
アーモンドチュイル
Almond Tuile

風味豊かなビスケットの上に贅沢にのせた

" チュイル" とは “屋根・かわら”の意味

生クリームと一緒に煮詰め、フレッシュバターたっぷりの
高級スライスアーモンドをバター、はちみつ

タカセのオリジナル菓子です。

1,300円

1,300円

エンガディナー

スイスのエンガディン地方発祥の焼き菓子
中には、クルミとキャラメルがぎっしり！

1,300円

フルーツケーキ

洋酒にじっくり漬け込んだ
フルーツを使った伝統的なお菓子です。

1,300円

プチアーモンドチュイル

アーモンドチュイルにチョコレートを付けず
一口サイズにカットしました。

2,70 0円2本入り詰め合せ

4,00 0円3本入り詰め合せ

5,30 0円4本入り詰め合せ

6,60 0円5本入り詰め合せ

アーモンドチュイル 、プチアーモンドチュイル 、エンガディナー
フルーツケーキの4種類の中から自由に組み合せて頂けます。

アーモンドチュイルなど化粧箱入り詰め合せ

焼き菓子各種

マドレーヌ バームクーヘン フルーツケーキ ポンセック ブランデーケーキ

１8０円

レトロな箱が人気です

東
郷
青
児クッキーズ（大）

3,300円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：290 x 230 x 55mm

大人気

クッキーズ（小）

2,800円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：240 x 180 x 50mm
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ご要望に応じて組み合わせ変更可能です。

ロゴ入りのハードボックス入りです。

レトロ柄の箱が人気です。

1,900円５種詰合せ10個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各2個

2,850円５種詰合せ15個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各3個

焼き菓子化粧箱入り詰め合わせ

3,200円タカセ特選詰合せ

アーモンドチュイル 1本
マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　各2個
ボンセック、フルーツケーキ、その他　各1個

大人気

1,800円

フルーツケーキ箱入り(1本）

洋酒に漬け込んだフルーツとスパイスを効かせた
伝統的なお菓子を丸ごと1本包装しました。

バームクーヘン箱入り

1,500円

時間をかけて丁寧に焼き上げた定番の一品です。

カタログ掲載商品は店頭にてお求め頂けます

各店舗でご注文下さい。

各種熨斗紙もご用意しております。

掲載内容：令和5年 4月現在

数によっては当日にご用意出来ない場合がございます
お早めにご注文下さい。

ネットショップのご案内

本カタログ掲載の一部の商品は、
ネットショップでもお求め頂けます。

全国に発送いたします。(一部離島を除く）

www.takase - yogashi.com

各種 700円クッキー

1,40 0円クッキー2種詰め合せ

クッキー箱入り詰め合せ

レモン果汁を加えた
すっきり風味のクッキーです。

レモンクッキー

3種の中からお好きな組み合わせで

沢山入っています。
10 ～15種類の手作りクッキーが
ミックスクッキー
大人気

香り豊かなクッキーです。
数種類のチーズをブレンドした
チーズクッキー

2,10 0円クッキー3種詰め合せ

1,100円

長崎カステラ(1斤）

素材にこだわり、昔ながらの
伝統的な製法で作り上げた自慢の一品です。
お召し上がりやすいよう、スライスして包装しました。

2,200円

長崎カステラ(2斤）

2斤用の箱にお入れしてありますので、
幅広い年齢の方に愛される一品です。

Strawberry

Raisins

Praline

ロールカステラ

昔ながらの製法で焼き上げたロールカステラです。

レーズンロールは生地にレーズンを加えました。

タカセ特製のイチゴジャムを巻いた、どこか懐かしい

ストロベリーロール

レーズンロール

各800円

アーモンドプラリネをまぶしました。

※夏季は販売しておりません。

コーヒー味のカステラに、
特製のモカクリームを巻き

プラリネロール 900円

1,700円

ストロベリーロールとレーズンロール　各1本

ロールカステラ 2 本入り

1,800円

ストロベリーロール又はレーズンロール 1本
プラリネロール 1本と

プラリネロール他 2 本入り

イチゴショートケーキ

4号 ： 12cm

2,700円

ハート型 ： 18cm5号 ： 15cm

3,200円

6号 ： 18cm

3,700円 4,000円

※6号以上もございます

チョコレートデコレーション チョコレートデコレーション 
ハート型

ホワイトバタークリーム
デコレーション

大人気

ご予約は、受け取り日の3日前までにお願い致します。
（二段デコレーション、他一部のケーキは １週間前まで ）

お問い合わせ、ご予約は各店舗にてたまわります。
受け渡しは店頭のみとなります。

キャラクターケーキの対応可能です。( 追加料金 1 ,000円～）
事前に図柄をご用意下さい。

お誕生日や記念日、特別な日を
タカセのケーキでお祝いしませんか？

パーティー用 カットケーキ

7号 ： 5×5個 : 4 cm  

8号 ： 5×5個 : 4 .5cm  

6 ,000円

8,000円

9号 ： 6×6個 : 4 .5cm  1 2,000円

10号 ： 7×7個 : 4 .5cm  18 ,000円

長方形 ： 7×8個 : 4 .5cm  2 3,000円
カット済みでなので、後は取り分けるだけ！

Let’ s Have A Party !!

サイズ ホワイト
バタークリーム

チョコレート
デコレーション

4号 ： 12cm

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

5号 ： 15cm

6号 ： 18cm

ハート型 ： 18cm

※6号以上もございます
ご注文・ご予約



アーモンドチュイル
Almond Tuile

風味豊かなビスケットの上に贅沢にのせた

" チュイル" とは “屋根・かわら”の意味

生クリームと一緒に煮詰め、フレッシュバターたっぷりの
高級スライスアーモンドをバター、はちみつ

タカセのオリジナル菓子です。

1,300円

1,300円

エンガディナー

スイスのエンガディン地方発祥の焼き菓子
中には、クルミとキャラメルがぎっしり！

1,300円

フルーツケーキ

洋酒にじっくり漬け込んだ
フルーツを使った伝統的なお菓子です。

1,300円

プチアーモンドチュイル

アーモンドチュイルにチョコレートを付けず
一口サイズにカットしました。

2,70 0円2本入り詰め合せ

4,00 0円3本入り詰め合せ

5,30 0円4本入り詰め合せ

6,60 0円5本入り詰め合せ

アーモンドチュイル 、プチアーモンドチュイル 、エンガディナー
フルーツケーキの4種類の中から自由に組み合せて頂けます。

アーモンドチュイルなど化粧箱入り詰め合せ

焼き菓子各種

マドレーヌ バームクーヘン フルーツケーキ ポンセック ブランデーケーキ

１8０円

レトロな箱が人気です

東
郷
青
児クッキーズ（大）

3,500円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：290 x 230 x 55mm

大人気

クッキーズ（小）

3,000円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：240 x 180 x 50mm
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ご要望に応じて組み合わせ変更可能です。

ロゴ入りのハードボックス入りです。

レトロ柄の箱が人気です。

1,900円５種詰合せ10個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各2個

2,850円５種詰合せ15個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各3個

焼き菓子化粧箱入り詰め合わせ

3,200円タカセ特選詰合せ

アーモンドチュイル 1本
マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　各2個
ボンセック、フルーツケーキ、その他　各1個

大人気

1,800円

フルーツケーキ箱入り(1本）

洋酒に漬け込んだフルーツとスパイスを効かせた
伝統的なお菓子を丸ごと1本包装しました。

バームクーヘン箱入り

1,500円

時間をかけて丁寧に焼き上げた定番の一品です。

カタログ掲載商品は店頭にてお求め頂けます

各店舗でご注文下さい。

各種熨斗紙もご用意しております。

掲載内容：令和4年 1月現在

数によっては当日にご用意出来ない場合がございます
お早めにご注文下さい。

ネットショップのご案内

本カタログ掲載の一部の商品は、
ネットショップでもお求め頂けます。

全国に発送いたします。(一部離島を除く）

www.takase - yogashi.com

各種 700円クッキー

1,40 0円クッキー2種詰め合せ

クッキー箱入り詰め合せ

レモン果汁を加えた
すっきり風味のクッキーです。

レモンクッキー

3種の中からお好きな組み合わせで

沢山入っています。
10 ～15種類の手作りクッキーが
ミックスクッキー
大人気

香り豊かなクッキーです。
数種類のチーズをブレンドした
チーズクッキー

2,10 0円クッキー3種詰め合せ

1,100円

長崎カステラ(1斤）

素材にこだわり、昔ながらの
伝統的な製法で作り上げた自慢の一品です。
お召し上がりやすいよう、スライスして包装しました。

2,200円

長崎カステラ(2斤）

2斤用の箱にお入れしてありますので、
幅広い年齢の方に愛される一品です。

Strawberry

Raisins

Praline

ロールカステラ

昔ながらの製法で焼き上げたロールカステラです。

レーズンロールは生地にレーズンを加えました。

タカセ特製のイチゴジャムを巻いた、どこか懐かしい

ストロベリーロール

レーズンロール

各800円

アーモンドプラリネをまぶしました。

※夏季は販売しておりません。

コーヒー味のカステラに、
特製のモカクリームを巻き

プラリネロール 900円

1,700円

ストロベリーロールとレーズンロール　各1本

ロールカステラ 2 本入り

1,800円

ストロベリーロール又はレーズンロール 1本
プラリネロール 1本と

プラリネロール他 2 本入り

イチゴショートケーキ

4号 ： 12cm

2,700円

ハート型 ： 18cm5号 ： 15cm

3,200円

6号 ： 18cm

3,700円 4,000円

※6号以上もございます

チョコレートデコレーション チョコレートデコレーション 
ハート型

ホワイトバタークリーム
デコレーション

大人気

ご予約は、受け取り日の3日前までにお願い致します。
（二段デコレーション、他一部のケーキは １週間前まで ）

お問い合わせ、ご予約は各店舗にてたまわります。
受け渡しは店頭のみとなります。

キャラクターケーキの対応可能です。( 追加料金 1 ,000円～）
事前に図柄をご用意下さい。

お誕生日や記念日、特別な日を
タカセのケーキでお祝いしませんか？

パーティー用 カットケーキ

7号 ： 5×5個 : 4 cm  

8号 ： 5×5個 : 4 .5cm  

6 ,000円

8,000円

9号 ： 6×6個 : 4 .5cm  1 2,000円

10号 ： 7×7個 : 4 .5cm  18 ,000円

長方形 ： 7×8個 : 4 .5cm  2 3,000円
カット済みでなので、後は取り分けるだけ！

Let’ s Have A Party !!

サイズ ホワイト
バタークリーム

チョコレート
デコレーション

4号 ： 12cm

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

5号 ： 15cm

6号 ： 18cm

ハート型 ： 18cm

※6号以上もございます
ご注文・ご予約
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スイスのエンガディン地方発祥の焼き菓子
中には、クルミとキャラメルがぎっしり！

1,300円

フルーツケーキ

洋酒にじっくり漬け込んだ
フルーツを使った伝統的なお菓子です。

1,300円

プチアーモンドチュイル

アーモンドチュイルにチョコレートを付けず
一口サイズにカットしました。

2,70 0円2本入り詰め合せ

4,00 0円3本入り詰め合せ

5,30 0円4本入り詰め合せ

6,60 0円5本入り詰め合せ

アーモンドチュイル 、プチアーモンドチュイル 、エンガディナー
フルーツケーキの4種類の中から自由に組み合せて頂けます。

アーモンドチュイルなど化粧箱入り詰め合せ

焼き菓子各種

マドレーヌ バームクーヘン フルーツケーキ ポンセック ブランデーケーキ

１8０円

レトロな箱が人気です

東
郷
青
児クッキーズ（大）

3,300円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：290 x 230 x 55mm

大人気

クッキーズ（小）

2,800円

東郷青児デザイン缶入り

タカセ人気のクッキーを詰め合わせました。

サイズ：240 x 180 x 50mm
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ご要望に応じて組み合わせ変更可能です。

ロゴ入りのハードボックス入りです。

レトロ柄の箱が人気です。

1,900円５種詰合せ10個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各2個

2,850円５種詰合せ15個入り

マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　
ボンセック、フルーツケーキ 各3個

焼き菓子化粧箱入り詰め合わせ

3,200円タカセ特選詰合せ

アーモンドチュイル 1本
マドレーヌ、バームクーヘン、ブランデーケーキ　各2個
ボンセック、フルーツケーキ、その他　各1個

大人気

1,800円

フルーツケーキ箱入り(1本）

洋酒に漬け込んだフルーツとスパイスを効かせた
伝統的なお菓子を丸ごと1本包装しました。

バームクーヘン箱入り

1,500円

時間をかけて丁寧に焼き上げた定番の一品です。

カタログ掲載商品は店頭にてお求め頂けます

各店舗でご注文下さい。

各種熨斗紙もご用意しております。

掲載内容：令和5年 4月現在

数によっては当日にご用意出来ない場合がございます
お早めにご注文下さい。

ネットショップのご案内

本カタログ掲載の一部の商品は、
ネットショップでもお求め頂けます。

全国に発送いたします。(一部離島を除く）

www.takase - yogashi.com

各種 700円クッキー

1,40 0円クッキー2種詰め合せ

クッキー箱入り詰め合せ

レモン果汁を加えた
すっきり風味のクッキーです。

レモンクッキー

3種の中からお好きな組み合わせで

沢山入っています。
10 ～15種類の手作りクッキーが
ミックスクッキー
大人気

香り豊かなクッキーです。
数種類のチーズをブレンドした
チーズクッキー

2,10 0円クッキー3種詰め合せ

1,100円

長崎カステラ(1斤）

素材にこだわり、昔ながらの
伝統的な製法で作り上げた自慢の一品です。
お召し上がりやすいよう、スライスして包装しました。

2,200円

長崎カステラ(2斤）

2斤用の箱にお入れしてありますので、
幅広い年齢の方に愛される一品です。

Strawberry

Raisins

Praline

ロールカステラ

昔ながらの製法で焼き上げたロールカステラです。

レーズンロールは生地にレーズンを加えました。

タカセ特製のイチゴジャムを巻いた、どこか懐かしい

ストロベリーロール

レーズンロール

各800円

アーモンドプラリネをまぶしました。

※夏季は販売しておりません。

コーヒー味のカステラに、
特製のモカクリームを巻き

プラリネロール 900円

1,700円

ストロベリーロールとレーズンロール　各1本

ロールカステラ 2 本入り

1,800円

ストロベリーロール又はレーズンロール 1本
プラリネロール 1本と

プラリネロール他 2 本入り

イチゴショートケーキ

4号 ： 12cm

2,700円

ハート型 ： 18cm5号 ： 15cm

3,200円

6号 ： 18cm

3,700円 4,000円

※6号以上もございます

チョコレートデコレーション チョコレートデコレーション 
ハート型

ホワイトバタークリーム
デコレーション

大人気

ご予約は、受け取り日の3日前までにお願い致します。
（二段デコレーション、他一部のケーキは １週間前まで ）

お問い合わせ、ご予約は各店舗にてたまわります。
受け渡しは店頭のみとなります。

キャラクターケーキの対応可能です。( 追加料金 1 ,000円～）
事前に図柄をご用意下さい。

お誕生日や記念日、特別な日を
タカセのケーキでお祝いしませんか？

パーティー用 カットケーキ

7号 ： 5×5個 : 4 cm  

8号 ： 5×5個 : 4 .5cm  

6 ,000円

8,000円

9号 ： 6×6個 : 4 .5cm  1 2,000円

10号 ： 7×7個 : 4 .5cm  18 ,000円

長方形 ： 7×8個 : 4 .5cm  2 3,000円
カット済みでなので、後は取り分けるだけ！

Let’ s Have A Party !!

サイズ ホワイト
バタークリーム

チョコレート
デコレーション

4号 ： 12cm

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

3,500円

3,500円

3,000円

2,500円

5号 ： 15cm

6号 ： 18cm

ハート型 ： 18cm

※6号以上もございます
ご注文・ご予約
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