
してお召し上がりください。

特定原材料：乳・小麦・卵・大豆
・ゼラチン・オレンジ・リンゴ

特定原材料：乳・小麦・卵・大豆
・ゼラチン・オレンジ・リンゴ

特定原材料：乳・小麦・卵・大豆

patisserie natura
パティスリー・ナトゥーラ

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 5-38
ロイヤルパークス桃坂１F
Tel : 06-4305-2277

〒543-0027

糖質オフ・レアチーズ

4 号 2,300 円 (税込)

カラダに良い食生活を提案する私たちパティスリー・
ナトゥーラでは、糖尿病の方でも食べられる「糖質
オフ・スイーツ」を取り扱っています。天然甘味料
” 羅漢果 (らかんか )” や” 小麦ふすま粉” を原材料
にして、美味しくてヘルシーなレシピで作り上げま
した。糖尿病の方だけではなく、メタボリック症候
群が気になる方はもちろん、血糖値が高い方にもオ
ススメできるスイーツです。

patisserie naturaの糖質オフ・スイーツ

※天然甘味料「ラカント S」や「パルスイート」の主成分 エリスリトールは体内に吸収された後、代謝されずに 90%以上が尿として体外に排出されます。この安全な代替糖を使用
　することで、血糖値上昇に影響しない糖質オフ基準 (食品 100g 中に含まれる糖質 5g以下 ) を実質的に達成しています。

糖質量 従来品 当商品 kcal
10g 17.2% 3.4% 816

糖質量 従来品 当商品 kcal
14g 21.1% 4.9% 496

糖質量 従来品 当商品 kcal
16g 21.5% 4.2% 964

糖質量 従来品 当商品 kcal
2.8g 19.5% 3.6% 208

糖質量 従来品 当商品 kcal
4.5g 15.5% 4.5% 120

1個あたり (当店比 )

1 個あたり (当店比 ) 1 個あたり (当店比 )

1 個あたり (当店比 ) 1 個あたり (当店比 )



FAX注文用紙
商品名 金額 個数 店舗記入欄

アソートセット

糖質オフ・ココアロール
糖質オフ・ショコラ

糖質オフ・ティラミス (4個入 )
糖質オフ・プリン (５個入 )

2,300 円 (税込)

1,728 円 (税込)
1,768 円 (税込)

1,814 円 (税込)
2,268 円 (税込)

個

個

個

送料

総合計

ご依頼主 お届け先

氏名氏名

電話番号 電話番号

住所　〒 住所　〒

冷凍でお届けいたします。冷凍での賞味期限は約３週間です。
解凍後はお早めにお召し上がりください。

ご注文ありがとうございます。FAX受注後、折り返し受注確認のご連絡をさせていただきます。
ご連絡方法をお選びください。
□　FAX 　　　□　E - mail FAX番号またはE - mailアドレス＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

お届け指定 月　　　日 ※ご注文日より、5日後以降でご記入ください

時間指定：午前中・12時～14時・14時～16時・16時～18時・18時～20時

送料 5,000 円以上　無料
5,000 円以下　一律 1,080 円

お支払い方法

代引き（324円）・後払い

備考

◇「後払い」をお選びのお客様は下記を必ずご確認ください。
●当店にかわり” 株式会社キャッチボール” より請求書が届きます。
●請求書発行から 14日以内にお支払いください。
（14日以内にお支払いいただけない場合、再度の請求ごとに 300円の再発行手数料がかかります。）
●与信結果によっては当サービスをご利用いただけない場合がございます。その場合は他の決済方法
　をお選びいただくことになります。

FAX : 06-4305-2277

ドルチェ
ピカンテ
ベイクド

糖質オフ・レアチーズ

チーズ好きが作った
チーズケーキ

美人百菓
10本入り
5本入り

2,300 円 (税込)
2,300 円 (税込)

2,300 円 (税込)

2,592 円 (税込)
2,500 円 (税込)
1,350 円 (税込)

個

個

個

個

セット

セット

セット

セット

【1】

【2】

【3】

【4】

【1】～【4】まで全て記入いただきましたか、もう一度ご確認ください


