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オレンジマンゴー　1300円
トロピカルな香りとオレンジ色の果肉がフレッシュ！

苺生地とプリンとチョコ。人気の甘さがトリオで。
ショコラフレーズ 1400円

たっぷり織り込んだフランス製クリームチーズ。
Dojiフロマージュ 1500円

お抹茶の香りの生地に、かのこ豆、小倉あん、栗入り。
栗とあんこ祇園辻利抹茶スペシャル 1500円

1本で、人気のふたつの味が楽しめます。

Deux MARBLEシリーズ
ショコラ・ショコラ＆メイプルキャラメル 1300円

苺ミルクとホワイトチョコ。1本にふたつの味。

Deux MARBLEシリーズ
LOVE MARBLE（ラブマーブル） 1300円

りんごとレーズン、クルミをプリン風味の生地で包んで。
りんごとくるみのプリンデニッシュ 1200円

祇園辻利のお抹茶と、餡とかのこ。和の贅沢極まる。
祇園辻利抹茶あん 1200円

クラッシュアーモンドの香ばしさとビターなチョコ。
ショコラ・ショコラ 1200円

バナナ風味の白あん、チョコとクルミが印象的。
チョコバナナ＆くるみプディング 1200円

プレーン キャラメル ショコラ 抹茶

吟味した素材をシンプルに焼き上げたスタンダード。

プレステージ 1000円
祇園辻利のお抹茶と甘酸っぱい苺、プレーン。
京都三色 1000円

とろりと甘く、ノスタルジックなメープルとキャラメル。
メイプルキャラメル 1000円

GIFT SET
お好みのマーブルデニッシュと一緒に、
ご予算に応じて、バリエーション豊富に
詰め合わせいたします。

MARBLE DANISH MARBLE CROUTE
マーブルデニッシュには通年販売しているレギュラーと、季節限定のフレーバーがあります。お好きなフレーバーをバラエティーに富んだラインアップからお選びください。 マーブルデニッシュを香ばしく焼き上げた、さっくりとした食感のお菓子、マーブルクルート。

パッケージには３種類の色をご用意しています。贈り物にもどうぞ。

マーブルデニッシュとご一緒に
ギフトセットでマーブルデニッシュと組み合わせてもご利用いただけます。

グランデニッシュ
そのままでも、トースト、サンドイッチにしても
美味しくお召し上がりいただけます。

GRAND MARBLE SELECTION

ご予算に合わせて5枚、10枚、20枚、30枚の詰め合わせがございます。 

70120-62-0628  携帯電話からは075-682-3900（10時～18時）　 ［オンラインショップ］http://www.grandmarble.com/
地方発送も承ります。（送料は右記の通りとなります）　北海道：1143円、青森県／秋田県／岩手県：953円、沖縄県：1334円、その他の都道府県：572円
ご注文金額7000円（税別）以上で送料無料となります。（1配送先合計） ※送料無料一部対象外地域　北海道572円、青森県／秋田県／岩手県381円、沖縄県762円の地域別送料となります。

■Orangéパッケージ
5枚入り ［プレーン］500円
 ［抹茶］600円
10枚入り ［プレーン］1000円
 ［プレーン＆抹茶］（各5枚）1100円
20枚入り ［プレーン&ショコラ＆キャラメル＆抹茶］（各5枚）2300円
30枚入り ［プレーン＆ショコラ］（各15枚）3300円

■Ｍａｒｒｏｎパッケージ
5枚入り ［ショコラ］600円
10枚入り ［ショコラ＆キャラメル］（各5枚）1200円
■Éｃｒｕパッケージ
5枚入り ［キャラメル］600円
10枚入り ［キャラメル＆抹茶］（各5枚）1200円
※その他の組み合わせはお問い合わせください。

お好みのマーブルデニッシュ1本と、マーブルクル
ートの詰め合わせ。クルートは、5枚、10枚、15枚
の3種類からお選びいただけます。

お好みのマーブルデニッシュを、自由に組み合わ
せていただけます。
●マーブルデニッシュ2本セット2000円～
●マーブルデニッシュ3本セット3000円～

お好みのマーブルデニッシュと、コンフィチュー
ル、フレーバーティーを詰め合わせ。
●マーブルデニッシュ1本、コンフィチュール１、
　ティーセット１ 3700円～
●マーブルデニッシュ2本、コンフィチュール１、
　ティーセット１ 4700円～

マーブルデニッシュとは包装の仕様が異なります。
マーブルデニッシュとは賞味期限が違います。
1.5斤 650円、3斤 1300円、
化粧箱100円（別料金）
箱サイズ 1.5斤 Ｗ19×D12.5×H13.5cm、
3斤Ｗ36.5×D12.5×H13cm

マーブルデニッシュ＆クルートセット 1500円～

オンラインショップ、ショップで人気の、グランマ
ーブルエコバッグを組み合わせたギフトセット。

エコバッグセット  3191円～

お好みのマーブルデニッシュ2本と、マーブルクル
ート（5枚入り）を2箱詰め合わせにいたしました。

マーブルデニッシュ＆クルートセット 3000円～

マーブルデニッシュセット マーブルデニッシュ＆コンフィチュール＆ティーセット

［コンフィチュール］ 長野県で手作りされた自然な甘さ。

ゴールデンピーチ
1200円

いちご
2000円

ブルーベリー
2800円

◎人気の定番  通年販売している人気フレーバーです。 ※2015年7月より一部商品の価格を改訂しております。

REGULAR  MENU

◎2015年 季節限定の味  
※季節限定フレーバーの販売時期は変更になる場合があります。
　ＷＥＢにてご確認ください。

SEASONAL  MENU

マーブルデニッシュ、マーブルクルート、グランデニッシュには小麦、乳、卵を含みます。　 表示価格は全て税別です。

7～8月

チーズのまろやかさをハニーの甘さが引き立てる。
ハニーフロマージュ　1400円

8～9月

京都らしい祇園辻利のお抹茶と生八ッ橋のコンビ。
祇園辻利抹茶と八ッ橋　1100円

9～10月

京の秋味　1100円
苺のピンク、抹茶の緑、黒糖の茶色にかのこを添えて。

ショコラのマーブル模様にフロマージュ風味。

9～12月 新商品 新商品

新商品

フロマージュショコラ　1600円

10月～12月

シナモンキャラメル　1300円
シナモンの甘い香りがキャラメルと好相性。

11月～12月

和栗のモンブランデニッシュ　1600円
コクと味わいが自慢の和栗。秋冬限定の味。

GRAND MARBLE PRESS GRAND MARBLE PRESS

箱サイズ（W19.5×D10×H10cm）

表紙の味

大切な人へ、お祝いや感謝を込めてお届けする贈り物。その気持ちを伝えるメ
ッセージである「のし」は、日本の贈る文化のシンボル。グランマーブルでは、あ
らゆる「贈る」場面でご活用いただける「のし」「のしカード」をご用意して、贈る
方の気持ちを伝えるお手伝いをしています。店頭でも、オンラインショップでも
受け付けております。どうぞ、ご遠慮なくお申し付けください。

贈るかたちも大切に…

ブライダルカードもあります。
※カードのデザインは変更になる
　場合があります。

フレーバー
ティーセット
ダージリン、ピンク
ローズ、ミルキッシ
ュクレメの３つの
味をセット。ティー
バッグ各４袋入り 
1500円

Orangé Marron Écru
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