
はちみつ焼菓⼦ギフト
商品番号 7801185

￥1,836-（税込）

果実を思わせる爽やかな⾹りのスペ
イン産オレンジのはちみつと、はち
みつのみの⽢さで仕上げたフィナン
シェ・マドレーヌの詰め合わせです。

はちみつサブレギフト２
商品番号 7801187

￥2,160-（税込）

ハーブを思わせる爽やかな⾹りのスペ
イン産タイムのはちみつと、ローズマ
リーのはちみつのみで⽢みをつけ、ゲ
ランドの塩を使⽤した、塩味の効いた
サブレの詰め合わせです。

焼き菓⼦ギフト ナチュール
/シトロン/エルブサレ
商品番号 7801193

￥3,294-（税込）

お酒のおつまみにもあう塩味に仕上
げた「ナチュール」と「エルブサ
レ」。イタリア産レモンのはちみつ
のやさしい⽢さが、レモンピールの
酸味とほろ苦さを引きたてる、爽や
かな⾵味の「シトロン」の詰め合わ
せです。

焼き菓⼦ギフト
ナチュール/シトロン
商品番号 7801191

￥1,836-（税込）

お酒のおつまみにもあう塩味に仕上
げた「ナチュール」。イタリア産レ
モンのはちみつのやさしい⽢さが、
レモンピールの酸味とほろ苦さを引
きたてる、爽やかな⾵味の「シトロ
ン」の詰め合わせです。

はちみつサブレギフト１
商品番号 7801186

￥2,646-（税込）

練乳のようなミルキーな味わいの
ニュージーランド産ホワイトクロー
バーのはちみつと、ハンガリー産アカ
シアをたっぷり塗り込みしっとりと仕
上げたプレーンサブレの詰め合わせで
す。

はちみつフロランタンギフト
商品番号 7801188

￥2,268-（税込）

ナッツを思わせる⾹ばしい⾵味のスペ
イン産アーモンドのはちみつと、キャ
ラメルとアーモンドを乗せて焼き上げ
たはちみつフロランタンの詰め合わせ
です。

焼き菓⼦ギフト
ナチュール/フロランタン
商品番号 7801192

￥1,890-（税込）

お酒のおつまみにもあう塩味に仕上
げた「ナチュール」。サブレにキャ
ラメルとアーモンドを乗せて焼き上
げたフランス菓⼦「フロランタン」
の詰め合わせです。

焼き菓⼦ギフト ナチュール
/エルブサレ/フロランタン
/ビスコッティー
商品番号 7801194

￥3,402-（税込）

お酒のおつまみにもあう塩味に仕上
げた「ナチュール」と「エルブサ
レ」。キャラメルのカリッとした⾷
感、コクのあるはちみつの⾹りが楽
しめる「フロランタン」。噛むほど
にアーモンドの⾹りとはちみつの⽢
みが広がる「ビスコッティー」の詰
め合わせです。
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フィナンシェ オミエル ナ
チュール (東京はちみつ) 
1個
商品番号 5747001

￥270- (税込)

東京はちみつのみの⽢さで仕上げた
はちみつフィナンシェ。程よいコク
とさっぱりとした後味です。※画像
はイメージです。マドレーヌ1個⼊
りの商品です。

マドレーヌ オ ミエル 1個
商品番号 5730001

￥270-（税込）

はちみつのみの⽢さでふっくらしっ
とりと仕上げたはちみつマドレーヌ。
レモンが爽やかに⾹ります。※画像
はイメージです。マドレーヌ1個⼊
りの商品です。

サブレ オ ミエル ナチュール
商品番号 5723001

￥810-（税込）

砂糖を⼀切使⽤せず、ハンガリー産ア
カシアのはちみつと発酵バターをたっ
ぷり使⽤したサブレです。はちみつを
サブレの表⾯にしっとりと塗りこみま
した。はちみつの味わいがダイレクト
に感じられます。

フィナンシェ オ ミエル オ
ランジュ 1個
商品番号 5732001

￥324-（税込）

スペイン産オレンジのはちみつのみ
の⽢さで仕上げたビターオレンジ⾵
味のはちみつフィナンシェ。※画像
はイメージです。マドレーヌ1個⼊
りの商品です。

サブレ オ ミエル エルブサ
レ
商品番号 5725001

￥864-（税込）

砂糖を⼀切使わずにスペイン産ロー
ズマリーのはちみつのみで⽢みをつ
けた軽い⾷感のサブレです。豊かな
ローズマリーの⾹りとはちみつのや
さしい⽢みが感じられます。フラン
ス産ゲランドの塩を使い、お酒のお
つまみにもあう塩味に仕上げました。

フロランタン オ ミエル
商品番号 5727001

￥864-（税込）

サブレにキャラメルとアーモンドを
乗せて焼き上げたフランス菓⼦です。
砂糖を⼀切使わず、ハンガリー産ア
カシアのはちみつで作りました。
キャラメルのカリッとした⾷感、コ
クのあるはちみつの⾹りが楽しめま
す。

ビスコッティ―プラトー オ
ミエル
商品番号 5726001

￥864-（税込）

アーモンドの⾹りとはちみつの⽢み
が広がる固焼きクッキーです。エス
プレッソコーヒーとも相性のよいイ
タリア産ひまわりのはちみつで⽢さ
控えめに仕上げました。噛むほどに
アーモンドの⾹りとはちみつの⽢み
が広がります。

サブレ オ ミエル シトロン
商品番号 5724001

￥810-（税込）

イタリア産レモンのはちみつのやさ
しい⽢さが、レモンピールの酸味と
ほろ苦さを引きたてる、爽やかな⾵
味のサブレです。砂糖を⼀切使わず
にはちみつのみで⽢みをつけました。
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TEL  : 0120-066-083 （平日 10:00～17:00）
Email : shopping@labeille.jp
ショップURL : https://shop.labeille.jp

はちみつ専⾨店 ラベイユ
オンラインショップ

はちみつローストナッツ ソ
ルト
商品番号 6523001

￥1,080-（税込）

アーモンド、クルミ、マカダミア、
ピーカンナッツに、はちみつを⼀粒
ずつ丁寧にキャラメルコーティング
したお菓⼦です。カリッと⾹ばしい
⻭ごたえとモカコーヒーのはちみつ
の苦みと⽢さ、フランス産天然塩の
塩味が後を引きます。⽢さ控えめで、
ワインやビールのおつまみにもよく
合います。

はちみつグラノーラ フ
ルーツ (キューブ）
商品番号 6505001

￥756-（税込）

スペイン産オレンジのはちみつを
使って焼き上げたサクサクのオート
ミールと、ナッツ・フルーツをあわ
せたはちみつグラノーラを、⾷べや
すい⼀⼝サイズにしました。⼀⼝で
も⾷べ応えのあるサイズです。はち
みつでつけこんだあと乾燥させたド
ライオレンジが味わいのアクセント。
スペイン産オレンジのはちみつの⽢
さや爽やかな⾹りが全体に広がりま
す。
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はちみつローストナッツ シ
ナモン&ソルト
商品番号 6524001

￥1,080-（税込）

アーモンド、クルミ、マカダミア、
ピーカンナッツに、はちみつをキャ
ラメルコーティングしたお菓⼦です。
カリッと⾹ばしい⻭ごたえとシナモ
ンの⾵味が特徴です。フランス産天
然塩の塩味、スペイン産オレンジの
はちみつの⾵味がアクセントになっ
ています。ワインやビールのおつま
みにもよく合います。

はちみつグラノーラ ハー
ブ（フレーク）
商品番号 6506001

￥972-（税込）

はちみつを使って焼き上げた、サク
サクのグラノーラとナッツやフルー
ツを組み合わせた、オリジナルグラ
ノーラです。スペイン産ラベンダー
のはちみつのコクのある⽢さや、ラ
ベンダーの⾹りも楽しめます。ヨー
グルトに混ぜたり、⽜乳をかけたり
お好みでお召上がりください。

はちみつローストナッツ
スイート
商品番号 6525001

￥1,080-（税込）

アーモンド、クルミ、マカダミア
ナッツ、ペカンナッツに、はちみつ
と⽣クリーム、バターを絡めながら
ローストして、コーティングしたお
菓⼦です。ナッツのカリッと⾹ばし
い⻭ごたえとラベンダーのはちみつ
の⽢さが特徴です。

はちみつグラノーラ フ
ルーツ (フレーク）
商品番号 6504001

￥918-（税込）

スペイン産オレンジのはちみつを
使って焼き上げたサクサクのオー
トミールと、ナッツ・フルーツを
あわせたはちみつグラノーラです。
はちみつでつけこんだあと乾燥さ
せたドライオレンジが味わいのア
クセント。スペイン産オレンジの
はちみつの⽢さや爽やかな⾹りが
全体に広がります。ヨーグルトに
混ぜたり、⽜乳をかけたりお好み
でお召上がりください。

はちみつグラノーラ ハーブ(キューブ）
商品番号 6507001

￥810-（税込）

はちみつを使って焼き上げた、サクサクのグラノーラとナッツやフルーツを組
み合わせた、オリジナルグラノーラを、⾷べやすい⼀⼝サイズにしました。⼀
⼝でも⾷べ応えのあるサイズです。スペイン産ラベンダーのはちみつのコクの
ある⽢さや、ラベンダーの⾹りも楽しめます。


