


数々の受賞歴がある“味覚の錬金
術師”ならではの技が光る、バラエ
ティ豊かなBONBONショコラです。

造りたてのチョコレートの特別な
味わいと、ナッツやフルーツの食感
がレダラッハの真骨頂です。

〈パティシエ エス コヤマ〉モンスター
カカオ3号（16個入）・・・・・・5,832円

〈レダラッハ〉フレッシュ チョコレート
（4枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

グラマラスでス
ウィートなルージュ
型ショコラと、組み
合わせても楽しめ
るコンパクト入り
の可愛らしいショ
コラ。美のセンスが
光るショコラです。

〈セバスチャン・
ブイエ〉・ルージュ 
ア レーブル
（1個、全10種）
・・・・・・・・・・・各972円
・ショコラ ア マキエ 
（1個、全2種）
・・・・・・・・・・・・・1,512円

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。 
〈ロイズ〉スペシャルショップ

1月25日（水）からの販売
【数量限定】
㊧チョコレートウエハース
［キャラメルクリーム］（12個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円
1月27日（金）からの販売
【数量限定】
㊨生チョコレート［山崎シェリー
ウッド］（20個入）・・・・・・・・1,080円

■1月25日（水）62月14日（火）
■新館8階 えんてつホール※最終日は午後6時閉場

アムール・
デュ・ショコラ
ウェブカタログ
はこちら！

※一部対応していない機種・アプリ
がございます。

「ミルフィユ」が一粒のショコラに
なったフレデリック・カッセルのスペ
シャリテです。
〈フレデリック・カッセル〉コフレ・
ミルフィユ（6個入）・・・・・2,916円

日本の素材にインスピレーションを
受けた新作「キョウト」「ユズ・マント」
を含む詰め合わせです。
〈アンリ・ルルー〉コフレ・アムール
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円

ナッツやシュガーで飾ったドーナツ
型ショコラ。グラハムクッキーやガ
ナッシュなどの2層仕立てです。
〈ベル アメール〉ドーナツショコラ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円

パリの日本人パティシエ
から届くスペシャリテ。
2016年、パリのショコラ品評会にて6年
連続最高位を受賞した4種をすべて味わえる
新作アソートをお届けします。
〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
AOKI  2017（6個入）・・・・・・・・・・3,348円

9種類のプラリーヌは至福の味わい
の詰め合わせ。ハートの葉にとまった
てんとう虫は幸せが訪れるサイン。
〈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）3,564円

ベルギーチョコレート大使の終身
称号を持つダルシー氏のガナッシュ
など新作ショコラをアソート。
〈ジャン・フィリップ・ダルシー〉
ユイット8（8個入）・・・・・2,700円

辻口博啓氏が開発した砂糖不使
用のショコラ「ショコラユニバース」
を使い低糖質とは思えない味わい
に仕上げました。
〈ショコラ モンサンクレール〉
㊧低糖質スイーツ ショコラ
ショコラ（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,815円
㊨低糖質テリーヌショコラ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円

バレンタイン限定のBOXの中に、
ジュエリーの街アントワープを象徴
するダイヤモンドショコラが６種。
〈デルレイ〉ダイヤモンドＢＯＸ
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円

ベルギーの伝統であり、ピエール・
ルドン氏の原点となるプラリネを
中心としたアソート。
〈ピエール・ルドン〉トラディショネル 
ツー（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・1,998円

ベルギー王室御用達の称号を
持つヴァンデンダー氏。美しい輝き
を放つ、匠の技のショコラです。       
〈ヴァンデンダー〉プラリネショコラ
（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

200年以上の歴史を誇るウィーン
の〈デメル〉。猫の舌の形をモチーフ
にした人気の高いチョコレート。
〈デメル〉ソリッドチョコ猫ラベル 
ミルク（105ｇ）・・・・・・・・・・・・・1,944円

イタリアの〈マイアーニ〉と「フィアット」
のミニカーがセットに。乗り物絵師、
轟友宏氏のアート缶が登場します。

1950年ロサンゼルスで創業した
〈コンパーテス〉。印象的な「スカル」
チョコをスタイリッシュな小瓶に。        
〈コンパーテス〉ベイビースカル
（65g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円

しっとり濃厚で口どけの良いフォン
ダンショコラ。定番に、新作パイン、
ゆずを期間限定で加えました。
〈シェ松尾〉フォンダンショコラ・
アソート5（5本入）・・・・・1,836円

ビートル型チョコレート。味わいの
異なる４色の中に、見ると幸せに
なるというイエロービートルが。
〈Beetle（ビートル）〉ピックアップ
ビートル（14個入）・・・・・・1,944円

チョコレート、ストロベリー、メロン
の3種類を、カラフルでキュートな
かわいらしいソフトクリーム型に。
〈ゴンチャロフ デコレモア〉
ソフトクリームショコラ（3個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810円

フランス・アルザス出身浜松在住
のベルナール氏が故郷への想い
を胸に作ったオランジェットです。
〈アボンドンス〉オランジェット
・（約70ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,890円
・（約100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

こだわりのチョコレート2種をアル
フォンス・マリア・ミュシャのジップ
ポーチに詰め合わせました。        
〈アマリエ〉ミュシャ・ショコラ
セレクション（30g×1缶、タブレット18g×2本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,685円

2017年バレンタイン限定のチョコ
レートのみを集めたセレクション。
ロマンチックなパッケージも素敵。
〈ゴディバ〉ビュッフェ ドゥ ガトー 
セレクション（5個入）2,160円

1999年、スペインのバルセロナで
創業。厳選カカオの香り豊かな
チョコレートケーキです。
〈カカオ サンパカ〉マダレナ 
ショコラタ（1個）・・・・・・・・1,458円

21世紀のパティスリー界を
先導する第一人者による
珠玉のショコラ。
口の中でソフトにとろける、上質なボン
ボンショコラ。今季は栗と洋梨の「オマー
ジュ」が登場。アーティスト、ニコラ・ビュフ
とのコラボレーションによる2017年限定
BOX入りです。
〈ピエール・エルメ・パリ〉
テンプル（8個入）・・・・・・・・・・・・・・・3,402円

本格焼酎を
味わう、薩摩の
ボンボン。
薩摩の本格焼酎
蔵とコラボレートし
たボンボンが人気
の鹿児島のパティ
スリー〈ヤナギムラ〉。
鹿児島県産焼酎と
焼酎仕立て梅酒で
作られたボンボンシ
ョコラを遠鉄百貨
店オリジナルで詰
め合わせました。
〈パティスリー 
ヤナギムラ〉
薩摩蔵 
【遠鉄百貨店限定セット】
（6個入）1,944円

甘美な世界で、
至福のひとときを。
中世ヨーロッパ貴族の邸宅とそこで繰
り広げられるティータイムをイメージした
コレクションです。
〈ドゥバイヨル〉ハイクレア ティータイム
・（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 ,728円
・（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,888円

新登場

新商品

遠鉄百貨店オリジナル

髙島屋・遠鉄百貨店限定

〈マイアーニ〉MAJANI×TODOROKI
FIATチョコレート・ミニカーセット
「Miao（ミャオ）」（6個入）3,456円

 ■新館8階 特設会場

※生チョコレート・ポテトチップチョコレート
等は賞味期限の都合上、1月27日（金）か
らの販売とさせていただきます。あらかじめ
ご了承ください。

■1月31日（火）まで

新規入会・切替キャンペーン
えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉

TEL.053（457）5256［直通］まで問

ネットエンデパ詳しくは

マークの付いた商品は
ネットショッピングでも
お買い求めいただけます。 ■1月25日（水）62月14日（火）■新館8階 えんてつホール

■1月25日（水）62月14日（火）■新館8階 特設カウンター

QRコード

100円

※一部対応して
いない機種アプリ
がございます。

クーポンプレゼント!

遠鉄百貨店と「友だち」のお客様に
アムール・デュ・ショコラ会場でご利用いただける
※限定数に達し次第終了とさせていただきます。

先着
3,000名様

【ネットショッピングご注文特典】
期間中、ネットショッピングでアムール・デュ・ショコラ
の商品を合計で10,000円以上ご注文いただい
たお客様は送料無料とさせていただきます。

※お届けは2月5日（日）以降とさせていただきます。

期間中、えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉に新規入会・または切替で「アムール・
デュ・ショコラ会場でご利用いただけるお買物クーポン（1,000円分）」プレゼント！

遠鉄百貨店オリジナル

■1月27日（金）629日（日）
■新館3階 特設会場※最終日は午後5時閉場

■1月25日（水）62月14日（火）
※最終日は午後6時閉場

■1月25日（水）62月14日（火）
※最終日は午後6時閉場

①ミニトート（29.5×14.5×高さ13㎝）2,700円
②花巾着（飴入、13×13㎝）・・・・・・・・・・各972円

ピンクの花びらが可愛い「さくら」
をモチーフにした雑貨を豊富に
取り揃えご紹介いたします。

女子大生の感性で遠州綿紬をカワイイ
小物に仕立てました。

新館8階 特設会場

肉球の香りハンドクリーム
（50g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 , 131円

※写真はイメージです｡

①

②

4①アクセサリーシール
（ルネフラワー）・・・・・・・・・・・・・864円
②インデックス付きA4
クリアファイル・・・・・378円
③缶バッチセット 各432円
④A5クリアファイル各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270円
6ルネガール トールマグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,944円

①

②

③

④

〈エスティ ローダー〉
ピュア カラー 
クリスタル シアー 
リップスティック
・・・・・・・・・・・・・・3,888円がま口ポーチ（高さ約17～19.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,370円

■1月25日（水）62月14日（火）
■新館3階 特設会場※最終日は

午後5時閉場

■1月25日（水）62月14日（火）
■新館3階 特設会場※最終日は

午後5時閉場

©R.S.H/RUNE

■1月25日（水）62月14日（火） ■各階で開催

①

②

              期間中、新館3階 特設会場にて3,240円以上お買上げの
お客様に「RUNEのカワイイミネラルウォーター（1本）」を差しあげます。
※数に限りがございます。なくなり次第、終了とさせていただきます。

プレゼント






