
SWEETS & DELI ギフトセット

2017年8月～



焼菓子ギフト

焼菓子2種セット

ガレット ブルトン 1個

サブレ ベルガモット 1個

焼菓子4種セット

ガレット ブルトン 1個

ロッシェ ココ 1個

柚子ビスコッティ 1個

抹茶ラング・ド・シャ 1個

焼菓子6種セット

柚子ビスコッティ サブレ ショコラ

ロッシェ ココ ポルポロン

ガレット ブルトン

サブレ ベルガモット 各1個

焼菓子8種セット

フロランタン

抹茶ラング・ド・シャ

セサミ スティック

サブレ ベルガモット

各1個

焼菓子12種セット

ロッシェ ココ

サブレ 黒糖きなこ

サブレ ショコラ

スティックパイ

ポルポロン

サブレ ベルガモット

フロランタン

柚子ビスコッティ

セサミ スティック

ガレット ブルトン

サブレ フロマージュ

抹茶ラング・ド・シャ 各1個

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

¥5,200

¥7,800

¥3,900
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¥1,300

¥2,600

サブレ フロマージュ

ロッシェ ココ

サブレ ショコラ

ガレット ブルトン



焼菓子ギフト

シャルマン Ａ

マドレーヌ 3個

フィナンシェ 3個 ¥3,000
サブレ ベルガモット 1個

ガレット ブルトン 1個

シャルマン B

ケーク オランジュ 1本

マドレーヌ 3個 ¥3,700
サブレ ショコラ 1個

シャルマン C

ケーク オランジュ 1本

サブレ ベルガモット 1個 ¥3,700
ガレット ブルトン 1個

ベル Ａ

ケーク オランジュ 1本

マドレーヌ 2個 ¥4,600
ガレット ブルトン 1個

サブレ ベルガモット 1個

フィナンシェ 2個

ベル B

ケーク オランジュ 1本

ガレット ブルトン 1個 ¥5,000
抹茶ラング・ド・シャ 1個

ロッシェ ココ 1個

柚子ビスコッティ 1個

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。
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焼菓子ギフト

サブレ焼菓子セット

マドレーヌ 2個 ¥1,200
ガレット ブルトン 1個

レーズン＆クランベリーウィッチ
（10個入り）

¥1,300

オリジナルブッセ（5個入り）
柚子

生姜ちょこ ¥1,450
赤じそ青梅

抹茶大納言

焦がし醤油うぐいす豆

＊店頭でのお取り扱いはございません。

ミニ クグロフ　5種詰め合わせ
ミックスベリー

プルーン 5個入り ¥1,450
マロンノワ

ピスタチオ 10個入り ¥2,900
ショコラバナーヌ

プレジール A

 8枚

 8枚 ¥7,000
12個

プレジール B

 16枚

ケーク フリュイ  16枚 ¥8,100

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

ケーク オランジュ

ケーク フリュイ

ミニ クグロフ

（ミックスベリー4個、マロンノワ2個、プルーン2個、
　ショコラバナーヌ2個、ピスタチオ2個）

ケーク オランジュ
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ケーキ

ガトー・ポンム＆テ 各\1,450
1本 (ＢＯＸ付）

ガトー・バナーヌ 単品\1,300

ガトー・ショコラ グリオット
（5個入り） ¥1,650

ケーク オランジュ スライス8枚入り ¥2,300

1本 ¥2,200

ケーク フリュイ スライス8枚入り ¥2,600

1本 ¥2,500

日本酒ケーキ　壱ノ壱ノ壱
1本 ¥3,600

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。
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ショコラ

千代ちょこ　6枚
各1枚

¥2,800

千代ちょこ　12枚
各1枚

¥5,500

ショコラアソート（6個入り）

ノワ・ナチュール：ビターチョコレート

レ・ナチュール：ミルクチョコレート ¥2,100
ブラン・ナチュール：ホワイトチョコレート

キャラメル・サレ：塩キャラメル風味

シトロン・ヴェール：レモンとライムのリキュール

プラリネ・ココ：ココナッツとアーモンド入りプラリネ

ショコラアソート（9種各1個   9個入り） ¥2,900

ショコラアソート（9種各2個 18個入り） ¥5,300

ノワ・ナチュール：ビターチョコレート

レ・ナチュール：ミルクチョコレート

ブラン・ナチュール：ホワイトチョコレート

ピスタチオ：ピスタチオのペースト入り

キャラメル・サレ：塩キャラメル風味

ヒビキ：17年以上熟成されたウイスキー「響」を使用

シトロン・ヴェール：レモンとライムのリキュール

シャルトリューズ：ハーブと香草のリキュール

プラリネ・ココ：ココナッツとアーモンド入りプラリネ

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

笹葉：高貴なカカオとヴァニラの芳香(カカオ40%)

 桜：クリーミーなキャラメル感とカカオの風味(カカオ36%)

桔梗：繊細な香りと滑らかな舌触り(カカオ35%)

 緑波：スパイシーな余韻とフルーティーな酸味(カカオ75%)

楓：強いフローラルな香り(カカオ70%)

藤：ドライフルーツの熟成された芳醇さ(カカオ65%)

紫小波：キャラメルやバナナの芳香(カカオ39%)

四季花：トリ二タリオ種特有の力強い風味と繊細なアロマ
                                                           (カカオ38%)

鶴：甘さを抑えたホワイトチョコレート(カカオ36%)

菖蒲：赤い果実の香りと酸味(カカオ64%)

2017年8月～

歌舞伎：深い苦みと香りの頂点(カカオ70%)

金模様：ローストナッツの香り(カカオ66%)

菖蒲：赤い果実の香りと酸味(カカオ64%)

笹葉：高貴なカカオとヴァニラの芳香(カカオ40%)

 桜：クリーミーなキャラメル感とカカオの風味(カカオ36%)

桔梗：繊細な香りと滑らかな舌触り(カカオ35%)

歌舞伎：深い苦みと香りの頂点(カカオ70%)

金模様：ローストナッツの香り(カカオ66%)



レトルトグルメ

¥3,900

地鶏チキンカレー（2人前 450g）

¥2,100

黒豚ポークカレー（2人前 450g）

¥2,100

和牛ビーフカレー（2人前 450g）

¥2,400

2種詰め合わせギフトセット

地鶏2個セット ¥4,400
黒豚2個セット ¥4,400
和牛2個セット ¥5,000
黒豚＆地鶏セット ¥4,400
地鶏＆和牛セット ¥4,700
黒豚＆和牛セット ¥4,700

3種詰め合わせギフトセット

地鶏3個セット ¥6,600
黒豚3個セット ¥6,600
和牛3個セット ¥7,500
黒豚＆和牛＆地鶏セット ¥6,900
地鶏2個＆黒豚1個セット ¥6,600
黒豚2個＆地鶏1個セット ¥6,600
地鶏2個＆和牛1個セット ¥6,900
黒豚2個＆和牛1個セット ¥6,900
和牛2個＆地鶏1個セット ¥7,200
和牛2個＆黒豚1個セット ¥7,200

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。
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スープ・オ・ピストゥー：
8種の野菜に爽やかなバジル風味のベジタブルスープ

クレーム・ドゥ・シャンピニヨン：
マッシュルームのクリームスープ

クレーム・ドゥ・マイス：コーンクリームスープ

レトルトスープ（3種×2袋）
ホテルロゴ入り保冷バッグ付き

厳選された黒豚（120g）とじっくり炒めた

玉ねぎの甘み、たっぷり使ったトマトの

濃厚で上品な味わいをお楽しみください。

柔らかい地鶏（120g）とじっくり炒めた

玉ねぎの甘み、8種類のスパイスが特徴の

芳醇な味わいをお楽しみください。

旨みある和牛（120g）とじっくり炒めた

玉ねぎの甘み、8種類のスパイスが特徴の

芳醇な味わいをお楽しみください。



コンフィチュール／メープルシロップ

コンフィチュール4個セット 　 

いちご

マンゴー 各110g ¥4,000
ブルーベリー

みかん

メープルシロップ4種セット

メープルシロップ　エキストラライト　200g

メープルシロップ　ミディアム　　　　200g ¥5,800
メープルシュガー　顆粒　　　　　　　100g

メープルシュガー　デコレーション　　100g

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

2017年8月～



パレスホテル東京 グッズ

オリジナルエアミスト
30ml

¥1,950

オリジナルエッセンシャルオイル
10ml

¥2,160

オリジナルアロマ　アロマ＆ストーン
 10ml

¥3,780

オリジナルアロマ　リードディフーザー
 100ml

¥6,480

アンヌセモナン 
　　　バスアメニティーボックス

¥3,780

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

2017年8月～

ブルーサイプレス、アニスなど11種類をブレンドした

「透き通るように清らかな静けさを感じる香り」。

スプレーボトルを良く振ってからお使いください。

体の周囲や空間に向けてスプレーしてください。

ブルーサイプレス、アニスなど11種類をブレンドした

「透き通るように清らかな静けさを感じる香り」。

アロマポットやアロマファンなどの芳香拡散器や

ハンカチにつけて、またお湯を張ったマグカップなど、

さまざまなシーンで香りをお楽しみください。

フランスのスキンケアブランド、「アンヌセモナン」の

客室アメニティ5種セットとソープをオリジナル

ボックスに詰め合わせたギフトセット。

ブルーサイプレス、アニスなど11種類をブレンドした

「透き通るように清らかな静けさを感じる香り」。

エッセンシャルオイルを直接アロマストーンに垂らし

て、気軽に香りをお楽しみいただけます。

ブルーサイプレス、アニスなど11種類をブレンドした

「透き通るように清らかな静けさを感じる香り」。

専用のリードをシルバーキャップの穴からボトルに

差し込みます。

シャンプー 40ml

コンディショナー 40ml

シャワージェル 40ml

ボディローション 40ml

バスソルト 55g

ソープ 30g



特選品

日本料理『和田倉』特撰 梅干し

詰め合わせ12個入り

紀州南高梅6個

紀州南高梅しそ漬6個 ¥4,100

日本料理『和田倉』特撰 梅干し

詰め合わせ20個入り
紀州南高梅10個

紀州南高梅しそ漬10個 ¥6,500

有田みかんジュース（6本入り）

200g（1本）×6本 ¥2,500

有田みかんジュース（8本入り）

200g（1本）×8本 ¥3,200

有田みかんジュース（10本入り）

200g（1本）×10本 ¥3,800

＊記載料金にはすべて消費税が含まれます。（写真はイメージとなります。）

＊オンラインショップでもご購入いただけます。

2017年8月～

パレスホテル東京 B1F SWEETS & DELI

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1 Tel : 03-3211-5315 (10:00a.m.-8:00p.m.) http://www.palacehoteltokyo.com/shop


