
通 販 カタログ 2 0 2 1 - 2 0 2 2〈 冬 〉

｜ カタログ有効期限  ｜  2022.1.15 お届け 2022.1.20まで 
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Winter Gift
シベール 冬の贈り物



品番 W31

つぶつぶ苺チョコラスク
〈6袋入〉

667円（税込720円）

［内容］6袋（6枚）
つぶつぶ苺  1枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし× 品番 W33

冬のチョコレートラスク
アソート〈12袋入〉

1,565円（税込1,690円）

［内容］12袋（12枚）
ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各4袋
［賞味期限］製造日から60日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

Strawberry

ホワイトチョコにつぶつぶの

苺を混ぜてラスクにコーティング

苺のフレッシュな甘酸っぱさと

ミルキーなホワイトチョコが

ベストマッチした一枚

ミルキーで甘酸っぱい 
つぶつぶ苺チョコラスク

品番 W34

抹茶チョコラスク〈6袋入〉

667円（税込720円）

［内容］6袋（6枚）
抹茶  1枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

スイス最高峰と呼ばれるカルマ社のクーベルチュールと

国産最高級のクーベルチュールを複数ブレンド

カカオ分 70％の深みと自然なほろ苦さを生かした濃厚で甘美な味わい

大人が愉しむ贅沢なおいしさ
チョコレートラスクル

日本で初めての抹茶地域ブランド認定産地

「西尾の抹茶」を使用した　味わい深く　ほろ苦い

抹茶チョコレートをラスクにコーティングしました

香ばしいラスクと濃厚な抹茶の深い味わいをお楽しみください

味わい深く　ほろ苦い抹茶のラスク

品番 W30

チョコレートラスクル
〈6袋入〉

852円（税込920円）

［内容］6袋（6枚）
ラスクル 1枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日まで

Ruskl

Matcha 西尾の
抹茶使用

今年もシベールから
冬だけの “ チョコレートラスク ” お届けします

2 3※抹茶チョコラスクは「抹茶」に、チョコレートラスクルは「ラスクル」に、つぶつぶ苺チョコラスクは「つぶつぶ苺」に省略して表示しております。
※チョコがけのラスクは、コーティングされたチョコレートが溶けないよう涼しいところ（25℃以下）で保存してください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。



品番 P08

プチラスク
フレンチサラダ

436円（税込470円）

［内容］60g
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし×品番 P06

プチラスク
燻製ベーコン

436円（税込470円）

［内容］60g
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし×品番 P10

プチラスク
チーズ

436円（税込470円）

［内容］60g
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし×
袋にバラ入り

大きさは無選別60gの
食べきりサイズ

約20枚前後
入ってます

ひとくち

サイズで

堅い食感

ガリ
ッ！
ボリッ

！

品番 C51

冬のプチラスクセット B

2,306円（税込2,490円）

［内容］プレミアムバター・ガーリック 2枚入×各6袋
プチラスク 3種  60g×各1袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可 品番 C52

冬のプチラスクセット C

1,306円（税込1,410円）

［内容］3種  60g×各1袋　
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可品番 C50

冬のプチラスクセット A

3,871円（税込4,180円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各4袋
プレミアムバター・ガーリック 2枚入×各6袋
プチラスク 3種  60g×各1袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可

New!
スモーキーな香りと
濃厚なベーコンの旨味
ブラックペッパーが
噛むほどヤミツキに

燻製ベーコン

ビネガーの程よい
酸味がクセになる
爽やかなおつまみラスク

フレンチサラダ
カマンベールチーズの
独特の香りと
濃厚でコクのある
味わいが広がる
ワインのおともにもピッタリの
新しいフレーバー

チーズ

笑顔がつながる　
仕合わせのスイーツ
今年も　離れて暮らす　ご家族やご友人の方と

なかなかお会いすることができなかった一年だったのではないでしょうか

直接お会いすることができなくても

お菓子と一緒に「お元気ですか」「がんばってね」「いつもありがとう」

そんな気持ちを贈りませんか？

心温まるような　おうち時間が楽しくなるような

お菓子をご用意しました

濃厚なおいしさと　

ガリッボリッ　としたハードな食感

ひとくちサイズのおつまみ系スナックラスク

お酒のおともにもどうぞ

プチラスク

※包装やのしは承っておりません。
※プチラスクは堅さが特徴のお菓子です。ご年配の方やお子様は特にお気をつけてお召しあがりください。
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※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。
※抹茶チョコラスクは「抹茶」に、チョコレートラスクルは「ラスクル」に、つぶつぶ苺チョコラスクは「つぶつぶ苺」に省略して表示しております。
※チョコがけのラスクは、コーティングされたチョコレートが溶けないよう涼しいところ（25℃以下）で保存してください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。



【 プレミアムバター 】

Rusk France

Premium Butter
ラスク フランスのおいしさのひみつは

職人たちの丁寧な手仕事によって作りあげる本物のフランスパンにあります

型に入れずにのびのびと焼きあげるため　生地が膨らむ際に大小の小さな穴があきます

私たちはこれを【おいしいポケット】と呼んでいます

このポケットにフレッシュバターがしっかりと染み込み

シベールならではのラスクのおいしさが広がるのです

ラスクのためにフランスパンを焼く

品番 F09

ラスク フランス 
プレミアムバター〈S箱〉

1,000円（税込1,080円）

［内容］12袋（24枚）
プレミアムバター  2枚入×12袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F03

ラスク フランス 
プレミアムバター〈S缶〉

1,500円（税込1,620円）

［内容］18袋（36枚）
プレミアムバター  2枚入×18袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可品番 F02

ラスク フランス 
プレミアムバター〈M缶〉

2,200円（税込2,376円）

［内容］28袋（56枚）
プレミアムバター  2枚入×28袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可 包装のし可

品番 F01

ラスク フランス 
プレミアムバター〈L缶〉

3,000円（税込3,240円）

［内容］40袋（80枚）
プレミアムバター  2枚入×40袋
［賞味期限］製造日から60日間

送 料 無 料
通販限定

包装のし可

ギフト人気 No.1
たくさんの方に

ご愛菓いただいて
おります

6 7※アレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。



期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日まで

メッセージカードをお付けできます

オリジナルのメッセージカードを3種類ご用意しております。
おいしいお菓子に 心を込めたメッセージを添えて贈りませんか？

※詳しくは26ページをご覧ください。

●お電話…オペレーターにお伝えください。
●FAX・はがき…専用注文書 メッセージカード部分に
　　　　　　　お書きください。
●オンラインショップ…ご注文時にご指定ください。

〈ご希望の方は〉

メッセージは
100文字程度
まで承ります

例えば、送料無料のスイーツ缶と一緒に
他の常温便商品を購入すると同一お届け先の場合、

送料無料でお届けします！

常温便
商品

送料無料
商品

常温便商品と冷凍便商品は同梱できません。！

送料無料商品と
同梱でお得！

2段セット2段セット

品番S15

ラスクギフトセット
〈L箱2段スリーブ〉

4,630円（税込5,000円）

［内容］54袋（108枚）
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル 2枚入×各12袋
ガーリック 2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

品番A44

チョコレートラスクと焼菓子の
ギフトセット〈LL箱〉

6,176円（税込6,670円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各12袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、仕合わせのバトン（4種） 各1本、
マドレーヌ ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

期間限定の
チョコレートラスク

3種類が入った
ギフトセットです

ラスクたっぷり！
2段重ねで包装した

ギフトです

チョコレートラスクと
焼菓子の豪華な
ギフトセット！

包装のし可送 料 無 料
通販限定

品番 F60

ラスクボックスセット
〈36袋入〉

3,000円（税込3,240円）

［内容］36袋（72枚）
プレミアムバター  2枚入×12袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各6袋 
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

品番 S10

ラスク フランス 
スイーツ缶

3,340円（税込3,607円）

［内容］40袋（80枚）
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・
メープル 2枚入×各10袋
［賞味期限］製造日から60日間
※お届けはピンク色の包装紙です。

品番A16

ラスクと焼菓子のギフトセット〈M箱2段スリーブ〉

4,750円（税込5,130円）

［内容］プレミアムバター  2枚入×6袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各3袋
仕合わせのバトン（4種） 各1本、クッキー六重奏（6種） 各1枚、マドレーヌ 4個、マドレーヌ
ショコラ 2個、フィナンシェ 2個、エンガーデン・フロランタン 各1本、ケーク（2種） 各2個
［賞味期限］製造日から30日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

品番W59

チョコレートラスクギフトセット〈L箱2段スリーブ〉

7,065円（税込7,630円）

［内容］63袋（90枚）
ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各12袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル 2枚入×各6袋
ガーリック 2枚入×3袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

このマークがついている商品は送 料 無 料
通販限定

遠くに住んでいる方にも　気持ちをお届けしませんか

日本全国 送料無料でお届け
いたします

 【常温便同梱無料サービス】 

　　　　　　このマークがついている商品と
一緒にお届けすると送料無料です

送 料 無 料
通販限定

品番 F01

ラスク フランス 
プレミアムバター〈L缶〉

3,000円（税込3,240円）

［内容］40袋（80枚）
プレミアムバター  2枚入×40袋
［賞味期限］製造日から60日間

送 料 無 料
通販限定

包装のし可

品番 W58

チョコレートラスク
ギフトセット〈LL箱〉

4,815円（税込5,200円）

［内容］44袋（64枚）
抹茶 1枚入×12袋、ラスクル・つぶつぶ苺 1枚入×各6袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル・
ガーリック 2枚入×各4袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定
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※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。※詰合せ商品の賞味期限は一番短いものを記載しております。
※抹茶チョコラスクは「抹茶」に、チョコレートラスクルは「ラスクル」に、つぶつぶ苺チョコラスクは「つぶつぶ苺」に、メープル +くるみは「メープル」に省略して表示しております。
※チョコがけのラスクは、コーティングされたチョコレートが溶けないよう涼しいところ（25℃以下）で保存してください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。



期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日までWinter Gift

CyBELE

おうち時間が華やぐような

季節限定　チョコレートラスクが入ったギフトセット

【 シベールの冬ギフト 】

品番 A45

チョコレートラスクと
焼菓子のギフトセット〈L箱〉

4,241円（税込4,580円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各8袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、
マドレーヌ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可 品番A46

チョコレートラスクと
焼菓子のギフトセット〈M箱〉

3,297円（税込3,560円）

［内容］
ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各6袋
マドレーヌ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 3個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可 品番A47

チョコレートラスクと
焼菓子のギフトセット〈S箱〉

2,176円（税込2,350円）

［内容］
ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各3袋
マドレーヌ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 3個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可

品番 A44

チョコレートラスクと
焼菓子のギフトセット〈LL箱〉

6,176円（税込6,670円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各12袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、仕合わせのバトン（4種） 
各1本、マドレーヌ ・マドレーヌショコラ 各2個、
フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

品番 W58

チョコレートラスク
ギフトセット〈LL箱〉

4,815円（税込5,200円）

［内容］44袋（64枚）
抹茶 1枚入×12袋、ラスクル・つぶつぶ苺 1枚入×各6袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル・
ガーリック 2枚入×各4袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 W59

チョコレートラスク
ギフトセット〈L箱2段スリーブ〉

7,065円（税込7,630円）

［内容］63袋（90枚）
ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各12袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル 2枚入×各6袋
ガーリック 2枚入×3袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可送 料 無 料
通販限定

冬ギフト 贈る時期とのし紙

【御歳暮】
贈る時期の目安：地域によって差があ
りますが、12月1日～20日頃にお届
けするのが目安です。年々贈る時期が
早まってきており、11月末から贈る方
も増えてきました。

【御年賀・御年始】
贈る時期の目安：地域によって
差がありますが、元旦から松の
内（1月7日）までに、年始挨拶の
手土産として持参する方が多
いようです。

【             　　　】
贈る時期の目安：松の内（1月
7日）過ぎから立春（2月3～4
日）頃までに贈るもの、また喪
中の場合にも使われます。

寒中御見舞・寒中御伺

品番 W55 

チョコレートラスクボックスセット〈36袋入〉
・プレミアムバター 　・ブルーベリー
・メープル 　　　  　・ラスクル
・つぶつぶ苺 　　  　・抹茶

3,686円（税込3,980円）

［内容］36袋（54枚）
プレミアムバター・ブルーベリー・メープル 2枚入×各6袋
ラスクル・つぶつぶ苺・抹茶  1枚入×各6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 W56 

チョコレートラスクボックスセット〈24袋入〉
・プレミアムバター 　・ラスクル
・つぶつぶ苺 　　  　・抹茶

2,686円（税込2,900円）

［内容］24袋（30枚）
プレミアムバター  2枚入×6袋
ラスクル・つぶつぶ苺・抹茶  1枚入×各6袋
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可

※ 12/31～ 1/2までコールセンターはお休みをいただきます。12/30まで、または 1/3以降のご指定日をおすすめします。

包装のし可

包装のし可送 料 無 料
通販限定

10 11※抹茶チョコラスクは「抹茶」に、チョコレートラスクルは「ラスクル」に、つぶつぶ苺チョコラスクは「つぶつぶ苺」に、メープル +くるみは「メープル」に省略して表示しております。
※チョコがけのラスクは、コーティングされたチョコレートが溶けないよう涼しいところ（25℃以下）で保存してください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。※詰合せ商品の賞味期限は一番短いものを記載しております。

2段セット



定番の味5種が楽しめる
人気のセットです

品番 F60
・プレミアムバター 
・ブルーベリー　　・ショコラ
・メープル　　　　・ガーリック

3,000円（税込3,240円）

［内容］プレミアムバター  2枚入×12袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各6袋  

送 料 無 料
通販限定

品番 F40
・プレミアムバター　・ブルーベリー
・ショコラ　　　　  ・メープル

2,000円（税込2,160円）

［内容］プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル 2枚入×各6袋

品番 F41
・プレミアムバター　・ブルーベリー
・メープル　　　　  ・ガーリック

2,000円（税込2,160円）

［内容］プレミアムバター・ブルーベリー・メープル・ガーリック 2枚入×各6袋

ラスクボックスセット〈24袋入〉
［内容］24袋（48枚）　［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可

品番 F20
・プレミアムバター
・ブルーベリー

1,000円
（税込1,080円）

［内容］プレミアムバター・
ブルーベリー  2枚入×各6袋

品番 F21
・プレミアムバター
・ショコラ

1,000円
（税込1,080円）

［内容］プレミアムバター・
ショコラ 2枚入×各6袋

品番 F22
・プレミアムバター
・メープル

1,000円
（税込1,080円）

［内容］プレミアムバター・
メープル 2枚入×各6袋

品番 F23
・プレミアムバター
・ガーリック

1,000円
（税込1,080円）

［内容］プレミアムバター・
ガーリック 2枚入×各6袋

ラスクボックスセット〈12袋入〉
［内容］12袋（24枚）　［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可

定番ラスクのボックスギフト ※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。

ラスクボックスセット
〈36袋入〉
［内容］36袋（72枚）　
［賞味期限］製造日から60日間

包装のし可

品番 S15

ラスクギフトセット
〈L箱2段スリーブ〉

4,630円（税込5,000円）

［内容］54袋（108枚）
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・
メープル 2枚入×各12袋
ガーリック 2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 S10

ラスク フランス 
スイーツ缶

3,340円（税込3,607円）

［内容］40袋（80枚）
プレミアムバター・ブルーベリー・
ショコラ・メープル 2枚入×各10袋
［賞味期限］製造日から60日間
※お届けはピンク色の包装紙です。

送 料 無 料
通販限定

包装のし可
送 料 無 料

通販限定

包装のし可

Rusk Gift
ラスク好きの方へのギフトに

【 ラスクのギフト 】

12 13※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。

※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。
※メープル＋くるみは「メープル」に省略して表示しております。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。

2段セット



期間限定

12月18日まで
お届け 12月25日まで

約22cm 約13cm

メッセージカード

2つ折りです
！クリスマス限定の

　  メッセージカードはいかがですか？
〈クリスマス限定カードをご希望の方は〉
●お電話…オペレーターにお伝えください。
●FAX・申込用紙…ご注文書の通信欄に「クリスマスカード希望」と必要枚数を
 お書きください。
●オンラインショップ…ご注文時に種類をご指定ください。

【 シベールのクリスマス 】

おうちで過ごすクリスマス　
お菓子と一緒に　心はずむひとときを

品番 XM5

Xmasラスク＆焼菓子
スペシャルセット

5,186円（税込5,600円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各4袋、プレミアムバター 2枚入×6袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各2袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、仕合わせのバトン（プレーン・キャラメル）
各2本・（紅茶・ショコラ）各1本、マドレーヌ・マドレーヌショコラ 各3個、
フィナンシェ 2個、焼チョコレート 2個
［賞味期限］製造日から40日間

送 料 無 料
通販限定

数量限定 品番 X18

Xmasラスク＆焼菓子
セット ミニ

1,371円（税込1,480円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺 1枚入×各1袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・
メープル 2枚入×各1袋
マドレーヌ 2個、マドレーヌショコラ 1個、
フィナンシェ 1個
［賞味期限］製造日から40日間

数量限定送 料 無 料
通販限定

数量限定品番 XM6

Xmasラスク＆焼菓子
セット

3,889円（税込4,200円）

［内容］ラスクル・抹茶・つぶつぶ苺  1枚入×各2袋
プレミアムバター・ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 
2枚入×各2袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、仕合わせのバトン（4種）各1本、
マドレーヌ 3個、マドレーヌショコラ 2個、フィナンシェ 2個、
焼チョコレート 2個
［賞味期限］製造日から40日間

品番 MS4

シベールのシュトーレン

2,102円（税込2,270円）

［サイズ］ 約  W220×D100×H75mm
［賞味期限］製造日から30日間
※包装紙での包装やのしは承っておりません。

包装のし×
数量限定

ラム酒とブランデーに漬けこんだ　
クランベリー　アプリコット　白いちじく　
そして 2 種類のレーズンと
マカダミアナッツを　
生地にたっぷりと混ぜ込みました
しっとりと　風味豊かな味わい

包装のし×
数量限定

品番 MS5

シベールのシュトーレン ミニ

1,260円（税込1,360円）

［サイズ］ 約  W130×D70×H45mm
［賞味期限］製造日から30日間
※包装紙での包装やのしは承っておりません。

お届けご希望日が

ある方は必ず

ご指定ください

　　　お酒の風味が強い
商品です。お子さまやお酒が
苦手な方はご遠慮ください。
※粉糖がにじんでいる場合が
ありますが品質には問題

ございません。

シベールのシュトーレン
Stollen

この季節だけのとっておき　しっとり芳醇なシュトーレンが今年も登場です
ご注文はお早めにどうぞ数量限定

14 15
※抹茶チョコラスクは「抹茶」に、チョコレートラスクルは「ラスクル」に、つぶつぶ苺チョコラスクは「つぶつぶ苺」に、メープル +くるみは「メープル」に省略して表示しております。
※チョコがけのラスクは、コーティングされたチョコレートが溶けないよう涼しいところ（25℃以下）で保存してください。
※クリスマス限定包装紙の商品は、包装紙の変更ができません。※数量限定品はなくなり次第終了します。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。 

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。 ※詰合せ商品の賞味期限は一番短いものを記載しております。



2段セット

焼菓子アソートギフト

品番 220

焼菓子アソートギフト〈M箱〉

3,130円（税込3,380円）

［内容］仕合わせのバトン（4種） 各1本、クッキー六重奏（6種） 各1枚、マドレーヌ 4個、マドレーヌ
ショコラ 2個、フィナンシェ 2個、エンガーデン・フロランタン 各1本、ケーク（2種） 各2個
［賞味期限］製造日から30日間　

包装のし可

品番 221

焼菓子アソートギフト〈S箱〉

2,120円（税込2,289円）

［内容］仕合わせのバトン（4種） 各1本、クッキー六重奏（6種） 各1枚、マドレーヌ・マドレーヌ
ショコラ 各2個、フィナンシェ 2個、エンガーデン・フロランタン 各1本
［賞味期限］製造日から40日間　

包装のし可

ラスクと焼菓子のギフトセット

品番 A12

ラスクと焼菓子のギフトセット〈L箱〉

2,770円（税込2,991円）

［内容］プレミアムバター  2枚入×6袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各3袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、マドレーヌ ・マドレーヌショコラ 
各2個、フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可 品番 A13

ラスクと焼菓子のギフトセット〈M箱〉

2,060円（税込2,224円）

［内容］プレミアムバター  2枚入×4袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各2袋
マドレーヌ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 3個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可 品番 A14

ラスクと焼菓子のギフトセット〈S箱〉

1,550円（税込1,674円）

［内容］プレミアムバター  2枚入×6袋
マドレーヌ ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 3個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可

品番 A11

ラスクと焼菓子のギフトセット〈LL箱〉

3,740円（税込4,039円）

［内容］プレミアムバター 2枚入×8袋、ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各4袋
クッキー六重奏（6種） 各1枚、仕合わせのバトン （4種）各1本、マドレーヌ ・マドレーヌショコラ 各2個、フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可品番 A16

ラスクと焼菓子のギフトセット〈M箱2段スリーブ〉

4,750円（税込5,130円）

［内容］プレミアムバター 2枚入×6袋、ブルーベリー・ショコラ・メープル・ガーリック 2枚入×各3袋
仕合わせのバトン（4種） 各1本、クッキー六重奏（6種） 各1枚、マドレーヌ 4個、マドレーヌショコラ 
2個、フィナンシェ 2個、エンガーデン・フロランタン 各1本、ケーク（2種） 各2個
［賞味期限］製造日から30日間

送 料 無 料
通販限定

包装のし可

品番 F11

ラスク フランス 
プレミアムバター〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
プレミアムバター  2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F10

ラスク フランス 
プレミアムバター〈12袋入〉

1,000円（税込1,080円）

［内容］12袋（24枚）
プレミアムバター  2枚入×12袋
［賞味期限］製造日から60日間

定番ラスク
5種類が入った
　　アソート

品番 F12

ラスク フランス 
ブルーベリー〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
ブルーベリー  2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F13

ラスク フランス 
ショコラ〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
ショコラ 2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F14

ラスク フランス 
メープル+くるみ〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
メープル 2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F15

ラスク フランス 
ガーリック〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
ガーリック 2枚入×6袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F16

ラスク フランス 
色
い ろ ど

彩りラスク〈12袋入〉

1,000円（税込1,080円）

［内容］12袋（24枚）
プレミアムバター 2枚入×4袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・
ガーリック 2枚入×各2袋
［賞味期限］製造日から60日間

品番 F19

ラスク フランス 
色
い ろ ど

彩りラスク〈6袋入〉

500円（税込540円）

［内容］6袋（12枚）
プレミアムバター 2枚入×2袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル・
ガーリック 2枚入×各1袋
［賞味期限］製造日から60日間

北海道産

フレッシュバターを溶かし

上澄みだけを使用　

厳選したグラニュー糖をふりかけ

シンプルで上品な味に

プレミアムバター

Premium Butter 
調和のとれた

程よい甘さの中に 

しっかりしたカカオのビター感　

サクサクの食感に仕あげました

ショコラ

Chocolat
ブルーベリー

アメリカ産

ワイルドブルーベリーを

葡萄パンのように丸ごと

生地に練り込みました

Blueberry
青森県田子町産の刻んだ

生にんにくとオリーブ油で

作ったガーリックオイルに　

北海道産フレッシュバターを

ブレンドしました

ガーリック

Garlic
メープルといえば名高い

カナダケベック州産を使用

くるみは本場アメリカ産を厳選　

香ばしさがちがいます

メープル + くるみ

Maple+Walnut

※このページに掲載の商品は、
　包装やのしは承っておりません。

包装のし×

Rusk France 5 f lavor

16 17
※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。 ※詰合せ商品の賞味期限は一番短いものを記載しております。 ※メープル +くるみは「メープル」に省略して表示しております。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。 



品番322／S

品番 171／ L缶

品番 267／ 12個入 品番 262／ 8個入

フレッシュバターと
オレンジ花水の香りが
ほんのり
ブルターニュ産の海塩が
味のアクセント

マドレーヌ

しっとりとした
口当たりの濃厚な
チョコ味のマドレーヌ
チョコ好きな方にも
きっと喜ばれる味わいです

マドレーヌショコラ

アーモンドプードルと
砂糖  卵白に
焦がしバターをくわえて
風味豊かに
焼きあげました

フィナンシェ

フロランタン
アーモンドヌガーを
焼き込み
木苺のジャムを
アクセントに

エンガーデン
くるみとキャラメルを
相性のよいビスケットで
サンドしました

包装のし可品番 294

エンガーデン・フロランタン
〈12本入〉

2,492円（税込2,691円）

［内容］エンガーデン・フロランタン 各6本
［賞味期限］製造日から40日間

プレーン紅茶

ショコラキャラメル

品番 254／ 24 本入

マカダミアアーモンド

ヘーゼル
ナッツ

アーモンド
ショコラ

米
（山形県産）

クルミ
ショコラ

小麦粉と山形県産
つや姫の米粉をブレンド

シベールの杜 バウムクーヘン

品番 320 〈L〉 3,000円（税込3,240円）

［サイズ］約  直径19cm×高さ8 .5cm

品番 321 〈M〉 2,000円（税込2,160円）

［サイズ］約  直径19cm×高さ5 .5cm

品番 322 〈S〉 1,530円（税込1,652円）

［サイズ］約  直径14cm×高さ6 .5cm

品番 323 〈ミル〉　950円（税込1,026円）

［サイズ］約  直径14cm×高さ4 .5cm　［賞味期限］製造日から30日間

包装のし可

包装のし可品番 324

バウムクーヘンカット〈12個入〉

2,010円（税込2,170円）

［内容］12個　［賞味期限］製造日から30日間

ノートルメチエ詰合せ

品番 266 〈18個入〉2,300円（税込2,484円）

［内容］マドレーヌ ・マドレーヌショコラ・フィナンシェ 各6個

品番 267 〈12個入〉1,550円（税込1,674円）

［内容］マドレーヌ ・マドレーヌショコラ・フィナンシェ 各4個

品番 268 〈8個入〉 1,000円（税込1,080円）

［内容］マドレーヌ 4個、マドレーヌショコラ 2個、フィナンシェ 2個
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可 包装のし可マドレーヌ

品番 260 〈18個入〉2,040円（税込2,203円）

品番 261 〈12個入〉1,420円（税込1,533円）

品番 262 〈8個入〉    940円（税込1,015円）

［賞味期限］製造日から40日間

サックリ！ と軽い焼きあがりのなかに　香ばしい  豊かな味わい
ひとくちサイズで厚みがあるクッキー

クッキー六重奏

シベールの杜 バウムクーヘン 一層一層　しっとりと生地をかさねた やさしい味わい
年輪をかさねるように時間をかけて　しっとり　ふんわりと焼きあげました

NotreMétier（ノートルメチエ）　私たちの手仕事　
いいものはいい　いいものを正直に作る　これが私たちのお菓子作りの哲学です

ノートルメチエ

クッキー六重奏

品番 171 〈L缶〉60枚入 3,050円（税込3,294円）

［内容］6種各10枚　

品番 172 〈M缶〉36枚入 1,950円（税込2,106円）

［内容］6種  各6枚　

包装のし可

品番 173 〈S箱〉18枚入    910円  （税込982円）

［内容］6種  各3枚　
［賞味期限］製造日から50日間

包装のし可品番 282

ケーク〈10個入〉

2,060円（税込2,224円）

［内容］2種各5個　［賞味期限］製造日から30日間

ドライフィグ（いちじく）などの
フルーツがふんだんに入ったケーク
山形県ワインの高畠ルージュや
ラム酒も薫る本格派

フルーツミックス
オレンジ果皮が入った
フルーティーなオレンジ生地と
厳選したココアパウダーを用いた
ショコラ生地の黄金の組合せ

オレンジショコラ

ナッツのおいしさが　ぎゅっと詰まった焼菓子エンガーデン＆フロランタン

仕合わせをつなぐバトンの形の 4 種のスティックケーキ
贈り物にも人気です仕合わせのバトン

仕合わせのバトン

品番 254 〈24本入〉3,190円（税込3,445円）

［内容］4種  各6本

品番 252 〈12本入〉1,650円（税込1,782円）

［内容］4種  各3本
［賞味期限］製造日から40日間

包装のし可

厚みがある贅沢な

パウンドケーキです

ケーク

Cake

18 19※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日（バウムクーヘンは 1週間）いただきますので各店舗にお問合せください。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。

エンガーデンは商品の性質上、割れやすい商品です。万全の注意を払って製造・梱包しておりますが、割れる場合もございますので、何卒ご了承くださいませ。

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。



品番 277／ 6 個入

ラスクの無選別 バラ詰めジッパー付パック

450円（税込486円）　［内容］150g　［賞味期限］製造日から60日間

品番 PA2

お得プレミアム
バターラスク〈30袋入〉

2,160円（税込2,332円）

［内容］30袋（60枚）
プレミアムバター  2枚入×30袋

品番 PA4

お得
ガーリックラスク〈30袋入〉

2,160円（税込2,332円）

［内容］30袋（60枚）
ガーリック 2枚入×30袋

品番 PA1

お得プレミアム
バターラスク〈50袋入〉

3,600円（税込3,888円）

［内容］50袋（100枚）
プレミアムバター  2枚入×50袋

品番 PA3

お得
スイーツラスク〈50袋入〉

3,600円（税込3,888円）

［内容］50袋（100枚）
プレミアムバター  2枚入×20袋
ブルーベリー・ショコラ・メープル 2枚入×各10袋

ラスク フランス お得パック ［賞味期限］製造日から60日間

※包装やのしは承っておりません。包装のし×

※包装やのしは承っておりません。包装のし×

品番 P21

ラスク フランス
プレミアムバター

〈バリューパック〉

品番 P23

ラスク フランス
ショコラ

〈バリューパック〉

品番 P24

ラスク フランス
メープル+くるみ

〈バリューパック〉

品番 P25

ラスク フランス
ガーリック

〈バリューパック〉

品番 P22

ラスク フランス
ブルーベリー

〈バリューパック〉

1袋あたり
20枚前後
入ってます

※無選別のため大きさに　　
　バラつきがあるものや　
　割れたものも入ります。

ムーミン
フルーツジャム
専用の紙袋を
お付けします

山形ラ・フランス山形
さくらんぼ いちご

山形県高畠町にある
株式会社セゾンファクトリー

品質と鮮度にこだわった食材を選び
人の手の力でものづくりをしています

世界中で愛されているムーミン
ムーミンとシベールの
ナチュラルな世界観が

マッチしたコラボ商品です

フルーツジャム

ショコラプレーン

品番 292

仕合わせうさぎ〈6個入〉

630円（税込680円）

［内容］プレーン・ショコラ 各3個　
［賞味期限］製造日から40日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

甘酸っぱい
ラズベリーと
ほろ苦いショコラの
おいしさの
ハーモニー

ラズベリーショコラ

シベール自慢のラスクフランスを細かく砕いて
チョコレートと混ぜ合わせました
濃厚なチョコレートと　ざくっ　ほろっとした
食感がおいしいひとくちスイーツ

corori 〜ころり〜

品番 277

焼チョコレート〈6個入〉

1,070円（税込1,155円）

［内容］6個　［賞味期限］製造日から40日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし× 品番 278

焼チョコレート〈3個入〉

580円（税込626円）

［内容］3個　［賞味期限］製造日から40日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

品番 245

ラズベリーショコラ〈7個入〉

1,260円（税込1,360円）

［内容］7個入　［賞味期限］製造日から50日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×品番 255

山形 ラ・フランスガレット
〜女王様のソフトガレット〜〈7個入〉

1,100円（税込1,188円）

［内容］7個入　［賞味期限］製造日から30日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

ベルギー産の最高級チョコレートと
フレッシュな生クリームを使って焼きあげました

焼チョコレート
栗づくしのマロンパイ
粒入りのマロンペーストをパイ生地で包み
上には大きな栗をまるごと 1 粒のせた
ボリュームたっぷりのパイです

シベール畑のマロンパイ

品番 256

山形 ラ・フランスパイ
〜女王様のソフトパイ〜〈6個入〉

1,160円（税込1,252円）

［内容］6個入　［賞味期限］製造日から30日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

品番 243

シベール畑の
マロンパイ〈5個入〉

1,150円（税込1,242円）

［内容］5個入　
［賞味期限］製造日から30日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

うさぎのかたちに焼きあげた
かわいいマドレーヌ

仕合わせうさぎ

ラ・フランスのジャムと
相性抜群のクリームチーズを
発酵バターが香る
口あたりがソフトな
ガレットで包みました

山形 ラ・フランスガレット
芳醇な香りと果実感を
そのままに仕あげた
ラ・フランスジャムを
パイ生地で包み
焼きあげました

山形 ラ・フランスパイ

品番 MF1

ムーミン  
フルーツジャム〈3種入〉

2,278円（税込2,460円）

［内容］3種  各1個（1瓶155g）
［賞味期限］製造日から180日間

包装のし×

※お届け商品は記載の賞味期限の半分
　以上を有したものをお届けします。
※賞味期限は未開封の状態の日にちです。開封後は
　冷蔵庫に保管の上、お早めにお召し上がりください。

・専用の箱でお届けします。包装・のし掛けはできません。・3 種セットでの販売になります。単品販売はございません。
・紙袋は 1 セットにつき 1 枚お付けいたします。紙袋だけお譲り、販売はしておりません。

品番 CR1

corori〜ころり〜

720円（税込777円）

［内容］12個入　［賞味期限］製造日から90日間
※包装やのしは承っておりません。

包装のし×

ラスク フランス バリューパック

20 21※メープル＋くるみは「メープル」に省略して表示しております。
※詰合せ商品の中身の詰替え、変更はいたしかねますので、ご了承ください。※お届け商品は記載の賞味期限より短くなります。

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。



冷凍便送料 1 梱包
※冷凍便と常温便は別梱包になります

税込6,000円 未満は 送料968円（税込） 税込6,000円 以上は 全国送料無料

おいしさそのままに　食卓にお届け
冷凍商品シリーズ「LE GRAIN」

ル・グレン

いつも頑張っているあの人へ　自分へのごほうびに

作りたてのおいしさそのままにお届けする冷凍スイーツをどうぞ

冷凍
デザート

期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日まで

期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日まで

期間限定

1月15日まで
お届け 1月20日まで

Frozen Dessert

New!
チョコレートムースコーヒー風味の

クリーム

スポンジ
コーヒー×ショコラ　ちょっぴりビターな
大人のクリスマスケーキ
チョコレートムースにコーヒー風味のクリームと　

2 種のスポンジを重ねた　少しビターで大人っぽい味わい

クレープ生地をうすく焼いて砕いたフィヤンティーヌが

サクサクとした食感でおいしさを引き立てます

ビロードのような表面の　シンプルで上品なケーキは

贈り物にも　自分へのごほうびにもぴったりです

品番 840

ビッシュ・ド・カフェショコラ
［冷凍］

3,000円（税込3,240円）

［サイズ］約  長さ16 .5cm×高さ5 .5cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

包装のし×

冷 凍 商 品

りんごの
シロップ煮

サクサクのタルトにカスタードソースと
キャラメルを絡めたりんごがぎっしり
レーズンがアクセント

シブーストクリームは
口あたりの軽い
カスタードクリーム

［内容］各商品  1個　［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間　※セット内容の変更はいたしかねますので、ご了承ください。※冷凍商品に限り同梱可能、送料無料です。

品番 G48

冬の冷凍ケーキセット  ［冷凍］

通常9,000円（税込9,720円）のところ

8,093円（税込8,740円）

冷 凍 商 品送 料 無 料
通販限定

お得な冷凍ケーキセット 包装のし×

りんごのキャラメル
シブースト

ビッシュ・ド・
カフェショコラ

和栗のモンブラン

ふわふわカスタードと 
りんごのシャキシャキ感
まわりにも下にもりんごがいっぱい
あまずっぱいりんごとキャラメルの香りが
口に広がる期間限定のタルト

愛媛県の四万十川源流域で採れる　
えひめ四万十源流和栗のクリームを
たっぷりと絞ったモンブランタルト
タルト台の中とトッピングにも
栗をあしらいました
栗のおいしさを存分に楽しめるタルトです

品番 824

りんごのキャラメルシブースト［冷凍］

3,000円（税込3,240円）

［サイズ］ 約  直径15cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品 包装のし×

品番 836

和栗のモンブラン［冷凍］

3,000円（税込3,240円）

［サイズ］ 約  直径15cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品 包装のし×

和栗を使用した
モンブランクリーム

赤えんどう豆入の
黒糖生クリーム アーモンドタルトにも

渋皮栗を入れました

サクサク食感の
フィヤンティーヌ ショコラスポンジ

22 23
※冷蔵庫で 6～ 8時間程度で解凍されます。（常温で解凍すると品質が劣化いたしますのでご注意ください。）※半解凍でアイスケーキ風にお召しあがりいただけます。
※解凍後は半生菓子になりますので、記載の賞味期限にかかわらず、冷蔵庫に保存のうえ、お早めにお召しあがりください。※常温商品と冷凍商品を同時にお買い求めいただいた
場合は、同一お届け先でも別梱包でのお届けになり、送料もそれぞれかかります。

※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。※冷凍商品の包装やのしは承っておりません。



アレルギー
※原材料などの一部変更に伴い、含まれるアレルギー特定原材料が変更になる場合がございます。

商品名 アレルギー
卵 乳

成
分

小
麦

オ
レ
ン
ジ

く
る
み

大
豆

も
も

り
ん
ご

ゼ
ラ
チ
ン

豚
肉

ご
ま

ラスク フランス プレミアムバター ● ●

ブルーベリー ● ●

ショコラ ● ● ●

メープル＋くるみ ● ● ● ●

ガーリック ● ●

チョコレートラスクル ● ● ●

つぶつぶ苺チョコラスク ● ● ●

抹茶チョコラスク ● ● ●

プチラスク 燻製ベーコン ● ● ● ●

フレンチサラダ ●

チーズ ● ●

シベールのシュトーレン ● ● ● ● ●

ケーク オレンジショコラ ● ● ● ● ● ●

フルーツミックス ● ● ● ● ●

仕合わせのバトン プレーン ● ● ● ●

紅茶 ● ● ● ●

ショコラ ● ● ● ●

キャラメル ● ● ● ●

クッキー六重奏 アーモンド ● ● ● ● ●

アーモンドショコラ ● ● ● ●

クルミショコラ ● ● ● ● ●

ヘーゼルナッツ ● ● ● ●

マカダミア ● ● ● ●

米 ● ● ● ●

マドレーヌ ● ● ●

マドレーヌショコラ ● ● ●

フィナンシェ ● ● ● ●

シベールの杜 バウムクーヘン L・M・S・ミル・カット ● ● ● ● ●

エンガーデン ● ● ● ● ●

フロランタン ● ● ● ● ●

山形 ラ・フランスパイ ● ● ● ● ●

山形 ラ・フランスガレット ● ● ● ● ●

ラズベリーショコラ ● ● ●

焼チョコレート ● ● ● ●

シベール畑のマロンパイ ● ● ● ● ●

corori 〜ころり〜 ● ● ●

仕合わせうさぎ プレーン ● ● ●

ショコラ ● ● ●

ムーミン  フルーツジャム 山形ラ・フランス

山形さくらんぼ

いちご

ビッシュ・ド・カフェショコラ ● ● ● ● ● ● ●

りんごのキャラメルシブースト ● ● ● ● ● ● ●

和栗のモンブラン ● ● ● ● ●

ドゥ・フロマージュ ● ● ● ● ●

ドゥ・ショコラ ● ● ● ● ●

ブリュレバウム ● ● ●

ティラミスバウム ● ● ● ●

カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ

ア
ー
モ
ン
ド

冷凍便送料 1 梱包
※冷凍便と常温便は別梱包になります

税込6,000円 未満は 送料968円（税込） 税込6,000円 以上は 全国送料無料

ドゥ・ショコラドゥ・フロマージュ

［内容］各商品  1個　［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間　
※セット内容の変更はいたしかねますので、ご了承ください。
※冷凍商品に限り同梱可能、送料無料です。

品番 703

フロマージュ＆ショコラセット ［冷凍］

通常 税込価格3,348円+送料968円
＝4,316円のところ

3,580円（税込3,866円）

冷 凍 商 品送 料 込 み
通販限定 包装のし×

品番 702

ドゥ・ショコラ［冷凍］

1,550円（税込1,674円）

［サイズ］約  直径12cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品 包装のし× 品番 701

ドゥ・フロマージュ［冷凍］

1,550円（税込1,674円）

［サイズ］約  直径12cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品 包装のし×

とっても濃厚で贅沢なショコラケーキ　
ビター＆まろやかな二層のムースに　
飴がけヘーゼルナッツが
効いた大人のテイスト

イタリア産のマスカルポーネレアチーズと　
デンマーク産クリームチーズの奏でる
チーズの競演

品番 704

ブリュレバウム［冷凍］

1,500円（税込1,620円）

［サイズ］約  直径11cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品
包装のし×

品番 705

ティラミスバウム［冷凍］

1,500円（税込1,620円）

［サイズ］約  直径11cm×高さ4cm
［賞味期限］出荷日から冷凍で60日間

冷 凍 商 品
包装のし×

バウムクーヘンの真ん中に
バニラが薫る
カスタードクリームを詰め
カラメルを焦がした　
クレームブリュレ仕立ての
バウムクーヘン

マスカルポーネチーズの
クリームを
バウムクーヘンに詰め
上からココアパウダーをかけた
ティラミスのような
バウムクーヘン

▲冷蔵庫で1.5〜2時間ぐらい半解凍してアイスケーキのような状態がおいしくお召しあがりいただけるベストタイミングです

▲冷蔵庫で6〜8時間ぐらいで解凍されます

Frozen Baum
フローズンバウム

※解凍後、中心のクリームが柔らかくなります。解凍後はお早めにお召しあがりください。
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※各商品のアレルギーにつきましては 25ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。お取り寄せに 4～ 5 日いただきますので各店舗にお問合せください。※冷凍商品の包装やのしは承っておりません。
※解凍後は半生菓子になりますので、記載の賞味期限にかかわらず、冷蔵庫に保存のうえ、お早めにお召しあがりください。※常温商品と冷凍商品を同時にお買い求めいただいた
場合は、同一お届け先でも別梱包でのお届けになり、送料もそれぞれかかります。



店舗の
ご案内

山形・宮城・山梨に直営店がございます
各店舗の営業時間、定休日はホームページ　https://cybele.co.jp/website/store_list.php をご覧ください。

包装・のし

このマークがついている商品は
包装し、ご希望により、
のしを掛けることができます。

手提げ袋

メッセージカード
オリジナルのメッセージカードを
お付けいたします。

サービスのご案内
ご用途にあわせ、下記のサービスをぜひご利用ください。ご注文時にお申し付けください。

シベールオリジナルの包装紙
に包んでお届けいたします。

※ デザインが変更になる場合
があります。
※ 一部の商品は、専用の包装紙
でお包みしております。

包装のし可

ご希望の方に商品サイズに合わせて手提げ袋をお付けいたします。ご注文の際にお申し付けください。

ポリ袋

シベールのロゴが入ったシンプルなデザインです。
※デザインが変更になる場合があります。

紙袋

変更になりました

祝結び   蝶結び（一般的なお祝い事）

結切  水引5本（繰り返さない事）

表書き

表書き

用途

用途

御歳暮・御年賀
内祝・御礼
出産祝・御祝

御見舞
内祝・御礼・快気祝

お見舞い用
お見舞いお返し

祝結切  水引10本（婚礼用）

表書き 用途

結婚祝・寿・御祝
内祝・御礼

婚礼用
お祝いお返し

蓮  蓮の模様入り（仏事用）

黄白  （仏事用）

表書き

表書き

用途

用途

志・御供・粗供養

志・御供・粗供養

仏事用

仏事用

熨斗鮑なし 結切  水引5本（繰り返さない事）

表書き 用途

御見舞
御礼

災害、お見舞い用
お見舞いお返し

ご指定の表書き・お名前をお入れします。のしは包装紙の上に外掛けいたします。
※仏事用のしは、水引の色を2種類ご用意しております。どちらかご指定ください。（地方の風習によりのしの種類が異なります。）
※のしは外掛けとなります。

ご挨拶
お祝いお返し
お祝い

①ベージュ

14.8
cm

10cm

②リーフ

14.8
cm

Shall we have a tea break? Shall we have a tea break? 

10cm

③ピンク

14.8
cm

10cm

●2つ折タイプです。（封筒は付きません）
●メッセージはお客様が希望される内容を入力いたします。
※メッセージは100文字程度まで承ります。
●カードの枚数はご注文商品個数以内とさせていただいております。
※メッセージカードの種類のご指定がない場合は、
　こちらでご用意させていただきます。
※デザインが変更になる場合があります。

商品のお申込の際にご記入いただきました個人情報につきましては、厳重な管理のもと 1.ご注文商品の配達・お支払いに関する業務 2.ご注文いただいた件についてのお問合せ　
3.弊社からの情報提供 の目的に使用させていただきます。尚、お届け先様へのDM等の発送はいたしません。

【お客様の個人情報のお取扱いについて】

●FAX 用
　ご注文書
　記入例

先日は、 素敵な贈り物を

ありがとうございました。

ラスクでお茶にして

くださいね。

1

3

2

現在、楽天市場に出店しております。楽天市場店では、商品・商品価格・送料がカタログ掲載のものと異なる場合がございます。
【通販ショッピングモールでの商品取扱いについて】

ご注文方法 　 4つの方法からお選びください　12/31～1/2はお休みをいただきます

通信販売のご利用方法

電話
〈受付時間9：00～17：30〉

®  0120-39-7702
※お急ぎの場合は午前中にお電話でのご注文をおすすめいたします。※12/31～1/2はフリーダイヤルがつながりません。

F A X  

〈24時間受付〉

®  0120-39-7703
※お届け希望日がある方は、「お届けご希望日」欄に、FAX送信日から7日以降の日付をご記入ください。
※ご記入がない場合は、ご用意ができ次第発送いたします。※非通知設定でご使用の場合、先に186を押してください。

はがき 〒990-2338 山形市蔵王松ケ丘 2-1-3
株式会社 シベール 受注センター行

オンラインショップ  

〈24時間受付〉

https://www.ruskfrance.net

ここからアクセス ⬇

「シベール　通販」で検索してください。 検索シベール　通販

※お届け希望日は、投函日から10日以降の日付をご記入ください。
※お届け希望日のご記入がない場合は、ご用意ができ次第発送いたします。
※土曜・日曜・祝日は、郵便の集荷・配達はありませんので、
　日付に余裕を持ってご注文ください。

コンビニエンスストア・
郵便局

●払込票は、ご依頼主様へお送りいたします。ご自宅以外のお届け先へ発送の場合は商品発送後にご依頼主様へ
　払込票を郵送いたします。万一、お手元に届かない場合は、恐れ入りますが弊社までご連絡ください。
●払込票到着後、1週間以内にコンビニエンスストア・郵便局からお支払いください。
●お支払い手数料は無料です。

クレジット決済
オンラインショップのみ

オンラインショップでのご注文にのみ、ご利用いただけます。　※詳しくはオンラインショップをご覧ください。

お支払いについて　

送料について　 ※送料の消費税率は10%となります。

お届け先
1ヶ所1梱包につき 常温便 冷凍便

税込6,000円以上 無料 無料

税込6,000円未満 税込743円 税込968円

全国 送料無料お届け先1ヶ所 1梱包につき
常温便・冷凍便 それぞれが 税込6,000円以上は

※テナントなどの店舗では、上記料金が適用にならない場合がありますので、ご了承ください。※お届け先が複数の場合も、それぞれ上記の料金となります。

このマークがついている商品は、
このカタログ有効期間中、送料無料です。

【常温便同梱無料サービス】 送料無料商品と
一緒にお届けする常温便商品は送料無料です。

常温便
商品送料無料

商品
送 料 無 料

通 販 限 定

常温商品と冷凍商品は同じ
お届け先でも別梱包となり、送料も
それぞれでの計算となります。

このマークがついている商品は、
冷凍便でお届けいたします。

冷 凍 商 品

お届けについて

・お届けのご指定がある場合は、指定日に合わせて発送いたします。　・離島など一部、冷凍商品をお届けできない地域がございます。
・地震・台風・大雪などの気象状況、交通その他の事情により、お届けご指定日の配達に遅延が生じる場合がございます。

●ご注文からお届けまで、地域にもよりますが、7～10日ほどお時間を頂戴いたします。（ご注文が混み合っている時など、多少お時間を頂戴する場合がございます）
●一部地域で、お届け日、時間帯の指定をお受けできない場合がございます。

・賞味期限は個々の商品に記載しておりますが、できたての味と香りをお楽しみいただけますよう、お早めのお召しあがりをおすすめいたします。
・カタログの有効期限内でも商品パッケージや内容は予告なく変更になる場合がございます。また、販売を終了する場合もございます。
・ご注文のご変更はご注文日の翌日正午までに、お電話にてご連絡ください。（お急ぎで承った場合、ご変更できませんのでご了承ください）
・ご返品は、未開封の商品に限り、商品到着後10日以内に送料弊社負担（着払）にてお受けいたします。

【シベールからのお願い】

ご注文は余裕を

持ってお早めにお願
い

いたします
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おいしい空気　おいしい水　自然豊かな　山形蔵王の麓にある麦工房からお届けいたします

両側の切り口の断面をぴったり合わせて保存
そうすると、おいしさが長持ちします！

真ん中から切って端に向かって
薄くスライスしていただきます

クリスマスを待ちながら少しずつスライスしてお召しあがりいただくのが本場 ドイツの食べ方です　時間が経つほどに おいしさがなじみます

このカタログは
「ベジタブルインキ」と環境を守る
FSCⓇ認証紙を使用しています。

株式会社 シベール　〒990-2338 山形市蔵王松ケ丘2-1-3　
TEL　   0120-39-7702　FAX　   0120-39-7703　
www.ruskfrance.net

［差出人］（株）エルネット  
［返還先］ 株式会社シベール内エルネット発送代行事務局　
　　　　 〒990-2338 山形市蔵王松ケ丘2-1-3
 

約22cm 約13cm

※粉糖がにじんでいる場合がありますが品質には問題ございません。
※包装紙での包装やのしは承っておりません。
※各商品のアレルギーにつきましては 25 ページをご覧ください。
※店舗ではお取扱いしていない商品がございます。
　お取り寄せに 4 ～ 5  日いただきますので各店舗にお問合せください。

品番 MS4

シベールの
シュトーレン

2,102円（税込2,270円）

［サイズ］ 約  W220×D100×H75mm
［賞味期限］製造日から30日間

包装のし×
数量限定

品番 MS5

シベールの
シュトーレン ミニ

1,260円（税込1,360円）

［サイズ］ 約  W130×D70×H45mm
［賞味期限］製造日から30日間

包装のし×
数量限定

この季節だけのとっておき 
芳醇なおいしさのシュトーレン

お酒の風味が強い商品です。
お子さまやお酒が苦手な方はご遠慮ください。

ラム酒とブランデーに漬けこんだ　クランベリー　アプリコット　白いちじく
そして 2 種類のレーズンとマカダミアナッツを　生地にたっぷりと混ぜ込み　より一層しっとりと　風味豊かな味わいになりました

 シベールのクリスマス 
期間限定

12月18日まで
お届け 12月25日まで

※シュトーレンは数量限定となります。お早めにご注文ください。


