
本店のみの販売

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,０００円（税抜）
６号／４,０００円（税抜）
ショコラ
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）

４号／２,２００円（税抜）
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）

４号／２,4００円（税抜）
５号／３,5００円（税抜）
６号／４,6００円（税抜）

www.stellalune.co.jp

イオンモール橿原店
〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1
TEL：0744-22-1588   OPEN：10：00～22：00

本店
〒639-0266 奈良県香芝市旭ヶ丘1-27-2
TEL：0745-77-1008   OPEN：10：00～19：00
定休日：毎週火曜 （祝日の場合は営業）

皆様の大切な方の大切な記念日に

私たちのつくるお菓子をお選びいただきありがとうございます。

皆様のいろんなご要望に出来る限り

お応えさせていただきたいと思っております。

素敵な記念日の思い出づくりの

お手伝いができましたら幸いです。。。

大切な記念日にこだわりのケーキを。。。

オーナーシェフ 田村 泰範
スタッフ一同
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専用ボックス

ピッチャー投げた～！
さあ、勝負の行方は

いかに！！
ハッピーな１日に

なりますように。。。

ハートデコレーション
新鮮さが売りの田村シェフの
ゴールデンスポンジ！！卵黄を
多めに使うことできめ細かく、
 ふんわりしっとりした生地
が焼きあがります。

ポイッと一口でほおばれる
プチサイズの大人気マカロン！
１個120円で
追加もできます！

とってもキュートなハート。。。
真っ赤な苺のデコレーションか 色
鮮やかなフルーツのデコ
レーションか選んでね！

たむぷりんマウンテン

ショコラ
４号／２,２００円（税抜）
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）

生クリーム/生チョコクリーム
４号／２,６００円（税抜）
５号／３,８００円（税抜）
６号／５,２００円（税抜）
ショコラ
４号／２,８００円（税抜）
５号／４,１００円（税抜）
６号／５,６００円（税抜）

生クリーム/生チョコクリーム
４号／２,４００円（税抜）
５号／３,５００円（税抜）
６号／４,６００円（税抜）
ショコラ
４号／２,６００円（税抜）
５号／３,８００円（税抜）
６号／５,０００円（税抜）

ショコラコポー
コポーと呼ばれる

ふっわふわの
チョコ飾りがどっさり！
とろ～りコーティングした

生チョコはチョコレート界の
チャンピオンに輝いた「カルマ」の

クーベルチュールを
使用しました。

クッキーレター

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）
ショコラ
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,８００円（税抜）

不思議の国のアリスデコ

季節のフルーツが
てんこ盛り！！
ステラリュヌ オリジナル
デラックスサンドは、ゴールドデン
スポンジとシェフ特製ブレンドの
シャンティ、バニラビーンズ
たっぷりのカスタード
クリームが何層にも重なっ
たコクのある一品。

純白のドレスをまとった
お姫様。 お城の専用

ボックスでお渡し致します。 
可愛い箱から出てきたのは
とっても 可愛い　　　　

プリンセスケーキ。。。　　　 

とっても可愛い
アリスといつも

忙しそうな白うさぎ、
そしていたずら者の
チシャ猫が一緒に

お祝いしてくれます！

とっても可愛い
アリスといつも

忙しそうな白うさぎ、
そしていたずら者の
チシャ猫が一緒に

お祝いしてくれます！

チョコ味の
クッキーで

「HAPPY BIRTHDAY」をお入れします。
お名前もアルファベットでお入れで
きます。(有料)とってもキュートな
ケーキに盛り上がること間違い

なし！お名前一文字
 ￥20

人気のシェフ特製
マカロンがなんと
クマちゃんで登場！

遊び心満点のケーキで
笑顔いっぱいのパーティー
になりますように・・・

熱血野球

もこもこうさちゃん

ステラリュヌの人気者、
「たむぷりん」が まるまま
のっかった夢のコラボ
(*^^)v

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）
ショコラ
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,８００円（税抜）

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）
ショコラ
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,８００円（税抜）

生チョコクリーム
４号／2,6００円（税抜）
５号／3,5００円（税抜）

生クリーム
４号／２,３００円（税抜）
５号／３,２００円（税抜）

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）
ショコラ
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,８００円（税抜）

熱血サッカー

シュートくんと
キーパーくんが大活躍！
グラウンドは美味しい
フルーツでとっても
華やか！

季節のゼリーデコレーション

もこもこがかわいい  うさぎちゃん
とパンダくんになんとライオンくん
が登場しました！フルーツもたっ
ぷりデコレーションされて誰も
がニコニコになるとっても
かわいいケーキです！

もこもこぱんだライオンくん！ガオーッ！

シンデレラ

キラキラ輝くティアラは
特別な日の特別なご褒美。。。
いっぱいのハートで幸せ満点！
今日は特別にハートの
マカロンです！

６号／４,０００円（税抜）

 ティアラデコ

４号／２,24０円（税抜）
５号／３,36０円（税抜）
６号／４,6００円（税抜）

 プチマカロンデコ
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苺のデコレーション

生クリーム/生チョコクリーム
５号／３,２００円（税抜）
６号／４,２００円（税抜）
ショコラ
５号／３,5００円（税抜）
６号／４,6００円（税抜）

チョコ文字の
メッセージをケーキに
直接お入れします。
オンリーワンの
熱い気持ちを
伝えてみませんか？

デラックスフルーツ

チョコレター

サンド：チョコスポンジ
生チョコクリーム
カスタードクリーム
バナナ・ガナッシュ

サンド：サンド：サンド：チョコスポンジ
生チョコクリーム
カスタードクリーム
バナナ・ガナッシュ

生クリーム
５号／３,６００円（税抜）
お好きなお姫様を選べます。

メロディー

マリア キャサリン

プリンセス
ホワイトドレス

５号／２,３００円（税抜）

ステラリュヌの
隠れた人気者！

ホワッとした口どけが
たまらない！シンプルだけど

手間と時間のかかった一品！ 

スフレチーズ

季節のフルーツ
デコレーション

生クリーム/生チョコクリーム
４号／２,０００円（税抜）
５号／３,０００円（税抜）
６号／４,０００円（税抜）

苺のショコラ

なっなんと生チョコと
生クリームのハーフ＆
ハーフ！チョコデコは

チョコ好きさん用にチョコ
いっぱい！生クリームは

フルーツいっぱいだよ！

ハーフ＆ハーフ

４号／２,３００円（税抜）
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,３００円（税抜）

世界一に輝いた
スイス産最高級

チョコレート「カルマ」を
使った、とろ～り

なめらかな生チョコで
仕上げました。 

季節のフルーツショコラ

ショコラ
４号／２,２００円（税抜）
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）

２段デコレーション

４号＋６号／６,５００円（税抜）～
写真は6,7００円（税抜）

デコレーションケーキの
ザ・チョコバナナ！！  サンド
にチョコ感がガツンッと

アップする様シェフ特製ガナッシュを
使いました。カスタードクリームの
コクがより美味しさを高めます

(ｏ‾∇‾ｏ)♪ 

ショコラバナーヌ

４号
５号
６号
７号
８号
９号
１０号

１２cm
１５cm
１８cm
２１cm
２４cm
２７cm
３０cm

２～３名
４～５名
６～７名
８～１０名
１１～１３名
１４～１６名
１７～１８名

ケーキサイズ表

４号/お好みのデコレーション＋３００円（税抜）　５号/お好みのデコレーション＋4００円（税抜）
※チョコレートがアレルゲンの場合も必ずお申し出下さい。　※卵・小麦粉を使用する同じ設備でおつくりしております。予めご了承下さい。

ノンエッグ・ノンフラワーデコレーションケーキ 承ります

※掲載商品以外にもお取り扱いがございます。
　店頭にてアルバムをご用意しております。
※本店では7号以上もお作りできる商品が
　ございます。　詳しくはお問い合わせ下さい。
※写真と実際の商品のデコレーション・
　オーナメント・フルーツが変更になる場合が
　ございます。何かご希望がございましたら
　お気軽にスタッフまでお申し付け下さい。
※当店都合によりデザインを変更する場合が
　ございます。
※イオンモール橿原店では６号サイズまでの
　お取り扱いとなります。

卵・小麦粉アレルギーのお子様のために、シェフが長年の歳月をかけてついに完成させた究極のレシピです。

ガラスの靴をもって
王子様の家来たちが
やって来ました。。。
さあ、シンデレラの
夢のはじまりです
(*^_^*)

ベルギー産最高級
チョコレートを使用。 
チョコの存在感あふれる
焼きっぱなしの
超チョコレートケーキ！！ 
シェフ特製シャンティを
たっぷりつけて召し

上がれ☆

クラシックショコラ

５号／２,５００円（税抜）

クッキーレターショコラ

生クリーム/生チョコクリーム
４号／２,４００円（税抜）
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,４００円（税抜）
ショコラ
４号／２,６００円（税抜）
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,８００円（税抜）

卵・小麦粉・乳製品不使用。
※卵・小麦粉・乳製品を使用する同じ設備で
　おつくりしております。予めご了承くださいませ。

季節のフルーツが
ダイナミックに贅沢にとっても豪
華に入ったゼリーデコレーショ
ンです。迫力満点のデコレ
ーションです。

クマカロン

苺の季節限定！！
甘酸っぱい苺をどっさり
デコレーションしました(*^_^*)
今の時期しかできない
とっても贅沢でとっても
美味しいデコレーション
ケーキです！

デラックス/生チョコクリーム
４号／２,３００円（税抜）
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,５００円（税抜）
ショコラ
４号／２,５００円（税抜）
５号／３,７００円（税抜）
６号／４,９００円（税抜）

デラックスいちご

生クリーム/生チョコクリーム
４号／２,５００円（税抜）
５号／３,５００円（税抜）
６号／４,６００円（税抜）
ショコラ
４号／２,７００円（税抜）
５号／３,８００円（税抜）
６号／５,０００円（税抜）

たくさんのハートで
デコレーションされた
キティちゃんとマイメロちゃん！
素敵なパーティーになること
間違いなし！

キティちゃん マイメロちゃん

季節限定

シェフ特製のクレームダマンドは
アーモンドの風味が美味しい

ふわっふわっ食感！
 

季節のフルーツタルト
４号／２,０００円（税抜）
５号／３,０００円（税抜）
６号／４,０００円（税抜）

山盛り苺のタルト
４号／２,３００円（税抜）
５号／３,４００円（税抜）
６号／４,５００円（税抜）

季節のフルーツタルト

山盛り苺のタルト季節限定

生クリームサンド デラックスサンド

ゴールデンスポンジ
生クリーム

苺・みかん 
チョコスポンジ
生チョコクリーム

ショコラ
チョコのチャンピオン「カルマ」を
使用した柔らかい生チョコを
コーティング
（ショコラ仕立てのみ） カスタードクリーム

ゴールデンスポンジ

生クリーム

ショコラ/生チョコサンド

デラックス/生チョコクリーム
４号／２,２００円（税抜）
５号／３,３００円（税抜）
６号／４,３００円（税抜）
ショコラ
４号／２,４００円（税抜）
５号／３,６００円（税抜）
６号／４,７００円（税抜）


