
 

ホテルギフトセレクション

シェラトングランドホテル広島 
〒 732-0053 広島県広島市東区若草町12番1号 TEL.082-262-7111（代表）



大切な方への贈り物

暮らしのアイテムに

シェラトングランドホテル広島でしか

手に入らないオリジナルアイテム
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＇國駈閾ロビー階 ILi フロント

シェラトングランドホテル広島のロゴ入りオリジナルグッズ。旅の思い出の品としてやお土産の他、

特別な方へのプレゼントなど、普段でもお使いいただけるラインナップ。

シェラトングランドホテル広島
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リーデルペアグラス

各¥7,500（税込）

キナリ／イエロー／レッド

縦20cmx横34cmx底（直径）20cm

パウダーブラシ¥5,200（税込）

洗顔ブラシ ¥3,500（税込）

（オリジナル折鶴再生紙BOX付）

¥4,100（税込）

高さ10.8cm容呈375ml
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ロゴ入キャップ

＼ ロロゴ入ティーマーカー

ー・
ロゴ入バック

黒／白各¥3,100（税込） ¥2,100(I座） ¥700（税込） 縦38cmx横28cm

※料金には消費税（食品は軽減税率8%）が含まれています。 ※食品衛生上、ご鵬入後の返品・交換は致しかねますので予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

オリジナルギフト

ゴルフグッズ

シェラトングランドホテル広島 〒 732-0053 広島県広島市東区若草町 12 番 1 号 TEL.082-262-7111 （代表） 



I『一i.,ロビー階 ILi フッフェレストラン「ブリッジ」

パティシエールオリジナルのチョコレートや焼き菓子の詰め合せをはじめ、

ご自宅でのパーティーやおもてなしにはもちろん、贈り物にもお使いいただける商品をご用意。

パティシエールオリジナルギフト
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チョコレート

セット 8個入

¥3,100（税込）

□ 

焼き菓子

単品 6種

各¥700（税込）

チョコレートロッシェ

広島レモンラングドシャ

｀霞 殿.i> : 

スノーポール

バターサブレ

アールグレイクッキー

フロランタン

オリジナルティー

2本入り¥4,500（聡）

単品 各¥2,100(I競）

アールグレイ／

瀬戸内レモンビールと八女煎茶のハーブティー

アイスコーヒー 1本 ¥ 1,200（臨）

※2本以上のご購入で¥1,000（税込）でご購入いただけます。

コーヒー豆 1袋 ¥ 1,200（細）

※2つ以上のご購入で¥1,000（税込）でご蒲入いただけます．

ドリップコーヒー7袋セット ¥870(I脳）

※1袋¥150（税込）でもコ譜入いただけます。

フィナンシェ 5個セット

各¥1,800（税込）

広島レモン／ショコラ

焼き菓子アソート 7個セット

¥2,000（税込）

焼き菓子

詰め合わせ 3種入

¥2,500（税込）

コーヒーと焼き菓子セット お菓子詰め合わせセット

¥2,500（税込） ¥2,200（税込）

アイスコーヒー1本＋ドリップコーヒー7袋 アイスコーヒー1本＋焼き菓子7種セット

＋焼き菓子4種セット

シェラトングランドホテル広島特製バースデーケーキ

． (9 
゜｀ -—ーノ生クリーム 生クリームチョコレート

デコレーションケーキ デコレーションケーキ

直径12cm¥3,000（税込） 直径12cm¥3,100（税込）

直径15cm¥3,600（税込） 直径15cm¥3,800（税込）

※料金には消費税（食品は軽減税率8%）が含まれています。 ※食品衛生上、ご扇入後の返品・交換は致しかねますので予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

グルメギフト

要冷蔵

お誕生日のお祝いにいかがですか？当日 16 時までご予約受付ております
※バースデーケーキのお受け取り時間 12:00 ～ 20:00、当日予約は 9:00 ～ 16:00 となります。
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