


メゾンランドゥメンヌの
焼き菓子ノエル

2022 年のメゾンランドゥメンヌのノエルは
フランスの伝統的な焼き菓子を、ノエルのお祝いに
ふさわしいデコレーションを施し、
皆様にお届けいたします。

CAKE DE NOËL



PAIN DE GÊNES DE NOËL

CAKE DE NOËL
AUX FRUITS

生地はマジパンで作ることで

しっとりと口溶けの良い生地に仕上げました。

チーズのコクと塩気、アーモンドとバニラの

香りが、口いっぱいに広がります。

自家製のりんごコンポートの味わいと

食感も楽しめます。

じっくり煮上げたオレンジコンフィを

使用した定番人気商品です。

外側をチョコレートコーティングし、

オレンジとチョコレートのハーモニー

を最高に堪能できる味わいです。

アルコール不使用の為、お子さまも

安心してお召し上がりいただけます。

様々なドライフルーツを

ブランデーで漬け込み、

生地にたっぷり練り込みました。

ブランデーの香りが良く、

見た目も華やかな

フルーツケーキです。

CAKE DE NOËL
CHOCOLAT ET 
ORANGE

パン・ドゥ・ジェーヌ ノエル
１台　¥2,400- 税込

発売期間：12月 20 日から 12月 25 日

ケーキノエル　フリュイ

ケーキノエル ショコラオランジュ

1本　¥2,000- 税込

発売期間：12月 20 日から 12月 25 日

1 本　¥2,000- 税込

発売期間：12月 20 日から 12月 25 日

※ノエルデコレーションは変更になる予定がございます。あらかじめご了承ください。



SAPIN DE NOËL 
2 枚入り　      ¥   700-　　
ホールサイズ　¥1,600- 税込

発売期間：12月 1 日から 12月 31 日

 1 枚 ¥310-  /  3 枚 ¥850- 税込

SAINT NICOLAS

PAIN D EPICE
パン・デピス　ジンジャー

アプリコット&プルーン、２種類の

定番の味を今年もご用意しております。

STOLLEN シュトーレン
サン・ニコラ

サパン・ド・ノエル

¥1,410- 税込

発売期間：11月 26 日から 12月 25 日

毎年の人気商品。
ジンジャークッキーにチョコレートの
フランス産のクリスマスオーナメントを飾りました。

発売期間：11月 26 日から 12月 25 日

ジンジャーの風味豊かなクッキーで、

キリスト教の行事「サン・二コラ祭り」には

欠かせないお菓子です。

¥3,500- 税込
発売期間：11月 26 日から 12月 25 日

フランスのアルザス地方の発酵菓子。 

クリスマスを待つ間にスライスして

いただきます。 中央にマジパンが入っ

た、クラシックなレシピで仕上げた

定番商品です。

NOS
GATEAUX
DE
VOYAGES
定番の人気焼き菓子を今年もお届け

※ホールサイズは要予約※



イタリアの伝統発酵菓子『パネトーネ』を

当店らしくフランス風にアレンジしました。

表面のマカロン生地は

アーモンド風味のサクサク食感に、

中の生地は4種のラム漬けフルーツと

ヴァニラを入れて香りよく仕上げました。

PANETTONE
パネトーネ



シュトーレンと同じように

クリスマスまで少しづつ

食べていくもので、

日がたつにつれ風味が

少しづつ変化していきます。

軽くトーストして

フルーツやアイスを添えたり、

硬くなってきたら

ラスクや、パンプティングに

しても美味しいです。

GRAND
PANETTONE 
パネトーネ 大

¥3,500- 税込

発売期間：11月26日から12月31日

※要予約※

PETIT
PANETTONE 
パネトーネ 小

   1 個　   ¥600- 

包装有り　¥650-  税込

発売期間：11月26日から12月31日



KOUGLOF DE NOËL

人気のブリオッシュ生地に、

オレンジピール、レモンピール、ドライアップル、サルタナレーズン、

カレンツレーズンとラム酒、ブランデーを練り込み、

ヴァニラペーストを加えています。

焼き上がり、シロップには漬けずに

フォンダンと、チョコレートの飾りを乗せてます。

クリスマスのデザインは手土産やプチギフトにおすすめです。

BABKA バブカ

ホールサイズ ¥2,000-  1/2 サイズ　¥1,050- 税込

発売期間：12月 1 日から 12月 31 日

クグロフノエル

1  個    ¥ 600-      
2 個セット￥1,150- 税込

発売期間：12月 1日から 12月 25 日

ふんわり食感のブリオッシュ生地に

ヘーゼルナッツ、太白胡麻油、ココア、

砂糖と塩をペースト状にしたこだわりの

自家製ヌテラをたっぷりと巻き込んで

焼いてます。

　
トーストすると香ばしくなり、

フレンチトーストにしてアイスを添えても

美味しく召し上がれます。

2022 新商品



PAIN DE NOËL
クリスマスのお料理と共に



そのままでもおいしいですが、

紅茶やチーズと食べることで

より一層味わい深く楽しめます。

LE NOËL

PAIN CHATAÎGNE
NOISETTES RAISINS MIEL

開業時から人気の定番商品。天然酵母を使用した生地に

栗・ヘーゼルナッツ・レーズンと蜂蜜を練り込みました。

ル・ノエル

パン・シャテーニュ・ノアゼット・レザン・ミエル

期間限定のデザートハードパンです。

フランスのパンデピスというスパイスケーキに使用している

スパイスミックスとラム酒に漬けた4種のフルーツを

カンパーニュに練りこんで焼き上げました。

¥350/100g 税込

発売期間：12月 1 日から 12月 31 日

ホールサイズ ¥600- 税込　/　ハーフサイズ ¥350-

発売期間：12月 1 日から 12月 31 日



GALETTE 
DES 
RO I S 
ガレット・デ・ロワ



Lynx オオヤマネコ

Hérisson  ハリネズミ

Renard キツネ

Chouette フクロウ

Ours 熊

Loup 狼

CLASSIQUE PÉCAN ERABLE
カナダ産メープルシロップとピーカンナッツ入りの
アーモンドクリームを、
フィユタージュアンベルセで包みました。

定番のクラシック。 
バターたっぷりのサクサクのパイ生地
フュタージュアンベルセにアーモンドクリ ームで
仕上げたクラシカルな ガレットデロワ。

販売期間2022年12月26日から2023年1月31日

COLLECTION2023

※ロゴ入りオリジナルは個数限定です。
無くなり次第終了となります。 

※フェーブは安全性を考えガレットの中には入っていません。

1人用 ¥950-  /  4 人用 ¥2,100-  /  6 人用 ¥2,800-

クラシック ピカンエラブル

２０２２－２３のメゾンランドゥメンヌのテーマは「野生の生命」

今絶滅の危機に直面している野生の動物にスポットを当て地球で育まれている命に注目、

私たちが生命全体が直面している地球環境問題や未来を考えるきっかけになりたいと考えています。

Cournne王冠

メゾンランドゥメンヌの 2022-2023 年のテーマである、「野生の生命」からインスパイアした、自然をモチーフに王冠を作りました。



MAISON LANDEMAINE JAPON 店舗情報はこちらから
メゾンランドゥメンヌジャポン

店舗
メゾンランドゥメンヌ麻布台
メゾンランドゥメンヌ赤坂
メゾンランドゥメンヌ伊勢丹新宿
メゾンランドゥメンヌアトレ恵比寿

公式Instagram

お取り寄せサイト

株式会社MAISON LANDEMAINE JAPON 
東京都港区麻布台3-1-5 麻布台日ノ樹ビル１階
代表電話03-5797-7387  contact-jp@maisonlandemaine.com 

公式ホームページ


