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ひとつ ひとつ 丁 寧 に 焼 き 上 げ 、お いしさを 追 求した 自 信 の 1 2 種 類 で す 。
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バター香るラングドシャをくるっと。
サクッとなめらかな食感にしました。

丁寧に焼き上げたバターたっぷりの
ラングドシャ。

くるくるっと巻いて、
サクッとなめらかな口当たりに。

シンプルながら豊かな風味を
お楽しみください。

季節限定



キャラメルフロランタンクッキー

ココナッツチョコサンド

ミルクジャムラスク

ラングドシャロール

季節限定

〒259-0393 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1－15－4  
T E L.0465-63-3521  FAX.0465-63-6306

赤い帽子 クッキア ナッティア

受注センター

商品名：キャラメルフロランタンクッキー
商品コード：16565
発注単位：5x4B
内容量：2種8枚
袋サイズ：幅108 x 高さ203 x 奥行き74mm
1袋重量：102g
1ボール：5袋入  669g   385x112x190mm
ケースサイズ：474x394x207mm
ケース入数/重量：4B入/3,238g

参考価格：350円
賞味期間：6ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186165658 小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

商品名：ココナッツチョコサンド
商品コード：16560
発注単位：5x4B
内容量：3種9枚
袋サイズ：幅105 x 高さ275 x 奥行き75mm
1袋重量：155g
1ボール：5袋入  928g   320x115x235mm
ケースサイズ：490x340x255mm
ケース入数/重量：4B入/4,219g

参考価格：350円
賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186165603 小麦・乳成分・卵・大豆・バナナ

商品名：ミルクジャム ラスク
商品コード：16456
発注単位：5x4B
内容量：8枚
袋サイズ：幅140x 高さ265 x 奥行き100mm
1袋重量：100g
1ボール：5袋入  710g   447x140x210mm
ケースサイズ：470x305x450mm
ケース入数/重量：4ボール入/3,505g

参考価格：350円
賞味期間：5ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164569 小麦・乳成分・大豆

商品名：ラングドシャロール
商品コード：16480
発注単位：5x4B
内容量：10本
箱サイズ：幅110x 高さ165 x 奥行き50mm
1箱重量：137g
1ボール：5箱入  782g   263x177x113mm
ケースサイズ：479x192x274mm
ケース入数/重量：4B入/3,490g

参考価格：380円
賞味期間：8ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186220302 小麦・卵・乳成分・アーモンド

ミルフィーユ
商品名：ミルフィーユ 10本入
商品コード：16484
発注単位：8箱
内容量：3種10本
箱サイズ：幅275 x 高さ222 x 奥行き35mm
1箱重量：304g

ケースサイズ：460x295x170mm
ケース入数/重量：8箱/2,784g

参考価格：1,000円
賞味期間：4ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164842 小麦・乳成分・大豆

ミルフィーユ 10本入 商品名：ミルフィーユ 5本入
商品コード：16483
発注単位：12箱
内容量：3種5本
箱サイズ：幅135 x 高さ177 x 奥行き35mm
1箱重量：136g

ケースサイズ：290x195x245mm
ケース入数/重量：12箱/1,841g

参考価格：500円
賞味期間：4ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164835 小麦・乳成分・大豆

ミルフィーユ 5本入

商品名：赤い帽子 ゴールド

商品コード：16175

発注単位：4缶

内容量（個包装込み）：594g
缶サイズ：幅295 x 高さ361 x 奥行き71mm
1缶重量：1,460g
ケースサイズ：610x375x160mm
ケース入数/重量：4缶/6,462g

参考価格：3,000円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN　24975186161374

赤い帽子 ゴールド

小麦・卵・乳成分・落花生・
アーモンド・オレンジ・くるみ・大豆

商品名：赤い帽子 レッド

商品コード：16174

発注単位：6缶

内容量（個包装込み）：403g
缶サイズ：幅285 x 高さ364 x 奥行き55mm
1缶重量：1,147g
ケースサイズ：600x380x190mm
ケース入数/重量：6缶/7,599g

参考価格：2,000円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN　24975186161367

赤い帽子 レッド

小麦・卵・乳成分・落花生・
アーモンド・オレンジ・くるみ・大豆

商品名：赤い帽子 ピンク

商品コード：16173

発注単位：6缶

内容量（個包装込み）：279g
缶サイズ：幅259 x 高さ329 x 奥行き49mm
1缶重量：896g
ケースサイズ：550x350x170mm
ケース入数/重量：6缶/5,978g

参考価格：1,500円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN　24975186161350

赤い帽子 ピンク

小麦・卵・乳成分・落花生・
アーモンド・オレンジ・大豆

小麦・卵・乳成分・アーモンド・
大豆

小麦・卵・乳成分・アーモンド・
大豆

小麦・卵・乳成分・アーモンド・
大豆

商品名：赤い帽子 ブルー

商品コード：16172

発注単位：8缶

内容量（個包装込み）：175g
缶サイズ：幅219 x 高さ278 x 奥行き46mm
1缶重量：592g
ケースサイズ：470x305x220mm
ケース入数/重量：8缶/5,254g

参考価格：1,000円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：

赤い帽子 ブルー

商品名：赤い帽子 パープル

商品コード：16171

発注単位：8缶

内容量（個包装込み）：122g
缶サイズ：幅200 x 高さ263 x 奥行き43mm
1缶重量：476g
ケースサイズ：426x278x195mm
ケース入数/重量：8缶/4,190g

参考価格：850円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN　24975186161336

赤い帽子 パープル

商品名：赤い帽子 エレガント

商品コード：16170

発注単位：12缶

内容量（個包装込み）：71g
缶サイズ：幅122 x 高さ172 x 奥行き55mm
1缶重量：262g
ケースサイズ：365x265x185mm
ケース入数/重量：12缶/3,470g

参考価格：500円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN　24975186161329

赤い帽子 エレガント

小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

小麦・乳成分・卵・アーモンド・大豆

商品名：クッキア 32枚入

商品コード：16491

発注単位：6箱

内容量：4種32枚
箱サイズ：幅347 x 高さ223 x 奥行き48mm
1箱重量：445g
ケースサイズ：366x241x319mm
ケース入数/重量：6箱/3,025g

参考価格：1,000円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN   24975186164917

クッキア 32枚入

商品名：クッキア 20枚入

商品コード：16500

発注単位：8箱

内容量：4種20枚
箱サイズ：幅175 x 高さ221 x 奥行き58mm
1箱重量：260g
ケースサイズ：371x236x254mm
ケース入数/重量：8箱/2,392g

参考価格：600円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：
G-TIN   14975186164903

クッキア 20枚入

商品名：クッキア カトル

商品コード：16493

発注単位：5x4B

内容量：4種12枚
箱サイズ：幅149 x 高さ106 x 奥行き84mm
1箱重量：156g

1ボール：5箱入  937g   437x116x161mm
ケースサイズ：452x247x346mm
ケース入数/重量：4B入/4,188g

参考価格：380円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164934

クッキア カトル

商品名：クッキア 抹茶チョコ

商品コード：16494

発注単位：5x4B

内容量：1種12枚
袋サイズ：幅175 x 高さ170 x 奥行き60mm
1袋重量：116g

1ボール：5袋入 752g  302x174x205mm
ケースサイズ：366x315x434mm
ケース入数/重量：4B入/3,541g

参考価格：350円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164941

クッキア 抹茶チョコ

小麦・乳成分・アーモンド・
カシューナッツ・大豆

小麦・乳成分・アーモンド・
カシューナッツ・大豆

小麦・乳成分・アーモンド・カシューナッツ・大豆

商品名：ナッティア 21枚入

商品コード：16554

発注単位：6箱

内容量：3種21枚
箱サイズ：幅315 x 高さ156 x 奥行き39mm
1箱重量：310g
ケースサイズ：340x332x144mm
ケース入数/重量：6箱/2,221g

参考価格：1,000円

賞味期間：6ヶ月

アレルゲン：
G-TIN   24975186165549

ナッティア 21枚入

商品名：ナッティア 12枚入

商品コード：16552

発注単位：12箱

内容量：3種12枚
箱サイズ：幅190 x 高さ152 x 奥行き40mm
1箱重量：163g
ケースサイズ：396x324x146mm
ケース入数/重量：12箱/2,338g

参考価格：600円

賞味期間：6ヶ月

アレルゲン：

アレルゲン：

G-TIN   14975186165528

ナッティア 12枚入

商品名：ナッティア 8枚入

商品コード：16551

発注単位：5x4B

内容量：3種8枚
箱サイズ：幅112 x 高さ152 x 奥行き48mm
1箱重量：113g
1ボール：5箱入  651g   244x116x159mm
ケースサイズ：491x259x184mm
ケース入数/重量：4B入/2,981g

参考価格：380円

賞味期間：6ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186165511

ナッティア 8枚入

クッキア&ナッティア
商品名：クッキア&ナッティア

商品コード：16550

発注単位：6箱

内容量：7種35枚
箱サイズ：幅370 x 高さ265 x 奥行き60mm
1箱重量：600g

参考価格：1,500円

賞味期間：6ヶ月

G-TIN   24975186165501
商品名：クッキア ミルクチョコ

商品コード：16495

発注単位：5x4B

内容量：1種12枚
袋サイズ：幅175 x 高さ170 x 奥行き60mm
1袋重量：116g

1ボール：5袋入 752g  302x174x205mm
ケースサイズ：366x315x434mm
ケース入数/重量：4B入/3,541g

参考価格：350円

賞味期間：9ヶ月

アレルゲン：G-TIN   14975186164958

クッキア ミルクチョコ

G-TIN　24975186161343

小麦・乳成分・卵・アーモンド・
カシューナッツ・大豆

ケースサイズ：380x280x400mm
ケース入数/重量：６箱/4,000g
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