


〈ショコラトリー・ドゥ・モナコ〉
グレースケリー（9個入）3,564円

グレースケリー公妃の婚礼引
菓子や王冠のショコラなどを
詰合せ。

■2月17日（火）まで ■各階で開催

4〈ピージーデザイン〉①小銭入れ
②カードケース・・・・・・・・各1,080円
■本館2階 スペース2
《2月3日（火）までの販売》
※最終日は午後6時閉場

4〈イヴ・
サンローラン〉
ルージュヴォリュプテ 
シャイン（新色2色）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円
〈コスメデコルテ〉
AQMW ルージュグロウ
（全10色）・・・・3,780円

6〈RMK〉ヴィンテージ
ドロップグロス（全4種）
・・・・・・・・・・・・・・各1,944円
■本館1階 化粧品

〈MiMC〉ミネラル㊤クリーミーチーク 各3,564円
㊦カラーチーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,456円
■新館5階 ビューティー＆ヘルス

2〈ブルーノ〉
セラミックプレート
セット（径23㎝、4枚組）
・・・・・・・・・・・4,860円
■本館7階 キッチンテラス

8〈キュピカ〉爪磨き
（3枚入）・・・・各1,296円
4〈I WISH〉
アイスクリームソープ
（1個）・・・・・・・・・・各864円
■本館7階 
バス・トイレタリー

〈コキーヌ〉エプロン 5,400円
■本館7階 エプロン

各階を巡って、かわいいグッズとの出会いを楽しんで♪

新登場

新登場

新登場

新登場

〈ムーミン×メリー ムーミン 
クラシック〉アソートボックス 
ブルー（5個入）・・・・・・・・・・・1,188円

新登場

〈ルタオ〉ロイヤルモンターニュ
［竹鶴ピュアモルト］
（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円

2/2
（月）
1日限り

2/3
（火）
1日限り

2/5
（木）
1日限り

〈ロイズコンフェクト〉
①ナッティバーチョコ
レート（10本入）・・・756円
②ポテトチップチョコレート
［オリジナル］（1箱、190ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・756円
③ロイズアールショコラ
（4種、計20個入）・・・799円

sat.
アムール・デュ・ショコラ
2015 entetsu

※最終日は午後6時閉場※最終日は午後6時閉場

■　　 1月29日（木）62月14日（土）
■新館8階 えんてつホール
■　　 1月29日（木）62月14日（土）
■新館8階 えんてつホール
あす

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
スペシャル テ（6個入）2,916円

〈セバスチャン・ブイエ〉
ルージュ ア レーブル
（全10種類、1個）・・・各972円

日本が世界に誇るトップショコラティエの傑作。個性を競う世界一流のショコラがラインアップ。

世界中のファンを魅了する
「ムーミン」の世界観があふれる
チョコレート。

「ロイヤルモンターニュ」に竹鶴
ピュアモルトをブレンド。

〈フランス料理タルタル〉オリジ
ナルトリュフ（6個入）・・・1,296円
※賞味期限は約1週間となります。

地元フランス料理のシェフが
手作りする大人気トリュフ。〈ヴァンデンダー〉プラリネ

ショコラ（12個入）3,456円

ベルギー王室御用達の称号を
持つヴァンデンダー氏の新作。

〈ラムール〉
ショコラ（5個入）・・・・・・・・・・・・891円

ガナッシュと香ばしいスライス
アーモンドの食感広がるトリュフ。

〈フレデリック カッセル〉
バラード・ア・フォンテーヌブロー
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円

「ルレ・デセール」会長のフレデ
リックカッセルのコレクション。

8〈チョコレートチャット〉
ラズベリー／レモンマートル
＆オレンジ（各1枚入）1,404円

〈スリーターツ〉スリーターツ
ショコラ（6個入）・・・・・・・・1,620円

N.Y.の5つ星ホテル“プラザ
ホテル”にショップを構える〈スリー
ターツ〉のショコラ。

〈ゴディバ〉フォンダンショコラ 
セレクション・（5個入）2,160円
・（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円

ソフトでなめらか、ワクワクする
フレーバーのアソート。

〈DARCIS〉ユイット8（8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

ベルギーチョコレート大使の終身
称号を持つジャン・フィリップ・
ダルシー氏のショコラ。

〈ドゥバイヨル〉モントシエル
・（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,728円
・（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,672円

18世紀の水彩画をモチーフに
したコレクション。

〈ミッシェル・ブラン〉 
コレクション6（6個入）2,484円

フランスで数々の受賞歴に輝く
ミッシェル・ブラン氏のショコラ。

〈マイアーニ〉FIATチョコレート・
ミニカーセット（6個入、マグネット付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円

イタリア生まれの〈マイアーニ〉
とFIAT社がコラボレートした
ショコラ。

〈フィーカ〉FIKA-6（6個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

N.Y.に店舗を構えるスウェー
デンスタイルのカフェ〈フィーカ〉。

〈アリーヌ・ジェアン・ショコラティエ〉
バラとスミレのパレ・ド・ショコラ
（25個入）2,484円《100点限り》

南フランス産の花に彩られた、
美しいショコラ。

〈ベル アメール〉パレショコラ 
ボヌール（5枚入）・・・・・・1,728円

徹底した温度管理の専用アト
リエで作られた高品質のショコラ。

〈アボンドンス〉オランジェット
（約100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,484円

フランス人パティシエによるオレ
ンジとショコラのマリアージュ。

〈パティシエ エス コヤマ〉
ダニエルズカカオバウム+
フランボワーズ（1個）・・・・・1,550円
《100点限り、お一人様1点限り》

ショコラとバウムのマリアージュ。

〈トシ・ヨロイヅカ〉ショコラバター
スコッチ（生チョコ、8個入） 1 ,080円
《100点限り、お一人様1点限り》

キャラメル風味のリキュールを使用
した大人の生チョコ。

〈ピエール マルコリーニ〉エクレア
セット（4個入）2,592円《午後3時から
の販売、50点限り、お一人様1点限り》

ショコラティエならではの感性が
光るエクレア。

〈ジュラシックショコラ〉
ジュラシックショコラパズル
（スプーン・ブラシ・ピンセット付き）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

恐竜の化石も砂もチョコレート
製。何が出てくるかは、発掘
してからのお楽しみ。

新登場 新館8階 特設ショップ

北海道の人気ブランド
〈ロイズ〉のチョコレート
が勢揃いいたします。

日替り
ショコラ

1日だけの
限定販売

愛のメッセージキャンペーン
①アムール・デュ・ショコラで購入。
②メッセージカードをゲット。
③新館1階 特設会場に設置
　された“愛の木”に願いを結ぼう。
メッセージカードはすべてフランス
のセント・ヴァレンタイン村に届けられ、
村の愛の木に飾り付けられます。

幸せの「ハートアクアリウム」フォト
スポット　

■新館8階 特設会場
■協賛／静岡第一テレビ
今、話題の金魚がハート型の
水槽でやってきます！いっしょに
写真を撮ってシェアしよう！

新登場

6〈ローエンシュタイン〉
クグロフショコラ（8個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円

伝統菓子の形をしたドイツ
のショコラ。

“楽しいおしゃべりを”をコンセ
プトにしたオーストラリアのショ
コラブランド。

1日限り、
スペシャルな
美味しさを
見逃さないで！

シ
ョコ
ラ
は

い
つ
も
、私
に
甘
い
。

本館3・4階、
新館1～4階 婦人服
売場にて10,800円以上
お買上げのお客様、先着
1,000名様に「アムール・デュ・
ショコラ会場でご利用いただ
けるクーポン500円分」
を差しあげます。

6〈アンフィ〉
・ブラジャー・・・・・・・・・・・3,024円
・ショーツ・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ,51 2円
■新館2階 ヤングセレクション

可愛い
デザイン缶が
魅力の保湿
クリーム。

ワンピースの
ようなキュートな

エプロン。
思わず

食べたくなる
遊び心満載の

石鹸。

〈スチームクリーム〉
全身用保湿クリーム限定缶
（75g）各1,620円《2月10日（火）までの販売》
■本館1階 西入口特設会場

ほどよい
輝きと、ツヤの
ある唇に。

日本人の
肌に合わせて
つくられた

ミネラルコスメ。

「アムール・デュ・ショコラ」
会場でのお買上げレシート
はピンク色。そのピンク色
のレシートを各売場でご
提示いただくと、ステキな
特典が！

※一部対応していない
機種がございます。

詳しい情報は
こちら！

化粧品サンプルセット
プレゼント！
■提示場所／本館1階 化粧品
※カウンセリングのうえ、お渡しさせて
いただきます。

ピンクレシート で Go!

〈ショコラ モンサンクレール〉
ボンボンショコラ 6（6個入）2,100円

〈ピエール マルコリーニ〉
バレンタイン セレクション
（9個入）・・・・・・・・3,370円

新登場

新登場

8〈プラリベル〉カフェ 
ショコラ（9個入）1,620円

カフェをイメージしたコー
ヒーカップ形のショコラ。

①

②

髙島屋・遠鉄百貨店 特別限定品

当日のお買物から使えるクーポンプレゼント！先着
30，000枚！ アムール・デュ・ショコラでのお買物1回ごとに各階のお買物でご利用いただける

500円分のクーポンを1枚差しあげます。
※クーポンは3，000円以上のお会計1回につき1枚ご利用いただけます。※アムール・デュ・ショコラ会場、催会場、セール品、食料品、生花、商品券、〈ルイ・ヴィトン〉〈ティファニー〉、
　その他当店で特に指定する物は除く。

若き天才が
創り出す遊び心
あふれるショコラ。

世界を舞台に活躍する
日本人パティシエ。
パリから届く、日本の香り。

ベルギーチョコレート界の
奇才。カカオへの情熱を、
ショコラに込めて。 

日本が世界に誇る
パティシエの自信作。

■1月29日（木）62月14日（土）
■各階で開催

サイン会 2月3日（火）午後1時から（約1時間）
サイン会 2月5日（木）正午から（約1時間） サイン会 2月12日（木）午前10時30分から（約1時間）

サイン会 2月7日（土）正午から（約1時間）

新登場

①

②

③




