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●広島三越 7/4～7/12  ●髙島屋大阪店 7/8～7/14  ●渋谷ヒカリエShinQs 7/23～8/5  ●ジェイアール京都伊勢丹 8/5～8/18
●伊勢丹新宿店 8/12～8/17  ●日本橋三越（帝国ホテル店外催事）8/15～8/16　●千葉三越 8/19～8/24　●藤崎本店（宮城） 8/20～8/25
●パルクアベニュー・カワトク（岩手）8/27～9/2　●静岡伊勢丹 9/9～9/15　●JR京都駅 新幹線コンコース内（京みやげ） 10/1～10/31
●伊勢丹立川店 10/20～10/28　●遠鉄百貨店 10/21～10/27　●そごう広島店 12/8～12/14　●ジェイアール京都伊勢丹 12/16～12/31

◎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。

GRAND MARBLE GION SHOP
グランマーブル祇園での予約のみ。プレミア感極まる「翠 Sui」を贈り物に

四季のお庭をお楽しみください

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］

グランマーブル祇園
［京都・祇園］

〒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。

〒605-0074  京都市東山区祇園町南側
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　

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

コンフォートホテル

ル・グランマーブル カフェ クラッセ
［京都・三条御幸町］
〒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 11：00～20：00  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
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2F Gallery PARC

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

PRESENT!
季節限定デニッシュ「フロマージュショコラ」
「マーブルクランチ結々」の紅白フレーバー
新発売のセットを抽選で15名様に!

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15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（住所は上記）グランマーブルプレス
15号・プレゼント係

締切：2015年12月末日
※当選者にはご連絡の上、賞品をお送りします。
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鴨
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グランマーブル
祇園

阪急
河原町駅

◎7月～8月限定

◎9月～12月限定

祇園店のみで予約販売している「マーブルデニッシュ翠
Sui」は、選りすぐりの季節の素材をふんだんに用いて、
熟練の職人が手がけた最高級のマーブルデニッシュです。
風呂敷をほどいた瞬間、上質の箱を手にしたとき、そして

京都・祇園の花見小路にある、グランマーブル祇園。ロ
ゴを染め抜いた白い暖 の中はゆったりお買いものを楽し
める空間、そしてその奥には、緑が清 し々い坪庭が。春

にはタケノコが姿を現
し、秋には紅葉があ
でやかな庭です。ス
タッフが毎日丹精こめ
て手入れして、皆様
をお迎えしています。

切り分けたときに現れるマーブル模様の美しさとリッチな
素材感に、先様に何度も満ち足りた気分になっていただけ
る…。グランマーブルの考える「贈る文化」をかたちにした、
究極のマーブルデニッシュです。9月初旬からの販売。
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表示価格は全て税別です。

Trois

2

3

1　   ハニーフロマージュ 1400円
こっくりとまろやかな角切りチーズがちりばめられて、
チーズのコロコロした食感も楽しめる、新しいマーブ
ルデニッシュ。ハニーのやさしい甘さに、きりっとし
た味のワインが似合う、大人の味わいです。

　   フロマージュショコラ 1600円
ショコラとフロマージュ。意外な組み合わせに驚き、
味わって忘れられなくなるフレーバーです。チョコ
レートのマーブル生地と、フランス産クリームチーズ
のリッチでノーブルなコクとが醸し出すハーモニー
は、はじめてのおいしさです。

　   Doji フロマージュ 1500円
フロマージュのフレーバーとして定番の人気を誇る
のが、この「Doji フロマージュ」です。マーブルデニッ
シュの甘い生地と、まろやかなクリームチーズの風
味をとことんシンプルに味わえる、素材本位な大人
のマーブルデニッシュです。サンドイッチにしても。

12  |  2015  AUTUMN/WINTER  13GRAND MARBLE PRESS GRAND MARBLE PRESS



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A8EFD304F30C830F330DB30993042308A005D0020005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


