
GRAND MARBLE SELECTION

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。

マーブルデニッシュのギフトは、通年販売の定番フレーバー、季節限定のフレーバー、全てからお好きな組み合わせを選べます。
選んで楽しい、贈られる人にうれしい、カラフルな味わいの贈り物。

グランマーブルのギフト

●マーブルクルート単品の商品もご用意しています

オンラインショップがパワーアップ！
マーブルデニッシュはもちろん
ギフトセットも、リアルショップと同等のラインナップになりました。
全国どこでも、24時間、お買物が楽しめます。

おすすめギフトセット
種類が多すぎて選べないという方に…人気ランキング上位の味をカップリング

マーブルデニッシュ +
エコバッグセット
女性に喜ばれるギフトセット。
ホワイトデーや母の日に!

Gift
For All Occasion

Online Shop

おすすめセットA
京都三色+
メイプルキャラメル 
2000円

おすすめセットD
りんごとくるみの
プリンデニッシュ+
京都三色+
メイプルキャラメル 
3200円

おすすめセットB
ショコラフレーズ+
祇園辻利抹茶あん
2600円

おすすめセットE
栗とあんこ祇園辻利
抹茶スペシャル+
ショコラ・ショ コラ+
京都三色
3700円

●マーブルデニッシュ2本セット ●マーブルデニッシュ3本セット

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。 

お電話でのご注文は・・・ 70120-62-0628  携帯電話からは075-682-3900（10時～18時）

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。

マーブルデニッシュ1本＆クルートセット
1500円～

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やクルートの単品からギフトセットまで、より幅広く、選びやすくリニューア
ル。ブライダル用や出産内祝い用のページも新たに設け、しきたりの由来や贈る際のマナーな
ど、ギフト選びのワンポイントアドバイスもご紹介しています。

マーブルデニッシュ2本＆クルートセット
3000円～

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～

［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 
※店舗及び電話注文のみのお取り扱いとなります。 ※店舗及び電話注文のみのお取り扱いとなります。

ブルーベリー 2800円

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。

贈るかたちも大切に…  無料にて「のし」「のしカード」「オリジナル手提げ袋」をお付けします

Orangé Marron Écru
パッケージには３種類の色をご用意しています。

プレーン キャラメル

ショコラ 抹茶

お好みのマーブルデニッシュ１本と、グランマーブルオリジナルデザイ
ンのエコバッグを組み合わせたギフトセット。

オリジナルエコバッグ（小）単品 2191円

サイズ：高さ21cm　幅（上）36cm /（下） 22cm
底マチ15cm　持ち手 13cm
色：黒 （文字はゴールドラメ）
素材：コットン  内ポケット２個あり

http://www.grandmarble.com/

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～

※写真はイメージです。
マーブルデニッシュは全てパッケージに収めて
お渡しします。

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

［フレーバーティーセット］ 

マーブルデニッシュ 　　+マーブルデニッシュ セット
どなた様のお好みにも寄り添える、自由自在な組み合わせを。

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

マーブルデニッシュ +クルートセット
マーブルデニッシュと、マーブルデニッシュをさらに時間をかけて焼き上げた、
サクサクの焼菓子の詰めあわせ。定番人気のギフトです。

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

用途に応じたのしを
ご用意します。

さまざまなのし、ブライダルカード、そしてオリジナル手提げ袋で、ギフトに心を添えます。

のし

エレガントなブライダル
ギフトの演出を。

お持たせに便利なグランマーブルオリジナル
手提げ袋をお付けします。

ブライダルカード オリジナル手提げ袋

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

Ｐ10～11の マーブルデニッシュの中から選べます

マーブルデニッシュ +コンフィチュール＆ティーセット
マーブルデニッシュと相性のよいコンフィチュールと紅茶をセット。
お中元や、少しあらたまった贈り物にふさわしいボリューム感あるギフトです。
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※その他の組み合わせは 



<<
  /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


