
アレルギーがあっても大丈夫！ 

卵・ 牛乳・ 小麦を使わないで作りました 

ご予約締切 12月8日  発送は18日～ 



NOËL CAKE このページに掲載している商品はヘルシーハット店頭お渡し限定です。取扱店でのお渡し、地方発送はできません。 

 1 A-1 

ホワイトクリスマス 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

 3 K-1 

クリスマス ガトーショコラ 

直径約15cm 

4,480円（税抜4,149円） 

 2 B-1 

チョコレートクリスマス 

直径約15cm 

4,480円（税抜4,149円） ケーキスポンジ 

豆乳チョコクリーム 

ガトーショコラ 

豆乳チョコクリーム 

アレルギー対応のチョコレートをクリームと

スポンジに使用した人気のチョコレート

ケーキ。チョコレートの風味を存分に楽し

めます。ハートの指輪付。 

生地に生のチョコレートをたっぷりと練り

込んで焼き上げた濃厚なケーキです。外

はサクッと、中はしっとり。上面のクリーム

ともよく合います。 

なめらかな豆乳クリームと米粉のスポ

ンジで作った定番のケーキ。中にはい

ちごクリームをたっぷりサンドしました。

ハートの指輪やトナカイがクリスマス

を盛り上げます。 

豆乳クリーム 

ケーキスポンジ 

ストロベリークリーム 

いちご 

いちご 

今年は楽しいハート形の指輪の飾り付！ 

店頭お渡し、冷凍お届けのケーキともにすべて

のケーキに指輪飾りをお付けします。 

※緑か赤のどちらかとなります。指定はできません。 



NOËL CAKE このページに掲載している商品はヘルシーハット店頭お渡し限定です。取扱店でのお渡し、地方発送はできません。 

 4 F-1 

ブッシュ・ドゥ・ノエル 

長さ約17cm 

4,180円（税抜3,871円） 

 7 C-1 

スイートクリスマス 

直径約15cm 

4,580円（税抜4,241円） 

 5 H7-1 

アップルパイ 7号 

直径約21cm 

5,832円（税抜5,400円） 

 6 H5-1 

アップルパイ 5号 

直径約15cm 

3,780円（税抜3,500円） 

 8 D-1 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

 9 E-1 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

チーズ風豆腐のフィリング 

クッキー生地 

アプリコットジャム 

ケーキスポンジ 

豆乳チョコクリーム 

チョコレート 

しっとりとした米粉のスポンジにチョコクリームを

たっぷり使ったクリスマス限定のロールケーキ。

今年は飾りにチョコクッキーやハートの指輪も付

いて楽しさ倍増 ! 

パイ生地は米粉とオーガニックトランスファットフリーショートニ

ングをベースにサックリと香ばしく仕上げました。ほのかなシナ

モン風味のキャラメリゼしたりんごがたっぷり入った逸品です。 

やさしい甘さで仕上げた特製のさつま芋

クリームのケーキ。中の甘酸っぱいイチゴ

ピューレがアクセント。豆乳クリームを使用

していませんので、大豆アレルギーの方に

も安心してお召し上がりいただけます。

ハートの指輪付。 

いちごムース 

スポンジ生地 

ストロベリーピューレ 

豆乳クリーム 

いちごピューレを贅沢に使い、豆乳クリームと合わ

せたいちごの甘さが口の中いっぱいに広がるムー

スケーキです。 

サクサクのクッキー生地の上には国産大豆100%

の木綿豆腐を使ったオリジナルのチーズケーキ

風フィリング。仕上げのアプリコットジャムで甘酸っ

ぱさをプラス。 

ケーキスポンジ 

さつま芋クリーム 

ストロベリーピューレ 

いちご 



FLOZEN NOËL CAKE 

17 D-2 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

18 E-2 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

チーズ風豆腐のフィリング 

クッキー生地 

アプリコットジャム 

11 B-2 

チョコレートクリスマス 

直径約15cm 

3,780円（税抜3,500円） 

10 A-2 

ホワイトクリスマス 

直径約15cm 

2,980円（税抜2,760円） 

12 K-2 

直径約15cm 

4,180円（税抜3,871円） 

13 F-2 

ブッシュ・ドゥ・ノエル

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

16 C-2 

スイートクリスマス 

直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

ケーキスポンジ 

さつま芋クリーム 

ストロベリーピューレ 

ストロベリーピューレ 

豆乳クリーム 

ケーキスポンジ 

ストロベリークリーム 

ストロベリーピューレ 

いちごムース 

ケーキスポンジ 

ストロベリーピューレ 

豆乳クリーム 

ケーキスポンジ 

豆乳チョコクリーム 

ストロベリーピューレ 

ガトーショコラ 

豆乳チョコクリーム 

 
りんごのカラメル煮 

タルト生地 

ケーキスポンジ 

ケーキスポンジ 

豆乳チョコクリーム 

チョコレート 

なめらかな豆乳クリームと米粉のスポンジで作っ

た定番のケーキ。中にはいちごクリームをたっぷり

サンドしました。シンプルなデザインにしましたの

で、ご家庭でイチゴなどお好みのフルーツをトッピ

ングしてお召し上がりください。 

ハートの指輪が付いています。 

アレルギー対応のチョコレートをクリームとスポン

ジに使用した人気のチョコレートケーキ。チョコ

レートの風味を存分に楽しめます。ご家庭でイチ

ゴなどお好みのフルーツをトッピングしてお召し

上がりください。 

ハートの指輪が付いています。 

生地にチョコレートをたっぷりと練り込んで焼き上

げた濃厚なケーキです。外はサクッと、中はしっと

り。上面のクリームともよく合います。 

しっとりとした米粉のスポンジにチョコクリームを

たっぷり使ったクリスマス限定のロールケーキ。 

ハートの指輪が付いています。 

やさしい甘さで仕上げた特製のさつま芋クリーム

のケーキ。中の甘酸っぱいイチゴピューレがアクセ

ント。豆乳クリームを使用していませんので、大豆

アレルギーの方にも安心してお召し上がりいただ

けます。ハートの指輪付。 

いちごピューレを贅沢に使い、豆乳クリームと合わ

せたいちごの甘さが口の中いっぱいに広がるムー

スケーキです。 

サクサクのクッキー生地の上には国産大豆100%

の木綿豆腐を使ったオリジナルのチーズケーキ

風フィリング。仕上げのアプリコットジャムで甘酸っ

ぱさをプラス。 

このページに掲載している商品は冷凍でのお届け、お渡しとなります。 

ご家庭でイチゴなどお好みのフルーツをトッピングしてお召し上がりください。 

14 H5-2   15 H7-2 

アップルパイ 

5号 直径約15cm 

3,980円（税抜3,686円） 

7号 直径約21cm 

5,832円（税抜5,400円） 

パイ生地は米粉とオーガニックトランスファットフ

リーショートニングをベースにサックリと香ばしく仕

上げました。ほのかなシナモン風味のキャラメリゼ

したりんごがたっぷり入った逸品です。5号サイズ

と7号サイズの2種類をご用意しました。 

写真は５号サイズ 



23  

ホワイトショート 

421円（税抜390円） 

22  

チョコレートパフェ 

648円（税抜600円） 

24  

チョコレートショート 

475円（税抜440円） 

25  

ガトーショコラ 

475円（税抜440円） 

26  

アップルパイショート 

540円（税抜500円） 

27  

チーズケーキ風 

475円（税抜440円） 

28  

豆乳いちごムースショート 

475円（税抜440円） 

29  

いちごのショート（米台） 

529円（税抜490円） 

30  

529円（税抜490円） 

31  

さつまいもモンブラン 

507円（税抜470円） 

32  

チョコムースモンブラン 

507円（税抜470円） 

33  

ふんわりロール チョコ 

378円（税抜350円） 

34  

378円（税抜350円） 

35  

410円（税抜380円） 

 

 
豆乳チョコクリーム 

クッキークラム 

ケーキスポンジ、いちご 

いちご 
フランボワーズゼリー 
黄桃ゼリー 

フルーツケーキ 

21  

ストロベリーパフェ 

648円（税抜600円） 

20  

和栗のモンブラン 

648円（税抜600円） 

 
 

豆乳クリーム 

クッキークラム 

ケーキスポンジ、いちご 

いちご 
ストロベリーゼリー 
黄桃 

フルーツケーキ 

19  

シュトーレン 

長さ約15cm 

1,380円（税抜1,278円） 

毎年大好評の米粉で作ったシュトーレンです。オーガ

ニックドライフルーツ（いちじく、レーズン、プルーン、ク

ランベリー）をたっぷり入れ、表面をシュガーコーティ

ングして、とってもおいしくできあがりました。ラム酒の

アルコールはとばしていますので、お子様から大人ま

でみなさんでどうぞ。 

豆乳クリームといちごピューレの甘酸っぱさがマッチし

た定番のショートケーキです。いちご型ゼリーをトッピ

ングしました。 

チョコスポンジとチョコレートクリームを使ったちょうど

いい甘さのチョコレートケーキです。 

生地にチョコレートをふんだんに使い、外側はサクッと、

中はしっとりと焼き上げました。チョコ好きにはたまらな

い逸品です。 

シナモン風味のりんごがぎっしりつまったアップルパ

イです。タルト生地はサクサクとした香ばしい食感が

味わえます。 

美味しいお豆腐と国産レモンを使ってチーズケーキ

に近い味と食感に仕上げました。表面には杏ジャムで

つやを出しました。 

かわいいピンク色のイチゴ味のムースです。やわらかい

食感とイチゴの甘酸っぱさが味わえます。 

手作りさつま芋クリームのやさしい味わいと甘味が食

べやすいケーキです。上には、いちご型ゼリーがトッピ

ングされています。 

手作りさつま芋クリームのやさしい味わいと甘味が食

べやすいケーキです。スポンジは米アレルギーに対応

したホワイトソルガム台タイプ。 

「紅はるか」と「紫芋」のモンブランです。紅はるかク

リームの下には、紫芋のやわらかいムース風。トローリ

口あたり良く仕上げました。一番下にケーキスポンジ

が入り、３層になっています。 

チョコレートムースの上にふんわり豆乳クリームをの

せ、その上にさつまいもベースのチョコクリームを飾っ

たとろけるようなモンブランケーキです。 

チョコレートがたっぷり入った豆乳クリームが贅沢な味

わいの、やわらかいロールケーキです。 

いちごの香りがさわやかな、可愛いピンクのロールケー

キ。お好みでフルーツをトッピングしてもＯＫ！ 

豆乳不使用タイプのロールケーキ。ふわふわの黒糖

風味のスポンジの中には、美味しいさつま芋クリーム。

大豆アレルギーの方にもオススメ。 

豆乳クリーム 
豆乳ストロベリークリーム 

FLOZEN CUT CAKE このページに掲載している商品は冷凍でのお届け、お渡しとなります。 

和栗を贅沢に使ったモンブランケーキ。栗の風味が

口いっぱいに広がります。大豆は不使用です。 

ケーキ、フルーツ、スポンジ、クッキー、ゼリーが一度に

味わえる楽しいパフェです。いちごクリームで甘酸っ

ぱさをプラス！ 

ケーキ、フルーツ、スポンジ、クッキー、ゼリーが一度に

味わえる楽しいパフェです。人気のチョコレート味もど

うぞ！ 

36  

3個入 518円（税抜480円） 

いちご風味の豆乳生クリームを大

福の皮で包みました。自然解凍す

れば、ふんわりやわらかな豆乳ク

リームが新鮮な味わいです。凍ら

せたまま食べても美味しくいただ

けます。 

さつまいもクリーム 

チョコケーキスポンジ 

さつまいもクリーム 

栗のクリーム 

栗 



Hors-d'œuvre  

39 [08901] 

いわい鶏のローストチキン 

1本 

864円（税抜800円） 

毎年大好評の鶏もも肉！ 

旨みのある岩手県産“いわいどり”を

に特製のタレで照り焼きにしました。

ふっくらやわらかでバツグンのおいし

さ！豪快にかぶりついて下さい。 

※事前のご予約が必要です。 

※数量限定ですので、予約締め切り前でもなくなり次第受付終了とさせていただきます。 

※12月23日・24日に限り、冷凍していないものを販売いたします（ヘルシーハット店頭のみ、要予約）。 

40 [0873] 

３本 

777円（税抜720円） 

味の良い岩手県産“いわいどり”を

使い、米粉の衣でサックリ揚げまし

た。ジューシーさが大人気です。 

41 [0824]  

アメリカンドッグ 大 
2本 

561円（税抜430円） 

42 [0818] 

アメリカンドッグ ミニ
3本 

540円（税抜500円） 

大人気のアメリカンドッグ。 

お子さんの好きなウインナーを

ふわふわの衣で包みました。と

にかくおいしい！かわいい！ 

37  

オードブル パーティーセット

全7品3,500円（税抜3,241円） 

【セット内容】 

･フライドチキン 3本 

･さつまいもコロッケ 3個 

･ミニアメリカンドッグ 3本 

･シューマイ ３個 

･鶏団子のチリソース 6個 

･フライドポテト 100g 

･米粉マカロニのサラダ 100g 

写真は盛り付けイメージです 

写真は盛り付けイメージです 

写真は盛り付けイメージです 

人気のメニューをオードブルとしてお皿に盛り合わせました。忙しいお母さんにはとって

も便利なパーティーセットです。卵、牛乳、小麦、大豆を使わないで美味しく作りました。

これで楽しいクリスマスをお過ごしください。お子さんも大満足ですね ! 

38  

全7品3,500円（税抜3,241円） 

※製品毎にパックしてお届けします。容器

（お皿）、レタス、ミニトマトは付きません。 



49 300g 2,484円（税抜2,300円） 

 

50 150g 1,296円（税抜1,200円） 

Hors-d'œuvre  

51 [08907] 

５本 

790円（税抜732円） 

54 [08796]  

シュレッドライスチーズ 
100g 

399円（税抜370円） 
乳・大豆不使用！  ピザやトーストにのせて焼いて下さい。とろ
～りのびて、まるでチーズみたい！ もち米は宮城県産みやこが
ねを使用。 

55 

白菜たっぷり鶏団子スープ 
 

486円（税抜450円） 

56  

 

378円（税抜350円） 

45 [0752] 

1食 

993円（税抜920円） 

46 [0753] 

1食 

993円（税抜920円） 

47 [0764] 

1食 

691円（税抜640円） 

48 [0765] 

コーンマカロニグラタン 

1食 

691円（税抜640円） 

岩手県産いわいどりのもも肉を、串に刺してかわいい焼き鳥に！ 

米醤油の絶妙なタレをかけ、ふくっら美味しく焼き上げました。パー

ティーを盛り上げる一品としていかがでしょうか。 

43 [0793] 

ピザ 中 

1枚 直径15cm 

648円（税抜600円） 

44 [0797] 

ピザ 大 

1枚 直径21cm 

1,058円（税抜980円） 

オーガニックのトマトソースを使い、

ベーコンとウインナーがたっぷりのっ

た大人気のピザ。もちきびチーズ風

が彩りをそえます。米粉のピザ台は

こんがり焼くとサクサクで感激の美

味しさ！ 

 

52 ピザクラフト（中） 2枚 
直径約15cm 410円（税抜380円） 

 

53 ピザクラフト（大） 1枚 
直径約21cm 432円（税抜400円） ふわふわの鶏団子と野菜がたっぷり入った体にやさしいスープ

です。離乳食に使えます。 
有機トマトをベースにサラッとしたミネストローネスープに仕立て
ました。じっくり煮込んだ玉ねぎ甘さが美味しさのポイント！ 

米粉マカロニが入ったクリーミーなグラタン。あと一品、というときに

も役立ちます。豆乳ホワイトクリームと、コーンクリーム（豆乳不使

用）の２種類をご用意しました。 

ミニハンバーグが３つものったボリューム満点のドリアです。クリーム

ソースの下はみんな大好きなケチャップライス。豆乳ホワイトクリー

ムと、コーンクリーム（豆乳不使用）の２種類をご用意しました。 

写真は豆乳使用タイプ 

写真はコーンクリームタイプ 

写真は盛り付けイメージです 

写真は中サイズ 

庄内豚の肩ロース肉を塩こうじとヒマラヤ

の岩塩、あらびき胡椒で仕上げました。お

肉のうまみを最大限に引き出したロースト

ポークです。薄切りすればオード

ブルにピッタリ。厚切りにす

ればステーキにも！ 

※商品はブロック状

でお届けします。 



〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原１－４－２６ 

For homemade 

65  

114g 

280円（税抜260円） 

66  

200ml 

216円（税抜200円） 

67  

500g 

864円（税抜800円） 

63  

ふんわりケーキミックス 

340g 

626円（税抜580円） 

64  

500ml 

432円（税抜400円） 

61  15cm 
直径約15cm 1,404円（税抜1,300円） 

 

62  18cm 

57 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ 15cm 
直径約15cm 1,296円（税抜1,200円） 

 

58 ふんわり豆乳入りケーキスポンジ 18cm 

          直径約18cm 1,728円（税抜1,600円） 

59 大豆を使わないケーキスポンジ 15cm 
直径約15cm 1,296円（税抜1,200円） 

 

60 大豆を使わないケーキスポンジ 18cm 

          直径約18cm 1,728円（税抜1,600円） 

小麦粉を使用せず、米粉をベースに豆乳を加えて作りました。２枚にス

ライスしてありますので、自然解凍後、電子レンジでほのかに温め、冷ま

してからクリームやお好みのフルーツでトッピングしてください。 

アルミニウム不使用のベーキングパ

ウダーです。よく膨らみます。ふんわ

りケーキミックスをご利用の場合

は、こちらもあわせてご利用下さい。 

砂糖10g～30gを加えてホイップします。手でホイップするのはとっても疲れる＆時

間がかかるので、できれば電動ミキサーがおすすめ！ これ１個で、15ｃｍのケーキ

台１台分のデコレーションができます。 

※冷蔵品のため冷凍便、常温便での発

送はできません。ただし、冷凍品がケー

キ台のみの場合は、すべて冷蔵便でお

送りします。到着後はケーキ台は冷凍で

保存してください。 

冷凍タイプの豆乳ホイップクリームで

す。あらかじめホイップされたクリーム

が絞り袋に入っていますので簡単にデ

コレーションできます。 

※15cmのケーキ台にサンドとナッペを

して、外側に絞ってかざりつける場合

には２袋必要です。 

国産の蒸し芋ペーストに、

ビートオリゴ糖をくわえて良く

練ったおいもの旨味たっぷり

のクリームです。 

１袋で、15cm台１個分くらい 

デコレーションできます。 

宮城県産ササニシキの米粉

を使用したケーキミックス粉

です。ご家庭で、簡単にふん

わりとした蒸しケーキ台が作

れます。 

１袋で15cmのケーキ台、２台

分 で す。蒸 しパ ン や カ ップ

ケーキも作れます。 

 

※別途、Ａ－１マーガリンまた

は植物油と、ベーキングパウ

ダーをご用意下さい。 

68  

クリスマスブーツ 

全5種セット 

918円（税抜850円） 

オリジナルのクッキーの他、ゼリーやラムネなど全５種類のお菓子をつめこ

んだ楽しいクリスマスブーツです。卵・乳・小麦・大豆は不使用です。 

★セット内容 

・米粉クッキー ５枚 

・ラムネ １袋 

・ミニカップゼリー ２個 

・ライススナック 20g 

・ソフトせんべい １枚 

69  

クリスマススイーツパック 

全5種セット 

1,620円（税抜1,500円） 

★セット内容 

・揚げドーナッツ １個 

・いちごドーナッツ １個 

・パンプキンマドレーヌ ３個 

・チョコエクレア １個 

こ く り ー む 

人気のスイーツ４種をセットにしました。楽しいサンタのパッケージでクリス

マス会も盛り上がります！ 卵・乳・小麦・大豆は不使用です。 



会員番号  お名前  注文日 2018年   月   日 

ご住所  
（〒    -       ） ＴＥＬ     （    ） 

 ＦＡＸ     （    ） 

  商品名 単価（税込） 数量 金額 

10 Ａ－２ ホワイトクリスマス 2,980   

11 Ｂ－２ チョコレートクリスマス 3,780   

12 Ｋ－２ クリスマスガトーショコラ 4,180   

13 Ｆ－２ ブッシュ・ド・ノエル 3,980   

14 Ｈ５－２ アップルパイ ５号 3,980   

15 Ｈ７－２ アップルパイ ７号 5,832   

16 Ｃ－２ スイートクリスマス 3,980   

17 Ｄ－２ ストロベリームース 3,980   

18 Ｅ－２ クリスマスチーズケーキ風 3,980   

38 3,500   オードブルパーティーセット（冷凍） 

  商品名 単価（税込） 数量 金額 

19  シュトーレン 1,380   

20  和栗のモンブラン 648   

21  ストロベリーパフェ 648   

22  チョコレートパフェ 648   

23 09521 ホワイトショート 421   

24 09533 チョコレートショート 475   

25 09029 ガトーショコラ 475   

26 09628 アップルパイショート 540   

27 09015 チーズケーキ風 475   

28 09014 豆乳いちごムースショート 475   

29 09001 いちごショート（米台） 529   

30 09002 529   

31 09620 さつまいもモンブラン 507   

32 09619 チョコムースモンブラン 507   

33 09543 ふんわりロールチョコ 378   

34 09538 378   

35 09568 410   

36 09639 いちご豆乳クリーム大福 518   

39  
ローストチキン １本（冷凍） 864   

08901  
ローストチキン １本  864   

40 0873 フライドチキン ３本 777   

41 0824 アメリカンドッグ 大 ２本 561   

42 0818 アメリカンドッグ ミニ ３本 540   

43 0793 ピザ 中 648   

44 0797 ピザ 大 1,058   

45 0752 993   

46 0753 993   

47 0764 ホワイトマカロニグラタン 691   

48 0765 コーンマカロニグラタン 691   

★下記商品（カラーパンフレット記載の商品）は、デコレーションケーキと一緒にお届けできます。ご一緒にぜひどうぞ。 
 
※スジャータの豆乳ホイップは同梱できません。 記載のない商品をご記入いただいた場合は、別発送になります（送料がそれぞれかかります） 

上記のデコレーションケーキの注文がない場合（ショートケーキのみの場合など）には、通常の注文用紙をご利
用ください（本用紙では注文できません）。 

合計金額 円 

発送の場合は、送料等が別途かかります。 

ご来店 

の場合 

お受け取り日 時間帯 

１２月  ２３日 ・ ２４日 13時～15時  15時～18時 

発送 
の場合 

到着指定日 
お支払い方法 

 

１２月    日 
□代金引換 

□郵便振替（後払） 

□コンビニ払い（後払） 
会員のみ 

FAX 022-292-0357  お電話でのご注文は022-292-0355 

ご注文締切 

12/8(土) 

2018 ヘルシーハットクリスマスケーキ専用ご注文書 

※12/19より早くお届け希望の場合は、別途電話でご相談ください 

※
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
の
飾
り
は
数
量
限
定
に
な
り
ま
す
。
在
庫
な
く
な
り
次
第
通
常
品
と
な
り
ま
す
。 

  商品名 単価（税込） 数量 金額 

1 Ａ－１ ホワイトクリスマス 3,980   

2 Ｂ－１ チョコレートクリスマス 4,480   

3 Ｋ－１ クリスマスガトーショコラ 4,480   

4 Ｆ－１ ブッシュ・ド・ノエル 4,180   

5 Ｈ７－１ アップルパイ ７号 5,832   

6 Ｈ５－１ アップルパイ ５号 3,780   

7 Ｃ－１ スイートクリスマス 4,580   

8 Ｄ－１ ストロベリームース 3,980   

9 Ｅ－１ クリスマスチーズケーキ風 3,980   

37 3,500   オードブルパーティーセット（盛付け） 

  商品名 単価（税込） 数量 金額 

49 08904 2,484   

50 08905 1,296   

51 08907 いわいどりのやきとり（ミニ） 790   

52 1534 ピザクラフト 中 ２枚 410   

53 1536 ピザクラフト 大 １枚 432   

54 08796 シュレッドライスチーズ 399   

55  白菜たっぷり鶏団子スープ 486   

56  378   

57 0930 1296   

58 0931 1728   

59 0928 1296   

60 0929 1728   

61 0932 1404   

62 0933 1944   

63 6853 ふんわりケーキミックス 626   

64 6835 432   

65 4642 ベーキングパウダー 280   

67  おいもクリーム 864   

68 09733 クリスマスブーツ 918   

69  クリスマススイーツパック 1,620   

下記、堀川のおせち商品も同梱できます（数量限定） 

  □ 別途、事前予約をしています（下記に記入の必要はありません） 

  □ 事前予約をしていませんので、下記の通り申し込みます。 
  （数量に限りがありますので、売り切れの場合がございます。ご注文順になりますのでお早めにご注文ください） 

 0389 1,680   

 0390 810   

     



ご予約とお引き渡し・発送のご案内 

◎ケーキは冷凍便でお届けします 

■お支払い方法 

  会 員 郵便振替 （後払） コンビニ払い （後払） 

 代金引換 ジャパンネット銀行 （後払） 

  非会員 代金引換 ジャパンネット銀行 （前払） 

ご予約 
締切 

お届け 
期間 

ご注文は ＦＡＸ：022-292-0357 TEL：022-292-0355 まで 

■お支払い方法に応じて下記の手数料がかかります。 

郵便振替 120円～ 

コンビニ払い 195円 

代金引換 324円～648円 

ジャパンネット銀行 54円 

※送料は、北海道1144円、東北地方820円、関東～関西1015円、中国・四国・九州1166円、沖縄1900円～です。 

※税込み10800円以上お買上の場合、基本送料は無料となりクール料金分345円となります（沖縄は1166円引き）。 

※ショートケーキのみの場合や、その他の商品のご注文の際には、別口での発送となります。（別途通常の送料がかかります）。 

◎ケーキは生（冷蔵）でのお渡しとなります 

ご予約 
締切 

お渡し
期間 

生（冷蔵）タイプは、ヘルシーハット店頭でお買い求めいただけるタイプです。地方発送でのお求めは冷凍タイプになります。 

23日（日）と24日（月・祝）は、11時～18時まで営業いたします。デコレー

ションケーキのお受け取りは午後１時以降となります。 

ヘルシーハットのケーキ・スイーツ類で使用している米粉は、特別栽培の

宮城県産ササニシキです。味にこだわり、とても美味しいお米を使っていま

す。放射性物質につきましても、不検出確認の上使用しておりますのでど

うぞ安心してご利用くださいませ。 

皆様に美味しくお召し上がりいただけるよう、その他の材料も吟味し丁寧に

手作りしています。また、卵・牛乳・小麦を持ち込まないアレルギー専用の

工房で製造しています。専門店ならではの心配りで、みなさまに喜ばれる

商品をお届けします。 

ご家族でクリスマスをお楽しみください。 

 

【チラシの訂正】 

・No.19 シュトーレン ： 価格の掲載が漏れておりました  税込み1,380円です 

・No.55 鶏団子スープ ： 豚肉のマークがありますが、豚肉は使用していません。鶏肉のみです。 

・No.69 商品名に誤りがありまりた 誤）クリスマスブースイーツパック → 正）クリスマススイーツパック 

※中四国、九州、沖縄、北海道は12/20以降のお届けとなります 

カラーパンフレットに掲載の商品はクリスマスデコレーションケーキと同梱できます。その他の商品については、発送が

込み合い取り置きスペースが確保できないため、他の商品との同梱を原則としていたしません。また、１週間以上先の

お届け日の指定もお受けできない場合がございます。何卒ご了承下さい。 

デコレーションケーキの注文がない場合（ショートケーキやパーティーメニューのみの場合など）には、通常の注文用紙

をご利用ください。 

※別のチラシ等に同梱可の記載がある場合はこの限りではありません。 

※カラーパンフレットでは12/8を締切としていますが、12/10まで予約を受け付けます。 

詳しい原材料は、下記からご

覧ください。 



品名  
原材料   特定原材料 

表示義務 

７品目 

特定原材料 

表示推奨 

１８品目 
 

ケーキ台 クリーム その他  

和栗のモンブラン 
大豆も使わない 

スポンジ（チョコ） 
さつまいもクリーム、栗 和栗、粉糖 

ア
レ
ル
ギ
ー
特
定
原
材
料
７
品
目 

（卵
・乳
・
小
麦
・そ
ば
・落
花
生
・
え
び
・か
に
）
は 

使
用
し
て
お
り
ま
せ
ん 

 20 

ストロベリーパフェ 大豆 21 

チョコレートパフェ 大豆 22 

ホワイトショート 豆乳入りスポンジ 豆乳クリーム、ストロベリーピューレ いちごゼリー 大豆 23 

チョコレートショート 
豆乳入りスポンジ

（チョコ） 
豆乳クリーム、チョコレート チョコレート 大豆 24 

豆乳いちごムースショート 豆乳入りスポンジ 
豆乳ホイップ、ストロベリーピューレ、ビートグラニュー糖、トレハロース、ゲル化剤（増粘

多糖類） 
大豆 28 

ガトーショコラ 
米粉、豆乳ホイップ、チョコレート、てんさい糖、有機ショートニング、ラム酒、有機ココアパウダー、粉糖、ベー

キングパウダー、増粘多糖類（海藻抽出物） 大豆 25 

チーズケーキ風 大豆 27 

いちごのショート（米台） 
大豆も使わない 

スポンジ 
さつまいもクリーム いちごゼリー  

 29 

いちごのショート（ソルガム台） ソルガムスポンジ  30 

アップルパイショート 
りんご、米粉、さつまいも、ホワイトソルガム粉、ビートグラニュー糖、有機ショートニング、あんずジャム、植

物性油脂（Ａ－１マーガリン）、食塩、ラム酒、レモン果汁、シナモン 
りんご 26 

さつまいもモンブラン 
さつまいも、紫芋、ビートグラニュー糖、米粉、米でんぷん、ショートニング、かぼちゃ、トレハロース、ベーキン

グパウダー、増粘多糖類 
りんご 31 

チョコムースモンブラン 
さつまいも、有機豆乳、ビートグラニュー糖、米粉、米でんぷん、豆乳ホイップ、チョコレート、ビートオリゴ糖、

ショートニング、有機ココア、トレハロース、ベーキングパウダー、増粘多糖類 
大豆 32 

ふんわりロール チョコ 
豆乳ホイップ、米粉、ビートグラニュー糖、米でんぷん、さつまいも、チョコレート、有機ショートニング、有機コ

コアパウダー、ベーキングパウダー 大豆 33 

豆乳ホイップ、米粉、ビートグラニュー糖、米でんぷん、さつまいも、ストロベリーピューレ、有機ショートニング、

ベーキングパウダー、香料（バニラ）、着色料（紅麹） 大豆 34 

ふんわりロール 黒糖スイート 
さつまいもクリーム（さつまいも、かぼちゃ、ビートオリゴ糖、ビートグラニュー糖、米でんぷん）、米粉、黒

糖、米でんぷん、トレハロース、さつまいも、有機ショートニング、ベーキングパウダー  35 

いちご豆乳クリーム大福 
もち生地（もち米、うるち米、てんさい糖）、クリーム（豆乳ホイップ、いちごピューレ、砂糖、水飴、米でんぷ

ん、米粉）、トレハロース、酵素 
大豆 36 

 品番 品名  
原材料  特定原材料 

表示義務 

７品目 

特定原材料 

表示推奨 

20品目 ケーキ台 クリーム その他    

1 Ａ－１ 
ホワイトクリスマス 

生タイプ 

豆乳入りスポンジ 

豆乳クリーム 

ストロベリーピュー

レ 

チョコレート、いちご、ブルーベリー 

ア
レ
ル
ギ
ー
特
定
原
材
料
７
品
目 

（卵
・乳
・
小
麦
・そ
ば
・落
花
生
・
え
び
・
か
に
）
は 

使
用
し
て
お
り
ま
せ
ん 

大豆  
10 Ａ－２ 冷凍タイプ ストロベリーピューレ 

2 Ｂ－１ 
チョコレートクリスマス  

生タイプ 
豆乳入りスポンジ

（チョコ） 

豆乳クリーム 

チョコレート 

チョコレート、いちご、ブルーベリー 
大豆 

11 Ｂ－２ 冷凍タイプ ストロベリーピューレ 

4 Ｆ－１ 
ブッシュ・ド・ノエル 

生タイプ 
豆乳入りスポンジ

（チョコ） 

豆乳クリーム 

チョコレート 

チョコグラッサージュ、いちご、チョコレート 、ココア

クッキー 大豆 

13 Ｆ－２ 冷凍タイプ チョコグラッサージュ、チョコレート  

9 Ｅ－１ クリスマス 

チーズケーキ風  

生タイプ 豆腐、米粉、さつまいも、ビートグラニュー糖、オーガニックショートニング（パーム油）、おからパ

ウダー、くず粉、米みそ、ホワイトソルガム粉、メープルシロップ、あんずジャム、レモン、かぼ

ちゃ、膨張剤（重曹） 
大豆 

18 Ｅ－２ 冷凍タイプ 

7 Ｃ－１ 
スイートクリスマス 

生タイプ 
大豆も使わない 

スポンジ 

さつまいもクリーム 

ストロベリーピュー

レ 

チョコレート、いちご、ブルーベリー 
 

16 Ｃ－３ 冷凍タイプ  ストロベリーピューレ 

3 Ｋ－１ 
ガトーショコラ 

生タイプ 米粉、豆乳ホイップ、チョコレート、てんさい糖、

有機ショートニング、ラム酒、有機ココアパウ

ダー、粉糖、ベーキングパウダー、増粘多糖類

（海藻抽出物）   
大豆 

12 Ｋ－２ 冷凍タイプ  

8 Ｄ－１ クリスマス 
ストロベリームース  

生タイプ 

豆乳入りスポンジ 
豆乳ホイップ、ストロベリーピューレ、ビートグラニュー糖、トレハロース、ゲ

ル化剤（増粘多糖類） 大豆 
17 Ｄ－２ 冷凍タイプ 

5・6 Ｈ－１ 
アップルパイ  

生タイプ 
りんご、米粉、さつまいも、ホワイトソルガム粉、ビートグラニュー糖、有機ショートニング、あん

ずジャム、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、食塩、ラム酒、レモン果汁、シナモン    りんご  
14・15 Ｈ－２ 冷凍タイプ 

19 Ｓ－１ シュトーレン 冷凍タイプ  

★デコレーションケーキの原材料一覧  ケーキ台やクリームなどそれぞれの詳しい原材料は次頁の表をご覧下さい。 

★カットケーキの原材料一覧   ケーキ台やクリームなどそれぞれの詳しい原材料は次頁の表をご覧下さい。 



●ケーキ台  

57・58 豆乳入りスポンジ 
コーンスターチ、ビートグラニュー糖、米粉（ササニシキ）、さつまいも、豆乳マーガリン、

豆乳、かぼちゃパウダー、トレハロース、ベーキングパウダー、安定剤（増粘多糖類） 

61・62 豆乳入りスポンジ（チョコ） 
コーンスターチ、ビートグラニュー糖、米粉（ササニシキ）、さつまいも、豆乳マーガリン、

チョコレート（カカオマス、カカオ油脂、てんさい糖）、豆乳、有機ココアパウダー、トレハ

ロース、ベーキングパウダー、安定剤（増粘多糖類） 

59・60 大豆も使わないスポンジ 
コーンスターチ、ビートグラニュー糖、米粉（ササニシキ）、さつまいも、有機ショートニン

グ、かぼちゃパウダー、トレハロース、ベーキングパウダー、安定剤（増粘多糖類） 

 
大豆も使わないスポンジ

（チョコ） 

コーンスターチ、ビートグラニュー糖、米粉（ササニシキ）、さつまいも、有機ショートニン

グ、有機ココアパウダー、トレハロース、ベーキングパウダー、安定剤（増粘多糖類） 

 ソルガム台  ※特注 
ホワイトソルガム粉、ビートグラニュー糖、さつまいも、加工でんぷん（タピオカ）、ベー

キングパウダー 

 
●クリーム 

 豆乳クリーム 豆乳ホイップ（*下記参照）、ビートグラニュー糖、トレハロース 

67 さつまいもクリーム 

個別の 

原材料 

●その他 

いちごゼリー 自社製 
ビートグラニュー糖、ストロベリーピューレ、ラズベリーピューレ、寒天、ゲル化剤

（増粘多糖類）、トレハロース 
 

あんずジャム 創健社 
砂糖、あんず、レモン果汁、増粘剤（ペクチン［レモン・ライム由来］）、酸化防止剤（ビタミ

ンC） 
 

チョコレート 辻安全食品 てんさい糖、カカオマス、カカオ油脂  

Ａ－１マーガリ

ン 
BOSO油脂 

なたね油、食用精製加工油脂（なたね）、食塩、乳化剤（なたね由来）、香料 
 

豆乳マーガリン 創健社 
食用植物油脂（べに花油）、食用精製加工油脂（パーム核油）、発酵豆乳（大豆、

食塩、レシチン［大豆由来］、酸化防止剤） 
 

豆乳ホイップ 東京めいらく 
植物油脂（菜種油・ヤシ油）、有機豆乳、糖類（オリゴ糖、マルトース［とうもろこし・馬

鈴薯・甘藷］、砂糖）、乳化剤（大豆由来）、安定剤（加工でん粉、カラギーナン）、メタ

リン酸Ｎａ、香料 

66 

ココアクッキー 自社製 
さつまいも、澱粉（甘藷・サゴヤシ）、オーガニックショートニング（パーム油）、ビートグ

ラニュー糖、ホワイトソルガム粉、メープルシロップ、ココアパウダー、膨張剤（重曹）  
 

クッキー 自社製 
さつまいも、澱粉（甘藷・サゴヤシ）、オーガニックショートニング（パーム油）、ビートグ

ラニュー糖、ホワイトソルガム粉、メープルシロップ、膨張剤（重曹） 
 

 
チ ョ コ グ ラ ッ

サージュ 
自社製 

豆乳ホイップ、水飴、有機ココアパウダー、ビートグラニュー糖、糖類（オリゴ糖液、水

飴、砂糖）、トレハロース、ゲル化剤（増粘多糖類） 

原 材 料 
特定原材料 

27品目 

【米粉クッキー 5枚】 

さつまいもでんぷん、有機ショートニング（パーム油）、砂糖（て
んさい糖）、さつまいも、紫さつまいも、コーンスターチ、いちごパ
ウダー、抹茶、ほうれん草パウダー、加工でんぷん（サゴヤ
シ）、トレハロース、増粘剤（ＨＰＭＣ）、着色料（クチナシ） 

【ラムネ １袋】 

砂糖、コーンスターチ、酸味料（クエン酸）、香料、着色料（ベリー
色素、ブドウ色素） 

【ミニカップゼリー ２個】 

砂糖、みかん果汁、ぶどう果汁、寒天、増粘剤（ローカストビー
ンガム）、ｐＨ調整剤（クエン酸三ナトリウム）、酸味料（クエン酸） 

【ソフトせんべい】 

水稲うるち米、砂糖、食塩 

【ライススナック 20g】 

うるち米（ササニシキ）、馬鈴薯澱粉、菜種油、食塩、砂糖、酵母
エキス、デキストリン、たまねぎ、香辛料 

無し 

★クリスマスブーツ   

原 材 料 
特定原材料 

27品目 

【揚げドーナッツ】 

米粉（ササニシキ）、メープルシロップ、メープルシュガー、ビー
トグラニュー糖、マッシュポテト、オーガニックショートニング
（パーム油）、食塩、粉糖 

【いちごドーナッツ】 

米粉（ササニシキ）、ビートグラニュー糖、さつま芋、タピオカ澱
粉、ショートニング（パーム油）、りんごジュース、いちごパウ
ダー、ベーキングパウダー、着色料（紅麹、赤大根） 

【パンプキンマドレーヌ】 

米粉（ササニシキ）、ホワイトソルガム粉、メープルシロップ、
メープルシュガー、かぼちゃ、有機ショートニング、てんさい糖、
タピオカ澱粉、生イースト、ベーキングパウダー、塩 

【チョコエクレア】 

クリーム（チョコレート、ビートグラニュー糖、米粉）、皮（米粉、
ホワイトソルガム粉、植物性油脂［Ａ－１マーガリン］、かぼ
ちゃ、ビートグラニュー糖、ベーキングパウダー、塩、加工でん
ぷん（甘藷・サゴヤシ）、トレハロース ） 

りんご 

★クリスマススイーツパック 



複合原材料 詳細   

豆乳ホイップ 東京めいらく 
植物油脂（菜種油・ヤシ油）、有機豆乳、糖類（オリゴ糖、マルトース［とうもろこし・馬鈴薯・甘藷］、砂糖）、乳化剤（大豆由来）、

安定剤（加工でん粉、カラギーナン）、メタリン酸Ｎａ、香料 

米しょうゆ 大高醤油 米、食塩 

味の母 味の一醸造 うるち米、米麹、塩 

トマトケチャップ 創健社 トマト、ぶどう糖果糖液糖（甘藷でんぷん）、醸造酢（リンゴ酢）、食塩、たまねぎ、香辛料 

オニオンスープの素 ヘルシーハット 食塩、オニオンパウダー、デキストリン、砂糖、酵母エキス、ブドウ糖、香辛料、食用植物油脂 

ポークウインナー 東北日本ハム 
豚肉、豚脂肪、でん粉（馬鈴薯）、水あめ（コーン）、食塩、香辛料、ぶどう糖、砂糖、リン酸(Na)、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤

（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Na） 

ベーコン 東北日本ハム 豚ばら肉、水あめ（コ－ン）、食塩、砂糖、リン酸塩(Na)、調味料（アミノ酸）、酸化防止剤(ビタミンＣ)、発色剤(亜硝酸Na) 

★パーティーメニューの原材料一覧   

品番 品名  原材料 
特定原材料 

表示義務７品目 

特定原材料 

表示推奨１８品目 

37･38 オードブル パーティセット 

【フライドチキン】 下記参照 

【さつまいもコロッケ】  

【ミニアメリカンドッグ】 下記参照 

【シューマイ】 豚ひき肉（山形県産庄内豚）、玉ねぎ、キャベツ、長ネギ、人参、馬鈴薯澱粉、塩、しょうゆ風米発酵調味料、

しょうが 

皮・・・米粉、ショートニング（パーム油）、じゃがいも、加工澱粉（タピオカ）、増粘剤（増粘多糖類） 

【鶏団子のチリソース】 鶏団子（鶏ひき肉、玉ねぎ、長ネギ、菜種油、加工でんぷん[タピオカ]）、トマトピューレ、トマトケチャッ

プ、玉ねぎ、長ネギ、生姜、にんにく、ビートグラニュー糖、オニオンスープの素、馬鈴薯澱粉、こしょう 

【フライドポテト】 じゃがいも（宮城県産）、菜種油、塩 

【米粉マカロニサラダ】 玄米マカロニ、キャベツ、人参、ハム、卵を使っていないマヨネーズ、塩、こしょう 

【店頭渡しのみ】 レタス、ミニトマト 

ア
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ー
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豚肉 

鶏肉 

39 ローストチキン 
とり肉（岩手県いわい鳥）、酒、米発酵調味料（味の母）、しょうゆ風調味料（米しょうゆ）、ビートグラ

ニュー糖、ビートオリゴ糖 
鶏肉 

40 フライドチキン 
とり肉（岩手県いわい鳥）、米粉、ホワイトソルガム粉、タピオカ粉、菜種油、調味液（しょうゆ風調味料

（米しょうゆ）、ビートオリゴ糖）、ねぎ、黒こしょう、さつまいも粉、かぼちゃパウダー、膨張剤（重曹、ベー

キングパウダー） 
鶏肉 

41 アメリカンドッグ ミニ ポークウインナー、米粉、ホワイトソルガム粉、ビートグラニュー糖、さつまいも粉、かぼちゃパウダー、菜

種油、加工でんぷん（タピオカ）、ベーキングパウダー、膨張剤（重曹） 
豚肉  

42 アメリカンドッグ 大 

43 ピザ 中 
【ピザ台】 米粉、ホワイトソルガム粉、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、ビートグラニュー糖、米でんぷ

ん、生イースト、オリーブオイル、食塩、香辛料（バジル） 

【トッピング】 玉ねぎ、チーズ風（もちきび、米発酵調味料（味の母）、てんさい糖、自然塩、白胡椒、カ

レーパウダー）、ピーマン、パプリカ、ポークウインナー、ベーコン、トマトケチャップ（りんご含む）、トマト

ピューレ、コーン、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、バジル 

豚肉  

44 ピザ 大 

45 
ハンバーグドリア 

（豆乳使用） 

【ケチャップライス】 有機白米（ササニシキ）、トマトケチャップ（りんご含む）、ビートグラニュー糖、塩、白

こしょう） 

【ハンバーグ】 豚ひき肉、玉葱、人参、米パン粉、ビートグラニュー糖、白こしょう、菜種油、タレ（しょうゆ

風米発酵調味料、てんさい糖、米発酵調味料（味の母）、昆布だし、加工でんぷん（タピオカ） 

【コーンクリームソース】 米粉、とうもろこし、玉ねぎ、ベーコン、Ａ－１マーガリン、オニオンスープの素、

さつまいもフレーク、塩、白こしょう、オニオンスープ、オリーブ油、加工でんぷん（タピオカ） 

大豆 

豚肉 

46 
ハンバーグドリア 

（豆乳不使用） 

【ケチャップライス】 上記と同じ 

【ハンバーグ】 上記と同じ 

【コーンクリームソース】 米粉、とうもろこし、玉ねぎ、ベーコン、Ａ－１マーガリン、オニオンスープの素、

さつまいもフレーク、塩、白こしょう、オニオンスープの素、オリーブ油、加工でんぷん（タピオカ） 

豚肉 

47 ホワイトマカロニグラタン 
玉ねぎ、玄米マカロニ、ポークウインナー、ベーコン、ミックス粉（米粉、オニオンスープの素、さつま芋フ

レーク、ビートグラニュー糖、塩、白こしょう）、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、とうもろこし、ピーマン、オ

ニオンスープの素、オリーブ油 

大豆 

豚肉 

48 コーンマカロニグラタン 
玉ねぎ、玄米マカロニ、ポークウインナー、ベーコン、ミックス粉（米粉、オニオンスープの素、さつま芋フ

レーク、ビートグラニュー糖、塩、白こしょう）、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、とうもろこし、ピーマン、オ

ニオンスープの素、オリーブ油 
豚肉 

49･50 庄内豚のローストポーク 豚ロース肉（山形県産庄内豚）、塩麹、酒、黒こしょう 豚肉 

51 とり肉（岩手県産いわい鳥）、ビートグラニュー糖、酒、米醤油、味の母、食塩、黒こしょう、片栗粉 鶏肉 

52 ピザクラフト 中 米粉、ホワイトソルガム粉、植物性油脂（Ａ－１マーガリン）、ビートグラニュー糖、米でんぷん、生イース

ト、オリーブオイル、食塩、香辛料（バジル）  
 

53 ピザクラフト 大 

54 シュレッドライスチーズ もち米、ホワイトソルガム粉、米でんぷん、コンソメスープの素、食塩、トレハロース、着色料（クチナシ）  

55 
鶏団子（鶏ひき肉、玉ねぎ、長ネギ、菜種油、加工でんぷん［タピオカ］）、白菜、キャベツ、人参、オニオ

ンスープの素、塩、こしょう 
鶏肉 

56 有機トマトのミネストローネ キャベツ、玉ねぎ、人参、ベーコン、オニオンスープの素、オリーブ油、にんにく、塩、ローリエ 豚肉 


