
★オプション★（対応ケーキのみ）

E-mail：info@caromelia.com

★お花チョコ★
1 個　54 円　（50 円）

税抜価格税込価格

●生クリーム＆生チョコ　ハーフ＆ハーフ

ケーキのサイズ 12cm～ 21cm　432 円    （400 円）
24cm～ 30cm　864 円    （800 円）

税抜価格税込価格

★メッセージチョコプレート★
１枚追加毎 108 円       （100 円）

税抜価格税込価格

●ハンドメイド（対応ケーキのみ）

ケーキのサイズ 15cm～ 18cm　1,080 円   （1,000 円）
21cm～ 24cm　1,620 円   （1,500 円）
27cm～ 30cm　2,160 円   （2,000 円）

税抜価格税込価格

★ウエディングケーキ★

※ケーキの配達
　ケーキカットは
　行っておりません

写真はイメージです。季節やイベントにより実際の
デザインと異なる場合がございます。

ご予約は３日前までに、お電話又はご来店にて承り
ます。

SNS 等でのご予約・ご質問は受付しておりません。

SNS 等でのご予約・ご質問は受付しておりません。SNS 等でのご予約・ご質問は受付しておりません。SNS 等でのご予約・ご質問は受付しておりません。

お日にちによりご注文できない場合もございます。

ケーキの配達は行っておりません。

●フォトチョコレートプレート
税抜価格税込価格

１枚あたり　　　  648 円     （600 円）

●苺増量・フルーツ増量
ケーキのサイズ 12cm　　　　        324 円      （300 円）

15cm～ 18cm        648 円      （600 円）
21cm～ 24cm　1,080 円（1,000 円）
27cm～ 30cm　2,160 円（2,000 円）

税抜価格税込価格
※フルーツのご指定はできません。

★チョコスポンジへの変更★
12cm～ 18cm　216 円  　（200 円）
21cm～ 30cm　432 円  　（400 円）

税抜価格税込価格※３日前までの事前予約のお客様のみ対応可。

★カラーチェンジ★
12cm　　　　　   216 円     （200 円）
15cm～ 24cm　   432 円     （400 円）
27cm～ 30cm　   864 円     （800 円）

税抜価格税込価格
※ご希望の色と異なる場合もございます。

（他不定休あり）

★バラクリームデコ★

12cm　　　　        216 円     （200 円）
15cm～ 18cm        432 円     （400 円）
21cm～ 24cm        648 円     （600 円）
27cm～ 30cm　1,080 円 （1,000 円）

通常はピンク色、色指定の場合はプラス 216 円（税抜 200 円）
税抜価格税込価格

※ケーキのサイズや種類により
　デザインは異なります。

※バラ飾りイメージ※バラ飾りイメージ※バラ飾りイメージ

★ハート型メッセージチョコプレート★
216 円       （200 円）

税抜価格税込価格

※メッセージチョコプレートをハート型メッセージチョコプレートに
　変更希望の際は 108 円（税抜 100 円）で変更できます。

１枚追加毎
HP  https://caromelia.com/

デザイン・サイズはデザイン・サイズは
お気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください
デザイン・サイズは
お気軽にご相談ください

公式 LINE ID
@146utrmi



★カロメリア生クリーム★カロメリア生クリーム
生チョコクリーム★生チョコクリーム★

★カロメリア生クリーム
生チョコクリーム★

★オリジナルフォトケーキ★★オリジナルフォトケーキ★
生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ

★オリジナルフォトケーキ★
生クリーム or 生チョコ 生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ

★ハンドメイドケーキ★★ハンドメイドケーキ★
生クリーム or 生チョコ

★ハンドメイドケーキ★

生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ
★ハート型ケーキ★★ハート型ケーキ★
生クリーム or 生チョコ

★ハート型ケーキ★生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ
★四角形ケーキ★★四角形ケーキ★
生クリーム or 生チョコ

★四角形ケーキ★

生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ
★ドーム型キャラケーキ★★ドーム型キャラケーキ★

生クリーム or 生チョコ
★ドーム型キャラケーキ★

生クリーム or 生チョコ生クリーム or 生チョコ
★ドレスアップケーキ★★ドレスアップケーキ★
生クリーム or 生チョコ

★ドレスアップケーキ★

★いちごクリーム★★いちごクリーム★★いちごクリーム★

★モンブラン★★モンブラン★★モンブラン★ ★レアチーズ★★レアチーズ★★レアチーズ★ ★ミルフィーユ★★ミルフィーユ★★ミルフィーユ★ ★フルーツタルト★★フルーツタルト★★フルーツタルト★

13cm　  3,024 円   （2,800 円）13cm　  3,024 円   （2,800 円）
15cm　  4,104 円   （3,800 円）15cm　  4,104 円   （3,800 円）
18cm　  5,184 円   （4,800 円）18cm　  5,184 円   （4,800 円）
21cm　  6,480 円   （6,000 円）21cm　  6,480 円   （6,000 円）

 税抜価格 税抜価格税込価格税込価格
13cm　  3,024 円   （2,800 円）
15cm　  4,104 円   （3,800 円）
18cm　  5,184 円   （4,800 円）
21cm　  6,480 円   （6,000 円）

 税抜価格税込価格

12cm　  2,808 円    （2,600 円）12cm　  2,808 円    （2,600 円）
15cm　  3,996 円    （3,700 円）15cm　  3,996 円    （3,700 円）
18cm　  4,968 円    （4,600 円）18cm　  4,968 円    （4,600 円）
21cm　  5,940 円    （5,500 円）21cm　  5,940 円    （5,500 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
12cm　  2,808 円    （2,600 円）
15cm　  3,996 円    （3,700 円）
18cm　  4,968 円    （4,600 円）
21cm　  5,940 円    （5,500 円）

税抜価格税込価格

12cm　  2,700 円    （2,500 円）12cm　  2,700 円    （2,500 円）
15cm　  3,780 円    （3,500 円）15cm　  3,780 円    （3,500 円）
18cm　  4,536 円    （4,200 円）18cm　  4,536 円    （4,200 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
12cm　  2,700 円    （2,500 円）
15cm　  3,780 円    （3,500 円）
18cm　  4,536 円    （4,200 円）

税抜価格税込価格 12cm　  3,024 円    （2,800 円）12cm　  3,024 円    （2,800 円）
15cm　  4,104 円    （3,800 円）15cm　  4,104 円    （3,800 円）
18cm　  5,184 円    （4,800 円）18cm　  5,184 円    （4,800 円）
21cm　  6,480 円    （6,000 円）21cm　  6,480 円    （6,000 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
12cm　  3,024 円    （2,800 円）
15cm　  4,104 円    （3,800 円）
18cm　  5,184 円    （4,800 円）
21cm　  6,480 円    （6,000 円）

税抜価格税込価格 13cm　  2,808 円    （2,600 円）13cm　  2,808 円    （2,600 円）
15cm　  3,888 円    （3,600 円）15cm　  3,888 円    （3,600 円）
18cm　  4,860 円    （4,500 円）18cm　  4,860 円    （4,500 円）
21cm　  5,940 円    （5,500 円）21cm　  5,940 円    （5,500 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
13cm　  2,808 円    （2,600 円）
15cm　  3,888 円    （3,600 円）
18cm　  4,860 円    （4,500 円）
21cm　  5,940 円    （5,500 円）

税抜価格税込価格

15cm　  5,400 円    （5,000 円）15cm　  5,400 円    （5,000 円）
18cm　  6,264 円    （5,800 円）18cm　  6,264 円    （5,800 円）
21cm　  7,776 円    （7,200 円）21cm　  7,776 円    （7,200 円）
24cm　  9,504 円    （8,800 円）24cm　  9,504 円    （8,800 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
15cm　  5,400 円    （5,000 円）
18cm　  6,264 円    （5,800 円）
21cm　  7,776 円    （7,200 円）
24cm　  9,504 円    （8,800 円）

税抜価格税込価格

15cm　  5,724 円     （5,300 円）15cm　  5,724 円     （5,300 円）
税抜価格税抜価格税込価格税込価格

15cm　  5,724 円     （5,300 円）
税抜価格税込価格

10cm　  2,160 円　  （2,000 円）10cm　  2,160 円　  （2,000 円）
12cm　  2,916 円　  （2,700 円）12cm　  2,916 円　  （2,700 円）
15cm　  3,996 円　  （3,700 円）15cm　  3,996 円　  （3,700 円）
18cm　  4,860 円　  （4,500 円）18cm　  4,860 円　  （4,500 円）
21cm　  5,832 円　  （5,400 円）21cm　  5,832 円　  （5,400 円）
24cm　  7,344 円　  （6,800 円）24cm　  7,344 円　  （6,800 円）
27cm　10,368 円      （9,600 円）27cm　10,368 円      （9,600 円）
30cm　13,608 円    （12,600 円）30cm　13,608 円    （12,600 円）

  税抜価格  税抜価格税込価格税込価格
10cm　  2,160 円　  （2,000 円）
12cm　  2,916 円　  （2,700 円）
15cm　  3,996 円　  （3,700 円）
18cm　  4,860 円　  （4,500 円）
21cm　  5,832 円　  （5,400 円）
24cm　  7,344 円　  （6,800 円）
27cm　10,368 円      （9,600 円）
30cm　13,608 円    （12,600 円）

  税抜価格税込価格

14cm×14cm　12cm×18cm　  4,428 円       (4,100 円）14cm×14cm　12cm×18cm　  4,428 円       (4,100 円）
17cm×17cm　15cm×20cm　  5,184 円       (4,800 円）17cm×17cm　15cm×20cm　  5,184 円       (4,800 円）
20cm×20cm　18cm×23cm　  6,264 円       (5,800 円）20cm×20cm　18cm×23cm　  6,264 円       (5,800 円）
23cm×23cm　21cm×28cm　  8,100 円       (7,500 円）23cm×23cm　21cm×28cm　  8,100 円       (7,500 円）
26cm×26cm　24cm×32cm    10,800 円　(10,000 円）26cm×26cm　24cm×32cm    10,800 円　(10,000 円）
29cm×29cm　    ̶        ̶　    15,120 円　(14,000 円）29cm×29cm　    ̶        ̶　    15,120 円　(14,000 円）

正方形正方形 長方形長方形 税抜価格税抜価格税込価格税込価格
14cm×14cm　12cm×18cm　  4,428 円       (4,100 円）
17cm×17cm　15cm×20cm　  5,184 円       (4,800 円）
20cm×20cm　18cm×23cm　  6,264 円       (5,800 円）
23cm×23cm　21cm×28cm　  8,100 円       (7,500 円）
26cm×26cm　24cm×32cm    10,800 円　(10,000 円）
29cm×29cm　    ̶        ̶　    15,120 円　(14,000 円）

正方形 長方形 税抜価格税込価格 12cm　  3,456 円       （3,200 円）12cm　  3,456 円       （3,200 円）
15cm　  4,428 円       （4,100 円）15cm　  4,428 円       （4,100 円）
18cm　  5,184 円       （4,800 円）18cm　  5,184 円       （4,800 円）
21cm　  6,264 円       （5,800 円）21cm　  6,264 円       （5,800 円）
24cm　  8,100 円       （7,500 円）24cm　  8,100 円       （7,500 円）
27cm　10,800 円　（10,000 円）27cm　10,800 円　（10,000 円）
30cm　15,120 円　（14,000 円）30cm　15,120 円　（14,000 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
12cm　  3,456 円       （3,200 円）
15cm　  4,428 円       （4,100 円）
18cm　  5,184 円       （4,800 円）
21cm　  6,264 円       （5,800 円）
24cm　  8,100 円       （7,500 円）
27cm　10,800 円　（10,000 円）
30cm　15,120 円　（14,000 円）

税抜価格税込価格

15cm　  4,860 円     （4,500 円）15cm　  4,860 円     （4,500 円）
18cm　  5,616 円     （5,200 円）18cm　  5,616 円     （5,200 円）
21cm　  7,020 円     （6,500 円）21cm　  7,020 円     （6,500 円）
24cm　  8,640 円     （8,000 円）24cm　  8,640 円     （8,000 円）
27cm　11,880 円（11,000 円）27cm　11,880 円（11,000 円）
30cm　15,120 円（14,000 円）30cm　15,120 円（14,000 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
15cm　  4,860 円     （4,500 円）
18cm　  5,616 円     （5,200 円）
21cm　  7,020 円     （6,500 円）
24cm　  8,640 円     （8,000 円）
27cm　11,880 円（11,000 円）
30cm　15,120 円（14,000 円）

税抜価格税込価格
10cm　  2,052 円       （1,900 円）10cm　  2,052 円       （1,900 円）
12cm　  2,700 円       （2,500 円）12cm　  2,700 円       （2,500 円）
15cm　  3,780 円       （3,500 円）15cm　  3,780 円       （3,500 円）
18cm　  4,536 円       （4,200 円）18cm　  4,536 円       （4,200 円）
21cm　  5,400 円       （5,000 円）21cm　  5,400 円       （5,000 円）
24cm　  7,020 円       （6,500 円）24cm　  7,020 円       （6,500 円）
27cm　  9,720 円       （9,000 円）27cm　  9,720 円       （9,000 円）
30cm　12,960 円    （12,000 円）30cm　12,960 円    （12,000 円）

  税抜価格  税抜価格税込価格税込価格
10cm　  2,052 円       （1,900 円）
12cm　  2,700 円       （2,500 円）
15cm　  3,780 円       （3,500 円）
18cm　  4,536 円       （4,200 円）
21cm　  5,400 円       （5,000 円）
24cm　  7,020 円       （6,500 円）
27cm　  9,720 円       （9,000 円）
30cm　12,960 円    （12,000 円）

  税抜価格税込価格

12cm       3,348 円　  （3,100 円）12cm       3,348 円　  （3,100 円）
15cm       4,428 円　  （4,100 円）15cm       4,428 円　  （4,100 円）
18cm       5,184 円　  （4,800 円）18cm       5,184 円　  （4,800 円）
21cm       6,048 円　  （5,600 円）21cm       6,048 円　  （5,600 円）
24cm       7,884 円　  （7,300 円）24cm       7,884 円　  （7,300 円）
27cm　10,584 円　  （9,800 円）27cm　10,584 円　  （9,800 円）
30cm　13,824 円　（12,800 円）30cm　13,824 円　（12,800 円）

    税抜価格    税抜価格税込価格税込価格
12cm       3,348 円　  （3,100 円）
15cm       4,428 円　  （4,100 円）
18cm       5,184 円　  （4,800 円）
21cm       6,048 円　  （5,600 円）
24cm       7,884 円　  （7,300 円）
27cm　10,584 円　  （9,800 円）
30cm　13,824 円　（12,800 円）

    税抜価格税込価格

★いちごタルト★★いちごタルト★★いちごタルト★

★クラシカル☆★クラシカル☆
　　　　　ショコラ★　　　　　ショコラ★
★クラシカル☆
　　　　　ショコラ★

12cm　  2,160 円     （2,000 円）12cm　  2,160 円     （2,000 円）
15cm　  2,700 円     （2,500 円）15cm　  2,700 円     （2,500 円）

税抜価格税抜価格税込価格税込価格
12cm　  2,160 円     （2,000 円）
15cm　  2,700 円     （2,500 円）

税抜価格税込価格

季節によりフルーツが変わります季節によりフルーツが変わります季節によりフルーツが変わります

ドレスのデザインは当店にお任せ下さい。ドレスのデザインは当店にお任せ下さい。
イメージカラーをお伝えください。イメージカラーをお伝えください。
ドレスのデザインは当店にお任せ下さい。
イメージカラーをお伝えください。

対応可能なキャラクターデザインだけ対応可能なキャラクターデザインだけ
となります。となります。
対応可能なキャラクターデザインだけ
となります。

対応可能なキャラクターデザインだけ対応可能なキャラクターデザインだけ
となります。となります。
対応可能なキャラクターデザインだけ
となります。

マークが目印！
　　　フォトチョコレートプレート対応可
マークが目印！
　　　ハンドメイドケーキ対応可


