
GRAND MARBLE SELECTION

A フォンダンショコラ・オレ  1400円（税別）
チョコとホワイトチョコレート、やさしい甘さのハーモニーの、

2色のフレーバー。召し上がる時にオーブントースターなどで温

めれば、チョコがとろりと溶ける食感をお楽しみいただけます。

B 祇園辻利抹茶と八ッ橋  1100円（税別）
ゆたかな抹茶の香りのデニッシュに織り込まれた、生八ッ橋。

生八ッ橋のしっとりした食感とシナモンの香りが個性的。京都

の二つの名物のコラボレーション。お土産にもおすすめです。

C いちご  1300円（税別）
みんなに愛されるフルーツ、苺。シンプルに苺だけをたっぷり

と味わう、マーブルデニッシュの人気フレーバーです。あまお

うの甘酸っぱくジューシーな味わいが自慢です。

D くろみつ  1200円（税別）
南国の太陽を浴びたサトウキビからつくられた、風味豊かな

黒糖をデニッシュに練り込み、くるみの食感がアクセント。素

朴な甘さは幅広い年齢層の方におすすめです。

通年販売しているレギュラーのほかに、マーブルデニッシュに

は季節限定のフレーバーがあります。味わうほどに、季節が

感じられる「旬」の味。贈り物にもどうぞ。

紅葉に彩られる秋の京都は、春の桜の時期と並んで一年で

最も旅行者で賑わう季節。その美しい紅葉のおすそわけに、

また、京都の賑わいを遠方の方にお伝えするお土産としてご

活用いただきたい。そんな思いから、秋の彩りをテーマにし

たマーブルデニッシュ「京の秋味」は生まれました。

夏の間、みずみずしく緑の葉をしげらせていた木々は日増し

に色づき、山々は鮮やかに彩られます。そんな紅葉のうつろ

いを「抹茶の緑」「苺のピンク（赤）」「黒糖の茶」で表現し、

味のアクセントとして、和の風味を引き立たせる、かのこを

織り込みました。「京の秋味」は今年は9月～12月までの季節

限定で、ウェブ、電話でのご注文、全国百貨店での催事で

もお買い求めいただけます。数多い紅葉の名所が楽しめる

京都の秋は、豊かな実りの季節。この季節だけの美しさと

美味しさを味わいに、京都を訪ねてみませんか？　

口コミでご好評いただき、店舗限定から全国発売へ。「京の秋味」は、京都の秋の彩りのおすそわけ

DANISH STORY

SEASONAL SPECIAL 
毎年、心待ちにされている方も多い、季節限定のマーブルデニッシュ。2014年、夏から冬へのラインアップです

9月12日～11月9日

7月～8月

11月～12月

8月

◎店舗限定販売
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季節限定

PRESENT!
季節限定デニッシュ
「京の秋味」「りんごのデニッシュ」の
2本セットを抽選で15名様に!

グランマーブル本社には、プロサッカー選手になることを夢見

ながら頑張っている社員がいます。ファクトリーで冷却・包装

を担当する早川晃博さんは、昼の仕事を終えると、夜はサッ

カーチーム、AS.ラランジャ京都の練習場へ向かいます。職

場では、早川さんの仕事と練習の両立をサポートしています。

「サッカーだけで生活するのは、なかなか難しいことです。苦

労している選手達がたくさんいる中で、僕は恵まれた環境で

サッカーをさせてもらっています。自分の夢に一歩でも近づけ

るよう、頑張っていきたいです」。そんな早川さんがファクトリー

から送り出す商品には、夢と情熱もたっぷり込められています。

●大丸東京店 7/9～7/15　●渋谷ヒカリエShinQs 7/17～7/30  ●伊勢丹新宿店 8/6～8/12　●ジェイアール京都伊勢丹 8/6～8/19  ●藤崎本店（宮城）8/21～9/2
●静岡伊勢丹 9/10～9/16  ●トキハ本店（大分）9/11～9/17　●そごう神戸店 9/16～9/22　●仙台三越 9/24～9/30　●JR京都駅 新幹線コンコース内（京のみやげ）10/1～10/31
●そごう広島店 10/7～10/13　●高崎タカシマヤ（群馬）10/15～10/21

◎グランマーブル期間限定ショップのお知らせ

このほかの予定は、WEBをご覧ください。 http://www.grandmarble.com

この印刷物を作成する際に排出されるCO2 4655.5kg（1冊あたり66.5kg）は、被災地産の国内クレジットでカーボンオフセットしています。
この印刷物のカーボンオフセットを通じ、地球温暖化防止に貢献するとともに、被災地の復興支援にも協力しています。

FROM STAFF
グランマーブルは、働きながら夢を追いかける人を応援しています

久世橋通新千本交差点
久世橋通旧千本交差点

国道1号
久世橋交差点

1

グランマーブル京都本社 レセプションルーム
［京都・上鳥羽］
〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93
近鉄京都線「上鳥羽口」駅約12分
Tel.075-682-3900  Fax.075-682-3933
10：00～18：00  無休  ※日曜日はお電話でのご注文、お問い合わせは承っておりません。

ビジュ ド グランマーブル 周防町
［大阪・周防町］
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-5-31 月虎51番館ビル1Ｆ
地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅6番出口約10分   地下鉄堺筋線「長堀橋」駅約8分
Tel.06-6213-1450  12：00～24：00（エリア内配達受付19：00～23：30） 日祝休

ル・グランマーブル カフェ クラッセ
［京都・三条御幸町］

グランマーブル祗園店
［京都・祗園］

〒604-8082 京都市中京区弁慶石町48（三条通御幸町西北角）三条ありもとビル1F
地下鉄東西線「京都市役所前」駅 5.6番出口約3分
Tel.075-257-6877　ショップ 11：00～20：00  カフェ 11：00～19:00（LO18：30） 無休

サロン ド グランマーブル 堂島
［大阪・北新地］
〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-13
京阪中之島線「大江橋」駅5番出口約3分　
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅7番出口約8分
Tel.06-6345-5166  12：00～24：30（エリア内配達受付19：00～24：30）  土日祝休

コンフォートホテル

GRAND MARBLE STORES

〒605-0074  京都市東山区祗園町南側570-238
京阪「祇園四条」駅6番出口徒歩5分  Tel. 075-533-7600  Fax. 075-533-7601  11:00～20：00（季節により変動あり）  無休　

御池通 地下鉄京都市役所前駅

三条通1928ビルタリーズ
コーヒー
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ル・グランマーブルカフェ  クラッセ
2F Gallery PARC

応募方法：ハガキに、住所、氏名、年齢、電話番号、グランマーブルプレ
スを入手した場所、「グランマーブルプレス13号の好きな記事」と、「食べ
てみたいデニッシュ」を記入の上、ご応募ください。
応募先：グランマーブル京都本社（住所は左記）グランマーブルプレス・
プレゼント係
締切：2014年12月末日

※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。

京都の秋の旬を色と味わいで表現した、季節限定デニッシュ、「京の秋味」。
2014年から全国の皆様にお買い求めいただけるようになりました。

表紙の味

8月31日
OPEN
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関西社会人リーグ所属のサッカーチーム、
AS.ラランジャ京都。「ラランジャ」はポルト
ガル語でオレンジ。試合のほか、子供たちに
サッカーを教える活動も行っている。
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