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■1月25日（水）62月14日（火） ■本館8階・地下1階、新館地下1階

◎品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。◎都合により商品の内容・素材・製造場所・形状・価格・原材料産地等や
パッケージ等が変更になる場合がございます。※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※写真は盛り付けの一例です。※価格
は消費税を含む総額にて表示しております。※予告なく、会期、会場、販売方法等が変更になる場合がございます。※天候・交通事情・輸
入状況等により販売期間が遅れたり、販売開始時刻が遅れたり、販売個数が変更になる場合がございます。※輸入状況や諸事情により
販売を中止・入荷がない場合がございます。※商品に含まれるアレルギー物質につきましては係員におたずねください。※営業時間の変
更・営業を休止する場合がございます。営業状況につきましては、ホームページをご覧ください。※表紙写真はイメージです。

1/14土正午から
ネットショッピング受付開始！

カタログ内で記載のこちらのマーク
のついた商品は、ネットショッピング
でもお買い求めいただけます。

ネットエンデパ ※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

【お渡し期間】
1/28土午前10時62/12日午後6時まで

店 頭 受 取

〈オードリー〉をお買い求めのお客様は、開店前の状況により事前入店を実施する場合が
ございます。開店前は本館西入口にお並びください。事前入店は午前9時45分までに本
館西入口にお並びいただいた先着100名様までとさせていただきます。それ以降は開店後
に直接会場までお越しください。
※お連れ様の途中からの合流はご遠慮ください。※在庫状況により購入制限をかけさせていただ
く場合がございます。※お並びいただいてもお買い求めいただけない場合がございます。品切れの
際はご容赦くださいませ。

【お届け期間】
2/9木611土  ※指定日着のみ

配  送

〈オードリー〉事前入場について



アムール・デュ・ショコラ

ネットエンデパ
※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

選べる2つの受取方法

いつでも！ 簡単に！ ご自宅で！

■1月25日（水）62月14日（火）午前10時6午後7時
※各階の最終日は午後6時まで
■本館8階・地下1階、新館地下1階

【 承り期間 】1月14日（土）正午62月9日（木）正午まで
【お渡し期間】1月28日（土）午前10時62月12日（日）午後6時まで
※商品によりお渡し日は異なります。

【お渡し場所】本館8階 アムール・デュ・ショコラ会場内
　　　　　　「ネット予約商品お渡しカウンター」
                  ご注文は、お受取日の3日前 正午までOK！

店頭受取 ネットショッピングで事前注文！
当日は待たずにサクッとお受取り！

【 承り期間 】1月14日（土）正午61月31日（火）
【 お届け日 】2月9日（木）62月11日（土・祝）※指定日着のみ

配 送 ヤマト運輸にて
ご指定日にお家までお届け！ 

◉掲載商品のマークについて
このマークの付いている商品は
ネットで事前注文・配送が可能です。

このマークの付いている商品は
ネットで事前注文・店頭受取が可能です。

ご注文は
こちらから

◀詳しい
情報は
こちら！

◉ご注文から受取までの流れ

❹複数のお店の商品をまとめてお受取り！
❸お渡し日に注文番号の6桁を窓口担当者へ伝える

❷自動送信されるご注文メールにて商品詳細を確認
※ご注文番号の6桁をお控えください。※ご注文番号6桁がわからない場合は、ご注文確認メールをスクリーンショット
または印刷し、当日窓口担当者へご提示ください。

❶ネットショッピングにて商品を選択
※お支払いはクレジットカードでの事前決済のみとさせていただきます。

はじめよう、チョコレートで
地球と私にちょこっといいこと。

経済や人権、健康、環境の問題。
世界が抱える課題を小さな一粒から、考えてみませんか？
SDGｓ（持続可能な開発目標）に取り組むチョコレートを選択することは、
サステナブルな未来につながるアクションのひとつです。
遠鉄百貨店「2023アムール・デュ・ショコラ」では
各ブランドが取り組む活動に賛同します。

各社の詳しい取組みに
ついてのご紹介は
◀こちらをご覧ください。

1/14土正午から

【店頭販売】
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am001
MAISON CACAO

本館8階 催会場

生ガトーショコラ（1本）3,240円

リッチ生チョコタルト（3個入）1,944円

新しい驚きに出会ってください。
「おいしい」という言葉だけでは表現できない、
想像を超える驚きと感動をお届けしたい。
コロンビアの農園から日本へと想いをのせて。

世界でも注目される極上の
口どけのアロマ生チョコレート。

【石原紳伍 プロフィール】
〈MAISON CACAO〉代表、カカオディレク
ター。カカオのおいしさに魅せられ、その魅力
を毎日の中で楽しんで頂きたいと、2015年
鎌倉でブランドを創設。「旅するメゾン」で日
本中を巡りながら、チョコレートにとどまらな
いカカオの可能性を探求しています。

〈MAISON CACAO〉代表の石原氏がカ
カオに出会ったのは遠く南米のコロンビア。
フレッシュな果実のあまりの美味しさと、日
常の中でチョコレートが楽しまれる文化
風景に魅せられブランドを立ち上げまし
た。毎日を少し豊かにできるような、100年
後も愛されるブランドを目指し、まず取り組
んだのは現地でのカカオ栽培。国内でカ
カオ豆を最適なタイミングで発酵、ロース
トにかけることで、フレッシュなまま風味を
閉じ込めた上質なチョコレートを作ってい
ます。サスティナビリティも大きなテーマで、
農園近くに学校を建設して子供達が教
育を受けられる環境づくりなど、永くカカオ
を通してメゾン（家族）が幸せであれるよう
に現地パートナーと取り組んでいます。
アロマ生チョコレートは、日本人の舌にあ
わせチョコレートの中の水分量を限界ま
で高めることで口にいれた瞬間にふわっ
ととろけるみずみずしい口どけ。石原氏が
日本中を巡って出会った素晴らしい旬の
素材を使用した、ここだけの味わいです。

アロマ生チョコレート MAISON（マスカット）（１６粒入）3,240円

アロマ生チョコレート AMAOU（あまおう）（１６粒入）3,024円03 04
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初出店 am002
ナカムラチョコレート

本館8階 催会場

オーストラリア・パースで活躍する
日本人女性ショコラティエール

【中村有希 プロフィール】
東京で高校卒業後、カナダの大学で学士
取得。東京で会社員を経て、オーストラリア・
メルボルンの製菓学校に入学、パースのフ
レンチパティスリーにて調理と製菓を修業。
2010年にビジネスパートナーと開業。現在
1児の母として、育児、家事を両立させながら、
ショコラティエールとして活躍中。

中村有希がショコラティエールへの道を
歩んだきっかけは、幼少期パリで父親が
買ってきてくれた、宝石のようなショコラと
の衝撃的な出会い。海外でチョコレート
作りを学び、生活の拠点をオーストラリア
に移して2010年パースで開業。

「いつもFANを」 この言葉をモットーに、
新しいことを楽しみながら挑戦する彼女
のチョコレートは、生活の中で大切にした
い「優しさを受け取り、与える」そんな愛の
あるアクションを表現しています。フレー
バーを掛け合わせた特長ある繊細なボン
ボンショコラは、デザインも大胆かつ斬新。 
ひとつの素材だけでは到達できない、複
雑な美味しさは「ナカムラチョコレート」の
真骨頂。海外の文化を知る彼女だから
生まれる、そんなアイデアを心ゆくまで。 素材を掛け合せた6つのハートで『愛へ至る感情のジャーニー』を

表現。オレンジ色の新作はラズベリーのマシュマロ×ピスタチオの
ガナッシュ。

ストロベリー&シャンパンやホワイトトリュフなど、世界のラグジュアリーな
味覚からインスピレーションを得た9粒のスペシャルな詰合せ。
セレブレーション BOX（9種計9個入）4,212円

ジャーニー オブ ラブ（6種計6個入）2,797円

ナカムラセレクション（6種計6個入）2,635円

日本の心 和をイメージしたセレクション。 抹茶や柚子など和の素材も、
彼女のクリエイティブな発想で新鮮な味覚に変身。陶器をイメージし
たデザインなど、 優雅で雅なデザインも魅力。
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遠鉄
百貨店
限定

グイドルーチェ10（10個入）3,240円

①ペピクール
（2種9個入）4,212円
②［髙島屋・遠鉄百貨店限定］
プラリネ・ア・ランシエンヌ
（9種9個入）4,320円

グイド・ゴビーノ

初出店 am003
本館8階 催会場

伝統的なレシピを再現しながら、
ファッション性を持つブランド。
トリノ本店の人気商品を厳選した10粒入りアソートセット。
ヘーゼルナッツと高品質カカオを使用したジャンドゥーヤから
作り出す「トリノット」、海塩とオリーブオイルを使用した「アル・
サーレ」、コーヒー豆を粗挽きし、本場のカプチーノを再現した
「アル・カプチーノ」など大人のチョコレートに仕上げました。

am004
ル・ショコラ・アラン・デュカス

本館8階 催会場

一貫したものづくりが
生み出すショコラ。
パリ工房でカカオ豆の焙煎から全てオ
リジナルで作るクーベルチュールを使用
し、エグゼクティブシェフのパトリック・バイ
エー氏が丹念に仕立てるボンボン･ショ
コラ。②は、黒ゴマとカフェのプラリネが
入った限定アソートです。

① ②

①

②
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ボンボン ショコラ 6個 パピヨネ
（6種計6個入）2,992円

am005
ジャン=ポール・エヴァン

本館8階 催会場

アーティスト・ショコラティエ
として称される
ジャン=ポール・エヴァン
1986年に弱冠28歳でMOF受章。数々の
栄誉に輝く世界トップクラスのショコラティエ。
素材や味へのこだわり、独創的で遊び心あ
ふれる感性、確かな技術から生まれるショ
コラはまさに芸術品。

①マカロン 
6個詰合わせ

（6種計6個入）3,024円
②アソリュティマン ド 
ショコラ 5個入り
（5種計5個入）2,430円

①

②

am006
ピエール・エルメ・パリ

本館8階 催会場

21世紀のパティスリー界を
先導する第一人者。
パティスリー界のピカソと称される巨匠のショ
コラには独特の輝き、まろやかさ、芳香さがあ
ります。口の中でソフトにとろける上質なショ
コラを限定パッケージで。ショコラフレーバー
を中心に詰め合わせた大人気のマカロンも。
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メリーゴーランド 
ワッフル セレクション

（6種計6個入）3,780円

愛や勇気、おいしいものを食べたときに
感じる幸せを、ベルギーを代表するスイー
ツワッフルで表現。6種類の限定チョコ
レートを詰め合わせました。

am007
ゴディバ

本館8階 催会場

おいしさが巡る、ワッフルな6粒。

「あつまれ どうぶつの森」の
世界がショコラに！

ゴディバ meets あつまれ 
どうぶつの森 アソートメント

（9種計9個入）
3,240円

人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」の
キャラクターを描いた、カレタイプなどの愛
らしいチョコレート9粒を、ゴディバの2023
年バレンタイン・テーマ「メリーゴーランド」
を描いたオリジナルデザインの缶に詰め
合わせて、催会場限定でご用意。

フォーチュンショコラ 
アソートメント

（6種計6個入）
2,592円

輝く未来を願って、大好きな人や私に贈
るフォーチュンショコラコレクション。きらめ
く星のチョコレートが、ピンク色"ローズス
ター"だったら大当たり。2023年の運勢
はいっそう輝きはじけることでしょう。パッ
ケージの二次元バーコードからは今年の
運勢を占うホロスコープをお楽しみいた
だけます。

Ⓒ Nintendo
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①

②

今年のバレンタインのテーマ「Touching 
hearts」をモチーフにしたパッケージに新
作の「レクール ヌーヴォ」や定番のチョコ
レートを詰め合わせました。

am008
ピエール マルコリーニ

本館8階 催会場

マルコリーニが奏でる
カカオの世界。

①コフレクール 9個入
（9種計9個入）4,050円 
②ヌーヴェルセレクション 9個入

（9種計9個入）3,996円 

サンク・エトワール プリュス クール
（10種計10個入）
3,888円 

多彩な輝きを放つ贅沢な一箱。心ときめ
く5種類のショコラがアソートされたサン
ク・エトワールに、〈ピエール･ルドン〉の定
番であるハート型のショコラをプラスした
特別な2段ボックスです。

am009
ピエール・ルドン

本館8階 催会場

原点であるイタリアを讃えたジャンドゥー
ヤ「コルネ フォンダン」や2代目ノイハウ
スの名を冠した「フレデリック」などブラン
ドを代表する6粒をひと箱で味わえます。

am010
ノイハウス

本館8階 催会場

ディスカバリー 
クラシックミックス
（6種計6個入）
2,970円
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AOKI 2023
（6種計6個入）
3,348円

新作「ミルティーユ アールグレイ」「テ ジャスマン」「ミエル シト
ロン コンフィ」に、フランスで権威あるショコラ品評会（C.C.C.）
で最高位の受賞歴を持つ「パッション」「プラリネ オレ」、人気
フレーバーの「フィグ」を加えた6粒をパリ直輸入で。

am013
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ

本館8階 催会場

新作は“フルーツ”と“お茶”がテーマ。

ダイヤモンドBOX
（6種計6個入）
3,888円

2023年限定のピンクカラーのダイヤモ
ンドBOXに、口溶けの良いキャラメルガ
ナッシュ入りのピンクダイヤモンドミルク
や、ラズベリージュース＆リキュールを使
用したガナッシュ入りのパープルダイヤ
モンドダーク、ペルー産カカオのガナッ
シュ入りのレッドダイヤモンドダーク、香り
高いピスタチオガナッシュ入りのグリーン
ダイヤモンドミルクなど6種のダイヤモンド
ショコラを詰め合わせました。

am011
デルレイ

本館8階 催会場

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

ライチェントショコラーデ
（3種計6個入）
2,160円

華麗な口どけ、優雅なフレーバー。ハプス
ブルク家にゆかりを持つ、古都ウィーンが
誇るブランド〈デメル〉。オレンジジャスミン、
ラベンダー、ライチローズのガナッシュを、な
めらかなチョコレートでコーティングしました。

am012
デメル

本館8階 催会場
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セントー セレクション 10
（10種計10個入）
2,970円

2023年の新粒、カメルーン産カカオを使
用したガナッシュにレッドカラントのジャム
をサンドした「レッドカラント」、ベネズエラ産
カカオとローストしたアーモンドにフィアン
ティーヌを練り込んだプラリネ「マンドルラ」
や、ペルー産カカオのガナッシュにスミレの
香りを加え、ラズベリーのジャムをサンドした

「ヴァイオレット」、2013年インターナショナ
ルチョコレートアワード金賞受賞のセントー
代表粒「塩キャラメル」など、セントーの味を
存分にお楽しみいただけるセレクションです。

am014
セントー

本館8階 催会場

ボヌール 8個入
（8種計8個入）
1,998円

〝サロン・デュ・ショコラ〞大賞受賞作の
『プラリネ・ノワゼッツ・ピエモン』や、カカ
オ70％の香り高い『トリュフショコラ』、世
界初の技法で精巧に作られた『クール
ルージュ』など。熟練ショコラティエの巧
みな技から創り上げるフランス発の芸術
的ショコラで贅沢なひと時をあなたに。

am015
ラ フェヴァリ

本館8階 催会場

バラエティボックス
（200ｇ）
3,240円

ボルドー産貴腐ワイン漬けレーズンや濃
厚な甘みと柔らかい果肉が特徴の白イ
チジク、香り高いコロンビア産アラビカ
コーヒー豆など。世界各国のこだわり素
材と、その魅力を引き出すカカオ70％の
ダークチョコレートやミルクチョコレートな
どで仕上げました。ルシャトーの多彩な味
わいが楽しめるバラエティボックス。

am016
ルシャトー

本館8階 催会場

ショコラ＆トリュフ 8個入
（6種計8個入）
1,539円

ブランドを代表する伝統の『トリュフ』と、
ルビーカカオのフルーティな酸味が広が
る『ルビートリュフ』、日本オリジナルテイ
ストの『レッドハート』などトリュフ2種と人
気ショコラ4種を120周年を記念したア
ニバーサリーボックスに詰め合わせまし
た。長年に渡り愛され続ける上質な味わ
いを心ゆくまでお楽しみください。

am017
デジレー

本館8階 催会場
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初出店 am018
PISTA＆TOKYO

本館8階 催会場

ピスタチオの緑輝く魅惑を、トーキョーから。
ピスタチオ風味のチョコとクッキーのサンド。「ピスタチオ＆
ピスタチオ」 と、フランボワーズチョコをプラスした「ピスタチオ
＆フランボワーズ」のアソートセットです。

ピスタチオサンド アソート
（2種計10枚入）2,160円

ベルギー王室御用達の称号を持つエル
マン･ヴァンデンダー氏による匠のショコ
ラ。エクアドルの自社農場で栽培したカ
カオをはじめ、世界のカカオ産地の味を
楽しめる詰め合わせ。カカオの実を模し
た「カボッスショコラ」のアソートも。

am019
ヴァンデンダー

本館8階 催会場

ビーントゥーショコラ 8コ
 〈La Passion〉

（8種計8個入）
2,754円

1944年、ブリュッセルにて創業。カカオ
豆の香りや味わいを引き出す“焙煎”にこ
だわり、ショコラを作る。5つの産地が育
んだカカオ豆の個性を存分に引き出した
ショコラと、フィリングの調和を楽しんで。

am020
フレデリック・ブロンディール

本館8階 催会場

①ショコラアソート
（8個入）3,024円 
②ボヤージュデュショコラ

（6個入）2,160円

①

②

062
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初出店 am021
オードリー

〈オードリー〉をお買い求めのお客様は、開店
前の状況により事前入店を実施する場合が
ございます。開店前は本館西入口にお並び
ください。事前入店は午前9時45分までに本
館西入口にお並びいただいた先着100名様
までとさせていただきます。それ以降は開店
後に直接会場までお越しください。
※お連れ様の途中からの合流はご遠慮くだ
さい。※在庫状況により購入制限をかけさせ
ていただく場合がございます。※お並びいた
だいてもお買い求めいただけない場合がご
ざいます。品切れの際はご容赦くださいませ。

本館8階 中央ひろば

女の子心をくすぐる
キュートなおかし

いちごを使ったキュートなお菓子で人気
の「オードリー」が新登場。ホワイトチョ
コの中にドライいちごを入れたハローベ
リーは、爽やかな酸味とまろやかな甘み、
クッキーのサクサクとした食感が絶妙の
ハーモニーです。オードリーの代表作、グ
レイシアは花束のような見た目が印象
的。ミルキーなクリームと甘酸っぱいいち
ごをくちどけのいいラングドシャで包んだ
ミルク味と、ほろ苦いチョコレートクリーム
をアーモンドプードルの香る薄いサクサ
ク食感のチュイールで巻いたチョコレート
味。スペシャル缶には2種類の花束をか
わいい缶に詰め合わせました。

スペシャル缶
（グレイシア2種10個入）1,674円

ハローベリー（5個入）1,080円

グレイシア（ミルク）（8本入）1,166円

〈オードリー〉事前入場について
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髙島屋
遠鉄百貨店
限定

am023
モンサンクレール

本館8階 催会場

よつぼし苺の甘みが広がるケークショコラ。
しっとりとしたショコラのケークに、よつぼし苺のガナッシュを
重ね、ノワールショコラでコーティング。真ん中には、フランボ
ワーズのコンフィチュールを忍ばせて、アクセントを加えました。

ショコラよつぼし（1本）3,561円
入荷の詳しい
スケジュール
情報はこちら

①チョコクラップス
（4枚入）972円
②マカダミアチョコバレット
（6個入）1,080円

①

②

初出店 am022
グラマシーニューヨーク

本館8階 中央ひろば

マカダミアナッツと食感素材の
美味しさをお楽しみください。
ニューヨークの雰囲気と文化が漂う、スタ
イリッシュな人気スウィーツブランド“グラマ
シーニューヨーク”。さくさくのサブレとナッ
ツたっぷりのチョコレートでコーティングし
たチョコクラップスや、ガーナ産チョコレー
トクリームと香ばしいマカダミアナッツをコ
コアラングドシャにのせたマカダミアチョコ
バレットなど、チョコレートを使用した焼き
菓子をご紹介します。

※ご購入はお1人様1本とさせていただきます。
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髙島屋
遠鉄百貨店
限定

①

②

am026
パティスリーヤナギムラ

本館8階 催会場

利き酒気分で楽しめる、焼酎ボンボン。
鹿児島県枕崎市に蔵を構える〈薩摩酒造〉の白波シリー
ズや、長期熟成したさつま芋や麦の焼酎など、さまざまな
銘柄を厳選。こだわりの銘酒がとろっと溢れ出す、大人
のボンボンショコラです。

①薩摩酒造厳選6銘柄（6種計6個入）2,268円
②薩摩酒造厳選9銘柄（9種計9個入）3,402円

フォンダンショコラ
ローズ＆ラベンダー
（2種計2個入）
2,808円

ハーブから抽出した優雅なアロマのフォン
ダンショコラ。ルビーチョコレートを使用し
た「ローズ」とビターチョコをべースにした
「ラベンダー」の2種類をセットにしました。

am024
シェ松尾

本館8階 催会場

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

個性豊かなモルト原酒とブレンダーに受
け継がれた技術が融合する「竹鶴ピュア
モルト」を使用。香り高い大人の生チョコ
レートで至福のひと時を。

am025
シルスマリア

本館8階 催会場

竹鶴ピュアモルト生チョコレート
（16個入）
2,376円
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エクラコレクション
（スイート・ルビー・ミルク）
（1枚）各1,730円

世界有数のメーカー、バリーカレボーの
カラーチョコレートに様々な味わいや、香
り、食感、遊び心を加えたタブレットが新
登場。2011年にオープンした「パティス
リー・エチエンヌ」。オーナーシェフの藤本 
智美氏は、「第10回クープ・デュ・モン
ド・ドゥ・ラ・パティスリー2007」で総合優
勝した日本チームの一員。

am027新登場

パティスリー エチエンヌ

本館8階 催会場

浜松市鹿谷町にある料理教室「おいしい
アトリエ」のお菓子屋〈菓子すみれ〉。浜
松産レモンをたっぷり使用。自家製レモン
ピール入りのレモンケーキにホワイトチョ
コレートをコーティングしました。

am028新登場

菓子すみれ

本館8階 催会場

カカオニブ生キャラメル
（9粒入）1,080円

掛川市で栽培されるさとうきび。遠州横須賀
藩に伝わる「よこすか・しろ」で作られていま
す。コク深いミルク生キャラメルに香り高い
新鮮なインド産カカオニブを練り込みました。

am032
コンチェ

本館8階 催会場

「チョコレートでみんなを笑顔に。カカオで
世界を幸せに。」をVISIONに掲げる名古
屋のビーントゥーバーのチョコレート専門
店。「マディアンビター」「マディアンミルク」

「オレンジピール（7本）」「オランジェット」
「皮付きローストカカオ豆（18g）」の特別
セットをお届いたします。

ミモザモチーフのアーモンドチョコやほうじ茶のパリチョコな
どの新商品と定番アイテムを合わせた楽しい組み合わせ。

am030
チョコリコ

本館8階 催会場

2020年名古屋にオープンし、現在は4
店舗あるスウィーツとパンのお店。ガナッ
シュキャラメルとマカダミアナッツをサブレ
でサンド。コーティングのクーヴェルチュー
ルはショコラノワールとショコラオレ。

am029新登場

メゾン・デュ・ミエル

本館8階 催会場

マカダミアとキャラメルのショコラ
サンド（5個入）
2,160円

am031
ミモザショコラトリー

本館8階 催会場

ホワイト
チョコレート
レモンケーキ
（3個入）
1,080円

ミモザショコラトリーの巾着ギフト（4個入）
1,920円

choco rico 
select 2023

（5種入）2,220円

◀入荷の詳しい
スケジュール
情報はこちら

※2月４日（土）・11日（土・祝）
の販売でございます。
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◀入荷の詳しい
スケジュール
情報はこちら

チョコレートサンドクッキー
（4種計8個入）2,160円

厚みのあるクッキーが特徴の本格Bean 
to Bar チョコレートサンドクッキー。カカオ
豆の個性でナッツやフルーツなど4種のフ
レーバーを表現。食べ比べを楽しんで。

am034
ミニマル‐ビーントゥーバーチョコレート‐

本館8階 催会場

マカダミアナッツ
（90g）1,600円

名古屋久屋大通のチョコレート専門店。
キャラメリゼしたマカダミアナッツをチョコ
レートでコーティング。カリッとしたナッツ
の食感とほどよい甘さのチョコレートが絶
妙なバランスです。

am033
ショコラトリータカス

本館8階 催会場

チョコいちご
（約90g）1,080円

フリーズドライのいちごにホワイトチョコレー
トをしみ込ませました。爽やかないちごの酸
味と、クリーミーなホワイトチョコレートの甘さ
をあわせ持つ不思議食感のショコラ。

am036
ショコラ ドゥ セゾン

本館8階 催会場

ショーコラ4個入
（4種計4個入）1,641円

横浜のチョコレート専門店〈バニラビー
ンズ〉のロングセラー商品。濃厚なガナッ
シュをチョコレートでコーティングし、自家
製のクッキーでサンドしました。（マイルド
カカオ、リッチミルク、カフェプレミアム、プ
ラリネノワゼット） 

am035
VANILLABEANS

本館8階 催会場

※２月1日（水）からの販売でございます。
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◀入荷の詳しい
スケジュール
情報はこちら

スティック＆プレート 20個
（20個入）1,836円

スタイリッシュなスティック型のビターと美
しい模様で人気の高いマーブルチョコ
レート、口あたりなめらかなプレート型のビ
ター、ミルクチョコレートの詰め合わせ。

am038
帝国ホテル

本館8階 催会場

新登場

オリーブの葉チョコレート
（1袋40g）
540円

「おいしくて体に良いものをつくる」とい
うことにこだわった浜松市南区にあるオ
リーブ農園。ガーナカカオを72％使用し
た高カカオチョコレートに、抗酸化力の高
い「オレウロペイン」というポリフェノールを
たっぷり含んだオリーブの葉の粉末を配合。

am037
和 Olive 園

本館8階 催会場

インドネシア産のこだわりのチョコレート
に贅沢な厚みをもたせ、バターとアーモン
ドが香るラングドシャ生地で挟み込みまし
た。ナチュラルなカカオ本来の豊かなア
ロマとフルーティーな酸味を味わえます。

am040
dari K

本館8階 催会場

BUDDY CHOCOLATE
プレッツェル グリーン缶

（2種計約240ｇ）1,998円

新作のデザイン缶に“割りチョコ”がたっ
ぷり。新フレーバー「プレッツェル＆ブラッ
ククッキー ホワイト」と大人気「プレッツェル 
ミルクキャラメル」の2種類をアソート。

am039
KOBE CHOCO

本館8階 催会場

カカオサンドクッキー（ミルク）
（6枚入）
1,350円
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 “苺のミルフィーユ”をイメージし、異なるショコラを層に重ねて
苺をトッピングした新作「ミルフィーユフレーズ」。可愛らしいミニ
サイズのマンディアンも人気です。

am041
ベルアメール

本館8階 催会場

遊び心あふれるミルフィーユとマンディアン。

① ②

①ミルフィーユフレーズ（3種計5個入）2,808円
②ミニマンディアン（15枚入）2,592円

フルーツポップ 6コ
（3種計6個入）
2,700円

バラエティ豊かに果実を楽しむ
ショコラ「フルーツポップ」はジュ
レ入りのフルーティーな味わい。
つややかな仕上げで瑞 し々いフ
ルーツを表現しました。

フルーツバターショコラ
5コ（5個入）
2,160円

ホワイトチョコやブロンドチョコ
を合わせたバタークリームにド
ライフルーツを入れました。
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厳選した2種類のクーベルチュールチョコレートを生地に
練り込み、力強いカカオの風味が感じられる生地に仕上
げました。なめらかでしっとりとした食感、濃厚なカカオの風
味をお愉しみ頂けます。

東京ブラウニー（6本入）1,350円

am044
コートクール

本館8階 催会場

日本のブラウニー専門店の濃厚な味わい。

あまおう苺のトリュフ
（3種計5個入）
918円

甘みと酸味のバランスが良い「あまおう
苺」を使用したガナッシュ入りのトリュフ。
3種の味わいをお楽しみください。

am042
ラ・メゾン白金

本館8階 催会場

パフェショコラ
（5種計5個入）
1,296円

一粒で様々な味が楽しめるパフェショコ
ラ。バラエティ豊かな味わいをアソートし
ました。

am043
プラリベル

本館8階 催会場
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2023限定生ショコラ 白桃抹茶
（3種計36個入）
2,916円

白桃のみずみずしい甘さと、濃厚な抹茶
のほろ苦さとのマリアージュ。繊細な味わ
いが調和する口どけなめらかな生ショコ
ラです。

am045
宇治園

本館8階 催会場

あまおうチョコ有田焼磁器入
（50g）
1,836円

福岡を代表する苺「あまおう」を焼酎に
漬け込み造った苺のお酒をやわらかい
チョコに練りこみローズピンク色有田焼
の器に入れました。

am046
九州焼酎菓蔵

本館8階 催会場

トラベルビートル
（11個入、トランク付イエローのミニカー入）
2,484円

旅に出るビートルをイメージしたトラベル
ビートル。付属のミニカーはこだわりのリ
アキャリアとトランク付きです。

am047
Beetle（ビートル）

本館8階 催会場

デュッセ メランジュ
（約240g入）
3,348円

クリスピーシリアルをフルーツチョコレート
でコーティングした日本初登場の「カラフ
リュイ」をはじめ、ナッツやフルーツ、パート
ドフリュイを伝統的な製法でチョコレート
コーティングした色鮮やかなアソートです。

am048
フランソワ デュッセ

本館8階 催会場
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アニマルショコラ D
（6種計6個入）
2,268円

幾度も試作を重ねてこだわり抜いた愛ら
しいフォルム。2023年の干支「うさぎ」な
ど、6種のアニマルショコラの詰め合わせ
です。

am049
ゴンチャロフ アニマルショコラ

本館8階 催会場

髙島屋・遠鉄
・阪急・阪神
百貨店限定

ガルニエ K
（21種計21個入）
3,240円

クロード・モネ「散歩、日傘をさす女」をデ
ザインしたパッケージの中に、ひとつず
つ丁寧に仕上げた、愛らしいフォルムの
チョコレートを詰め合わせました。

am050
ガルニエ

本館8階 催会場

アンジュジュ I
（21種計26個入）
2,160円

〈ゴンチャロフ〉のオリジナルキャラクター、
黒猫の「アンジュジュ」をテーマにしたア
ソート。猫好きにはたまらない肉球型など
楽しいデザインがいっぱい。

am051
ゴンチャロフ アンジュジュ

本館8階 催会場

新登場

チョコムー×ゴンチャロフ
プレーンチョコレート

（2種計10個入）
972円

初登場人気アーティスト“Chocomoo”
がチョコレートメーカー〈ゴンチャロフ〉とコ
ラボレーション。「捨てないパッケージづく
り」をコンセプトに環境配慮素材を使った
パッケージは、フラワーベースとして楽し
めます。

am052
チョコムー×ゴンチャロフ

本館8階 催会場

※花はイメージです。
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新登場

はちみつトリュフ
（2種計6個入）1,188円

“森のくまさん”が大好物のはちみつで作
るチョコレートをイメージ。はちみつトリュフ
5粒とファンシーチョコレート1粒をセット
にしました。

am053
FURANSUYA・

森のクマさん海のクマさん

本館8階 催会場

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

新登場

アリエット
（10種計10個入）1,296円 

横笛の音色に誘われて森の動物たちが
大集合。ウサギやリス、ハリネズミ、フクロ
ウ、シカなどを象った愛らしいチョコレート
の10個入りアソートです。

am054
FURANSUYA・フィフル

本館8階 催会場

アソートメント缶
（6種計21個入）
1,944円

お口の中でパチパチはじける新感覚チョ
コレート。クリームソーダを描いたレトロで
可愛いデザイン缶に6種類のはじける
キャンディチョコレートを詰合わせました。

am055
メリーチョコレート

はじけるキャンディーチョコレート。

本館8階 催会場

まんまるおしりポーチ
（5個入）1,375円

ムーミンの“まんまるおしり”を刺しゅうした、
ゴールドチェーン付きのミニポーチ。中に
は、ムーミン型のハイミルクチョコレートを
入れました。

am056
ムーミン×メリーチョコレート

本館8階 催会場
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よくばりアソートボックス
（12種計12個入）
2,160円

ポケモンのピクセルアートが楽しい懐か
しくも新しさを感じるデザイン。ポケモンた
ちがフィールドを歩いているようなイラスト
の缶に。それぞれのタイプにちなんだチョ
コレートなどを詰め合わせました。

am057
ポケモン  meets メリーチョコレート

本館8階 催会場

国産苺トリュフ
（2種計5個入）
1,080円

2種類の国産苺をトリュフに仕立てまし
た。国産苺の華やかな香りや爽やかな酸
味を、なめらかな口どけとともにお楽しみく
ださい。

am058
メリーチョコレート 奏 -KANADE-

本館8階 催会場

日本茶のショコラ
（5種計6個入）
1,296円

宇治抹茶や八女茶をはじめとした5種の
日本茶のショコラ。お茶の様々な表情が
楽しめます。白く可憐なお茶の花をパッ
ケージにあしらいました。

am059
セゾン ド セツコ -ル ジャポン-

本館8階 催会場

不屈の者
（8種計8個入）
1,296円

天下統一を成し遂げた徳川家康をイメー
ジしました。家康の兜をあしらった和栗の
チョコレートや静岡のお茶を使用した煎
茶チョコレートのアソートです。

am060
メリーチョコレート TSUWAMONO

本館8階 催会場
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愛らしいオーナメントのついたツヤツヤ
ポーチの中にはミッフィー型の小さなチョ
コレートが入っています。ミッフィーシル
エットの可愛いボックスの中には、キュー
トなマフィン型のチョコレートや、ミッフィー
デザインのチョコレートをアソート。どちら
もとびきりのかわいさです。

am061
ディック・ブルーナ by モロゾフ

本館8階 催会場

みんな大好きミッフィーの
チョコレートアソート。

①ミッフィーコフレ（13個入）1,080円
②ミッフィーポーチ（40g、8個入）1,430円

① ②

オニバスコーヒーとモロゾフのチョコレー
トが融合した「コーヒーラボ」。「コーヒーラ
ボ」の世界を贅沢に味わえるアソートメント。

am062
コーヒーラボ

（モロゾフ×オニバスコーヒー）

本館8階 催会場

レオン（10個入）
1,080円

上質なダークブラウンのボックスに、洋酒
をきかせたトリュフ、コーヒーやナッツなど
多彩な味わいのチョコレートを詰め合わ
せて。

am063
レオン by モロゾフ

本館8階 催会場

新登場

オニバスブレンド
（オニバスクランチ、オリジナルチョコレート18個、
オニバスビーンズ20g入）
1,620円
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チョコセットL（ポケモン）
（15個入）
2,160円

たくさんのポケモンがデザインされたチョ
コレートの詰め合わせは塩キャラメルや
フルーツなどフレーバーも多彩です。かわ
いいポケモンがぷっくりとエンボスされた
缶は必見です。

am064
ポケモン

本館8階 催会場

いちごアソート缶
（12個入）
1,620円

「苺×チョコレート」の美味しさを追求した
専門ブランド。いちごとチョコレートが出
会って生まれる様々な美味しさをかわい
らしい1缶に込めました。

am065
いちごの日

本館8階 催会場

ギリシャ神話に登場するオリンポスの
神 を々司る惑星をイメージ。滑らかなキャ
ラメルソース入りのショコラです。遥か彼
方の星々に想いを馳せて。

am066
フーシェ オリンポス

本館8階 催会場

カラメラフロランタンサンド
アソルティ
（3種計6個入）
2,592円

「カラメラフロランタンサンド」は香ばしいフ
ロランタンとビターなスイートチョコでキャ
ラメルソースをサンド。甘酸っぱいベリー
ソースをサンドした新商品を加えた3種を
アソート。

am067
フーシェ カンナミエル

本館8階 催会場

遥かなるエトワール
（7種計7個入）
2,160円
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浜松市の三ヶ日町を中心に「蒼い湖を子どもたちの未
来へ贈ること」を目標に環境とこどもに優しい商品の開
発や体験イベントに取り組んでいる「ＢＬＰ/ブルーレイ
クプロジェクト」。その活動の1つ「青みかんプロジェク
ト」。果実が育つ過程で摘果されてしまう「青みかん」。
その活用の可能性を見出していくことで地域の環境
に貢献し続けていきたいと願っています。今回は「活
　　　　  動に賛同する地元のお店」と「青みかん」の
　　　　  コラボスウィーツをご用意いたしました。

◀詳しい活動内容はこちら！

ミモザの青みかんボンボン
ショコラ（6粒入）2,160円

浜松市北区根洗にあるチョコレート専
門店。2023年ニューフェイス6種類のフ
レーバーを詰合せました。青みかんの他
にビターやプラリネなど、定番のショコラ
　も一緒にお楽しみください。

am031
ミモザショコラトリー

本館8階 催会場

青みかん生チョコ
（7個入）1,800円

am068
Cafe & Rerstaurant LENRI

本館8階 催会場

浜松調理菓子専門学校の生徒さんといっ
しょにつくりました！〈Cafe ＆ Restaurant 
LENRI〉のホワイト生チョコに「青みかん」
をふんだんに使用しました。ホワイトチョコ
レートの甘みと青みかんのさわやかな
香りのコントラストをお楽しみください。

スイーツとお酒を楽しむ場所
を提供する〈carol〉。会員制
フレンチのシェフが作る素朴で
濃厚なチーズケーキをベースに

「ホワイトガトーショコラ」と「青みかん」
をふんだんに使用しました。濃厚なチーズ
の風味に始まり、ホワイトチョコレートの
絶妙な甘み、最後にふわっと「青みかん」
が広がります。

am069
キャロル

本館8階 催会場

青みかんのホワイトバスク
チーズケーキ（冷凍）

（径約12㎝）3,000円

am070
パティスリー ラヴェリテ

本館8階 催会場

浜松市西区大平台にある人気パ
ティスリー。「ホワイトチョコレート」と

「青みかん」の絶妙なバランスが楽しめる
ケーキです。

青みかんのホワイトチョコケーキ
（1本）3,000円
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春華堂自慢の生チョコレートスイーツ「カカ
オの雫」に「STRAWBERRY」が新登場。
いちごづくしのクリーム・チョコレートガナッ
シュ・パウダー。恋するように甘酸っぱく広
がるいちごと、やさしく包むミルクのコクを
お楽しみください。

am071
春華堂

本館8階 催会場

カカオの雫 STRAWBERRY
・（3個入）432円
・（9個入）1,296円

※写真はイメージです。

・for me 木いちごの
しっとりネージュ756円
・for me しっとりネージュ
2種アソート（木いちご・マンゴー）
1,512円

キュンと酸味の果実感が自慢の木いち
ごと、フルーティーで爽やかな甘さのマン
ゴーのしっとりサクサク新食感クッキー。

「私というお姫様へのプレゼント」をイメー
ジした限定パッケージでどうぞ。

am071
春華堂

本館8階 催会場

オランジェット
・（約70ｇ）2,300円
・（約100ｇ）3,200円

アルザス出身のベルナールシェフが、丁
寧に炊き上げたオレンジの皮にフランス
産最高級ブラックチョコレートをコーティ
ング。洋酒や合成香料を使用せず、素材
本来の持ち味を最大限に引き出します。

am072
アボンドンス

本館8階 催会場
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QUONシェフセレクション（12枚入）3,780円

QUONチョコレートを代表する、今一番召し上がっていた
だきたいフレーバーを2段の箱に詰め合わせたセットです。am073

QUON CHOCOLATE

本館8階 催会場

世界中から厳選したピュアチョコレートを
素材に、手作業で丁寧に仕上げています。

ミックスショコラクッキー
2,160円

ひとつひとつ丹精込めて手作りされた、
多彩な味が楽しめるチョコレートとクッ
キーのセットです。

am074
リープリング

本館8階 催会場

プラリネ アマンドショコラ
（ハート型約7０ｇ）1,600円

6種類の胡椒を使ったアーモンドショコラ。
ビターな味わいでほのかな胡椒の余韻
が残る、コーヒー、お酒とも相性の良い
ショコラです。

am070
パティスリー ラヴェリテ

本館8階 催会場
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生チョコ（石畳）
（16個入）1,350円
※賞味期限は製造日より約2週間となります。

季節のスウィーツや焼菓子をゆったり
としたサロンで味わえる磐田の人気パ
ティスリー。石畳を思わせる形で、やわら
かくなめらかな食感が魅力の生チョコは、
期間限定の味わいです。

am075
西洋菓子 家田

本館8階 催会場

オリジナルトリュフ
（6個入）1,512円
※賞味期限は製造日より
約1週間となります。

優雅なひとときを過ごせる店内で伝統
的なフランス料理を振る舞う地元の
名店。確かな腕を持つ山口シェフが
手掛けるオリジナルトリュフは、芳醇
な香りと極上の口どけをご堪能いただ
けます。

am076
フランス料理 タルタル

本館8階 催会場

誕生石ショコラセット（2月アメジスト）

（4粒+誕生石ショコラ）3,272円
※誕生石ショコラは12種類からお選びいただけます。

2月生まれの方の誕生石アメジストをイ
メージ。 カシス果汁のジュレとガナッシュ。
専用ケース付き。各月の誕生石をイメー
ジした12種類の誕生石ショコラ。誕生石
に合わせたガナッシュとジュレの組み合
わせ。ダイヤモンドカットが美しく輝きます。

am077
パティスリー＆ショコラ セルフィーユ

本館8階 催会場

マロンショコラ・レーズンショコラ
詰合せ（5個入）
1,458円

柔らかなスポンジ生地を細かくほぐし刻ん
だ栗、ラムレーズンをそれぞれ合わせてミ
ルク、スイートチョコレートでコーティング。
2種類の味をお楽しみください。〈アンジェ
リカ〉創業以来の人気商品です。

am078
アンジェリカ

本館8階 催会場
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am068
Cafe & Restaurant LENRI

本館8階 催会場

地元〈花の舞酒造〉の酒かすを使用した
生チョコとパティシエこだわりのラム酒の
生チョコをセットに。芳醇な香りで大人の
ための生チョコです。色粉は使用せずに
丁寧に作られたマカロンとショコラ。

都田のCafe&Restaurant
から地元の素材を使用した
生チョコが登場。

①マカロンショコラ
（5個入）2,500円
②酒粕とラム酒の生チョコ

（各7個入）5,000円

am079
OCA CACAO＆CHOCOLATE

本館8階 催会場

ベトナムのバリア=ブンタウ省にて、カカオ
の栽培からチョコレートづくりまで一貫し
ておこなうTREE to BAR 製法を実施。
有機JAS認証をはじめ、世界4か国の有
機認証を取得しています。香料や乳化剤
などの添加物不使用。そのため、カカオ
豆そのものがもつ、芳醇でフルーティー
な酸味を味わえます。食べやすい一口タ
イプの個包装へリニューアルしました。

ベトナム産オーガニックカカオ
のシンプルな味わい。

ORGANIC 
DARK CHOCOLATE

（24個入）
3,500円

②

①
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ネット限定商品 ◀ネット限定商品
のご注文はこちら！※P59～P64の掲載品は店頭販売はございません。ネットでご予約・店頭受取限定商品となります。 ※お支払いはクレジットカードによる事前決済のみとさせていただきます。

ネットでしか入手できない人気商品！　数量限定のため早目のご注文がオススメです。

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

ショコラの名手6人による
独創性、技、センスが詰まった豪華共演。

スペシャル
コラボレーションBOX

❶〈ピエール・エルメ・パリ〉
爽やかなカシスの風味が口中に広がるボンボンショコラ。
❷〈ジャック・ジュナン〉
セサミとアーモンドのプラリネ、香ばしい風味が特徴。
❸〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉
オレンジ風味と香ばしいナッツの風味が絶妙なダークプラリネ。
❹〈ヴァンサン・ヴァレ〉
レモンとバジルが入った、フレッシュな風味のキャラメルドーム。
❺〈イヴァン・シュヴァリエ〉
爽やかなベルガモットの風味が口中に広がるボンボンショコラ。
❻〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
ショコラオレとパッションフルーツの酸味が絶妙なバランスを奏でるショコラ。

❶

❹

❷ ❸

❺ ❻

スペシャルコラボレーションBOX 2023
（6種計6個入）3,397円am080

ショコラの風味際立つ土台に、オリジナ
ルクーベルチュールショコラを使用した
自家製ヨーグルト＆フロマージュのフレッ
シュな口どけ、そしてフランボワーズとシト
ロンのコンポートが広がる3層の美。

am004
ル・ショコラ・アラン・デュカス

ガトー ショコラ
フランボワーズ
（1本）3,996円
長さ21㎝×横5㎝×高さ3.5㎝

パティスリー レザネフォールの代表作。 
フランス産カカオ70％のショコラを絹の
ようなメレンゲとあわせてオーブンでしっと
りと焼き上げた、繊細な口溶けと濃厚な
ショコラの味わいが特徴のスフレです。

am082
パティスリー レザネフォール

スフレ オ ショコラ
（1本）
2,592円

オ クール 
ドゥ パリ
（8個入）
3,996円

今年のバレンタインコレクションのテーマ
は「パリの中心で。」夕焼けに染まるパリ
の街を描いたパッケージがパリの暮らし
に息づく美味の数々へと誘います。

am081
ラ・メゾン・デュ・ショコラ

ロシェ
（3種計16個入）
7,884円

南仏の自家農園で育てたアーモンドとピエモ
ンテ産のヘーゼルナッツを用いた人気のプ
ラリネなど人気のプラリネや新作など3種が
入った“プラリネの魔術師”と称されるパトリッ
ク･ロジェ氏の真髄を感じるアソートです。

am083
パトリック・ロジェ

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

※お渡し日：2/1（水）612（日）

※お渡し日：
2/4（土）・5（日）

※お渡し日：
2/1（水）67（火）※お渡し日：

2/3（金）65（日）

※お渡し日：
2/1（水）612（日）59 60
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日本人女性で初めてパリにショコラの専
門店をオープンした佐野恵美子氏のブ
ランド。「自由」をテーマに渾身の9種をご
用意。

am085
レ・トロワ・ショコラ パリ

ショコラアソート8P
（8種計8個入）
4,320円

バレンタインコフレ
（9種計9個入）
3,780円

28歳でM.O.Fを取得したショコラティエ。
ブルターニュ産のバターや焙煎士の手
がけたクーベルチュールを使用したショコ
ラは、印象的な余韻を残します。

新登場 am084
イヴァン・シュヴァリエ

ボンボンショコラ
（9種計9個入）
3,672円

貴重なクルミを使用したプラリネや、パ
リ本店でも大人気のジャスミンのプラリ
ネのほか、新作2種を含む計9種のスペ
シャルアソート。

am087
ジャック・ジュナン

マイアーニ チョコ
レート Fiatミニカー
セット ブルーノ（6種
計6個入）3,000円

イタリアの伝統を誇る老舗チョコレート
メーカーから、6粒のチョコレートと動くミ
ニカーのギフトセット。ミニカーと同じ車種
　　　　　　のキーチェーン付きです。

am086
マイアーニ

コフレ ルージュ
（4種計4個入）
2,376円

27歳で「ワールドチョコレートマスターズ
2015」を制した実力派によるプレミアム
セレクション。トップショコラティエならでは
の独創性が見事です。

am089
ヴァンサン・ヴァレ

ブルターニュセレ
クション（9種計9個入）
3,672円

ブルターニュの天才ショコラティエ、ヨハ
ン・デュボワ氏。地元の素材を贅沢に使
い、品質、レシピ、デザインにまでこだわり
抜いた9粒のアソートです。

新登場 am091
ヨハン・デュボワ

ボンボンアソート 
9P（9種計9個入）
3,564円

パリで3店舗を構える新鋭ショコラティエ、
ジュリアン･デシュノ氏。新作や定番のプ
ラリネにガナッシュなどを加えた贅沢なア
ソートです。

新登場 am090
ジュリアン・デシュノ

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

ケルノン・
ダルドワーズ

（8個入）
2,268円

アーモンドとヘーゼルナッツ入りのヌガティ
ンをブルーに色付けしたホワイトチョコレート
でコーティング。フランスのアンジェという町
の青い屋根瓦をイメージした伝統菓子です。

am088
ラ・メゾン・デュ・ケルノン・ダルドワーズ

ネット限定商品 ◀ネット限定商品
のご注文はこちら！

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

※P59～P64の掲載品は店頭販売はございません。ネットでご予約・店頭受取限定商品となります。 ※お支払いはクレジットカードによる事前決済のみとさせていただきます。
ネットでしか入手できない人気商品！　数量限定のため早目のご注文がオススメです。
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※お渡し日：
2/1（水）612（日）

※お渡し日：
2/1（水）612（日）

※お渡し日：
2/1（水）612（日）

※お渡し日：
2/1（水）612（日）



ネットでしか入手できない人気商品！　数量限定のため早目のご注文がオススメです。ネット限定商品 ◀ネット限定商品
のご注文はこちら！※P59～P64の掲載品は店頭販売はございません。ネットでご予約・店頭受取限定商品となります。 ※お支払いはクレジットカードによる事前決済のみとさせていただきます。

ピエモンテ州クーネオを拠点とする、
1940年創業のブランド。ピスタチオや
ヘーゼルナッツのペーストをチョコレート
でカバーした北イタリア伝統のクネージ
チョコレートやトリュフをアソートしました。

am092
Bramardi

新登場

テロワール  カリブ
（6種計6個入）
2,376円

カリブ海に面するカカオ産地の中でも厳選
した5カ国、キューバ、ハイチ、ドミニカ、グレ
ナダ、トリニダード･トバゴのカカオ豆を使用。
奥深い味わいの自家製チョコレートです。

am094
ショコラティエ　パレ ド オール

髙島屋ニュー
アソートボックス

（約130g）
3,402円

パリのサロン･デュ･ショコラで多くの賞を
獲得した実力派ブランド。ナッツをふんだ
んに使ったフレーキープラリネなど、魅力
　　　的なショコラを木箱に集めました。

am093
コントワ・ドゥ・カカオ

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

ブラマルディ限定
ボックス（6種計12個入）
2,700円

三ケ日みかんショコラ
（1台）3,240円
《各日20台限り》
※お渡し日：2/9（木）・10（金）
・13（月）・14（火）
各日正午からのお渡し

フルーティなベトナム産74％のカカオに
三ケ日みかんの果汁を合わせたガトー
ショコラ。小麦粉を使わずに蒸し焼きに
しているのでスプーンですくえるくらいや
わらかく口溶けの良い仕上がり。濃厚
なショコラの味と柑橘の香りのマリアー
ジュをお楽しみください。

am095
プティ・カザリス

〈東海調理製菓専門学校〉

モンブランデミ＆モンブラン 
オ ショコラリッシュ（各1個ずつ）
1,468円《各日120セット限り》
※お渡し日：2/6（月）・7（火）

アンジェリーナ自慢のモンブランはバニ
ラ風味のマロンペーストで覆われた絶品
のメレンゲ菓子です。定番のモンブラン
デミとショコラのモンブランをセットで。

am097
アンジェリーナ

※写真はイメージです。

生ガトーショコラ
-NUTTY-

（1本）
3,650円シンプルな素材でおつくりするグルテン

フリースイーツ。外はしっかり中はとろけ
るような食感です。

am034
ミニマル‐ビーントゥーバーチョコレート‐

詳しくはこちら！

チョコレートケーキ レギュラー
（1台、約18㎝）2,160円《各日260台限り》
※お渡し日：2/12（日）614（火）

am096
トップス

くるみの入ったチョコレートクリームを三
層のスポンジでサンドしたトップスを代表
するチョコレートケーキです。

1/25（水）
午前10時から
受付開始

※お渡し日：2/8（水）
610（金）

※お渡し日：2/1（水）612（日）
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"追いはちみつ"が話題の大人気はちみつ
ソフトクリーム。今だけ"追いはちみつ"の
代わりに、ソフトクリームのためだけにつ
くられた"ハニーチョコソース"をお選びい
ただけます。

am098
長坂養蜂場

本館地下1階 催会場

ルタオ人気No.1チョコレートの「ロイヤルモンターニュ」は
なめらかなくちどけが特徴。ハチミツの甘みとミルクティーの
香りが広がる新作「ハニーミルクティー」との2つのフレー
バーを詰め合わせました。

am099
小樽洋菓子舗ルタオ

本館地下1階 催会場

2種の異なる口どけアソート。

ロイヤルモンターニュ マリアージュ 
ハニーミルクティー（2種計18個入）1,728円

はちみつソフトクリーム
【ハニーチョコソース】（95～135ｇ）
400円

上品な甘みのハンガリー産あかしあ蜂蜜
と世界でも最高品質とされる香り高いマ
ダガスカル産カカオを使用。
ハニーショコラ（115ｇ）
830円

ぶんぶんのはちみつプディング
【ショコラ】（80ｇ）
430円

長坂養蜂場２号店「はちみつスイーツア
トリエ」の「はちみつプディング」新フレー
バーが登場！もったり食感とリッチで濃厚
な味わいがたまらないショコラプディング。
贅沢な味わいがお口に広がります。
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トゥンカロン
・（1個）各380円
・（8個入）2,850円
・（12個入）4,350円

東京・新大久保に本店を構えるトゥンカ
ロン専門店がバレンタインシーズンに初
出店。たっぷりのバタークリームが魅力
の太っちょマカロンです。

am100
TOKYO MACAPRESSO

本館地下1階 催会場

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

①バターサンド〈オランジェット〉
（5個入）1,620円
②バターサンド〈苺ショコラ〉

（5個入）1,296円
②①

オレンジ果汁にキャラメルを合わせたオ
レンジキャラメルと、ベルギー産クーベル
チュールを使ったショコラバタークリーム
を挟んだ〈オランジェット〉。福岡県産あま
おう苺を贅沢に使った苺バターキャラメル
に、香りと風味のバランスがよいショコラ
バタークリームを挟んだ、〈苺ショコラ〉。2
層のクリーム、2色のクッキーで作りあげ
た特別なバターサンドです。

am101
プレスバターサンド

本館地下1階 おやつスクエア

初出店

Craft Butter Cake Chocolate
（3個入）
972円

ス ペシャリティカカオを醸 造 する
Whosecacaoのカカオマスをフィナン
シェ生地に練りこみました。イギリスジャー
ジー島の濃厚なバターとカカオが出会
うことでお互いの個性を引き立たせ、バ
ターの風味はより強く、ミルクジャムとフィ
ナンシェ生地のコントラストが強調された
味に仕上がりました。

am102
Butters

本館地下1階 催会場

髙島屋ショコラセレクション
（5個入）
2,160円

フルーツのガナッシュやコンフィチュール
を彩り豊かなチョコレートの中に閉じ込
めました。トロピカルフルーツやピーチなど、
チョコレートとのマリアージュをお楽しみ
いただけます。

am103
ヴィタメール

新館地下1階 プラザB1

初出店

※写真はイメージです。

※12種よりご自由にお選びいただけます。
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〈カタログ掲載ブランド一覧：50音順〉

アボンドンス
アンジェリーナ
アンジェリカ
イヴァン・シュヴァリエ
いちごの日
ヴァンサン・ヴァレ
ヴァンデンダー
ヴィタメール
宇治園
オードリー
OCA CACAO＆CHOCOLATE
小樽洋菓子舗ルタオ

ア

菓子すみれ
和 Olive 園
Cafe & Restaurant LENRI
ガルニエ
キャロル
九州焼酎菓蔵
グイド・ゴビーノ
QUON CHOCOLATE
グラマシーニューヨーク
KOBE CHOCO
コートクール
コーヒーラボ（モロゾフ×オニバスコーヒー）
ゴディバ
コンチェ
ゴンチャロフ アニマルショコラ
ゴンチャロフ アンジュジュ
コントワ・ドゥ・カカオ

カ

シェ松尾
ジャック・ジュナン
ジャン=ポール・エヴァン
ジュリアン・デシュノ
春華堂
ショコラ ドゥ セゾン
ショコラティエ　パレ ド オール
ショコラトリータカス
シルスマリア
スペシャルコラボレーションBOX
西洋菓子 家田
セゾン ド セツコ -ル ジャポン-
セントー

サ

dari K
チョコムー×ゴンチャロフ
チョコリコ
帝国ホテル
ディック・ブルーナ by モロゾフ
デジレー
デメル
デルレイ
TOKYO MACAPRESSO
トップス
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タ

長坂養蜂場
ナカムラチョコレート
ノイハウス

ナ

Butters
パティスリー エチエンヌ
パティスリー＆ショコラ セルフィーユ
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ
パティスリーヤナギムラ
パティスリー レザネフォール
パティスリー ラヴェリテ
パトリック・ロジェ
VANILLABEANS
Beetle（ビートル）
ピエール・エルメ・パリ 
ピエール マルコリーニ
ピエール・ルドン
PISTA＆TOKYO
フーシェ オリンポス
フーシェ カンナミエル
プティ・カザリス〈東海調理製菓専門学校〉
Bramardi
プラリベル
フランス料理 タルタル
FURANSUYA・フィフィル
FURANSUYA・森のクマさん海のクマさん
フランソワ デュッセ
プレスバターサンド
フレデリック・ブロンディール
ベルアメール
ポケモン
ポケモン meets メリーチョコレート

ハ

マイアーニ
ミニマル‐ビーントゥーバーチョコレート‐
ミモザショコラトリー
ムーミン × メリーチョコレート
メゾン・デュ・ミエル
MAISON CACAO
メリーチョコレート TSUWAMONO
メリーチョコレート はじけるキャンディチョコレート
メリーチョコレート 奏-KANADE-
モンサンクレール

マ

ヨハン・デュボワ
ヤ

ラ フェヴァリ
ラ・メゾン・デュ・ケルノン・ダルドワーズ
ラ・メゾン・デュ・ショコラ
ラ・メゾン白金
リープリング
ル・ショコラ・アラン・デュカス
ルシャトー
レ・トロワ・ショコラ パリ
レオン by モロゾフ
ロイズ

ラ
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①生チョコレート
【ティラミス】
（20粒入）891円《数量限定》

②ピスターシュショコラ
（1本）1,485円

③生チョコレート
【オーレ】（ウインターパッケージ）
（20粒入）864円《数量限定》

④ポテトチップチョコレート
【オリジナル】
（190g）864円

⑤ロイズアールショコラ
【カフェモカ】
（10個）567円《数量限定》

⑥ピュアチョコレート
【スイート＆ミルク】（ギフト）
（2種計40枚）896円《数量限定》

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

本館地下1階 食料品催場
※会期中、毎日午後7時まで、最終日の2月14日（火）は午後6時閉場am104

※［　］内はブランド番号です。

20232023

69 70

7069



H１H4

■1月25日（水）62月14日（火） ■本館8階・地下1階、新館地下1階

◎品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。◎都合により商品の内容・素材・製造場所・形状・価格・原材料産地等や
パッケージ等が変更になる場合がございます。※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※写真は盛り付けの一例です。※価格
は消費税を含む総額にて表示しております。※予告なく、会期、会場、販売方法等が変更になる場合がございます。※天候・交通事情・輸
入状況等により販売期間が遅れたり、販売開始時刻が遅れたり、販売個数が変更になる場合がございます。※輸入状況や諸事情により
販売を中止・入荷がない場合がございます。※商品に含まれるアレルギー物質につきましては係員におたずねください。※営業時間の変
更・営業を休止する場合がございます。営業状況につきましては、ホームページをご覧ください。※表紙写真はイメージです。

1/14土正午から
ネットショッピング受付開始！

カタログ内で記載のこちらのマーク
のついた商品は、ネットショッピング
でもお買い求めいただけます。

ネットエンデパ ※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

【お渡し期間】
1/28土午前10時62/12日午後6時まで

店 頭 受 取

〈オードリー〉をお買い求めのお客様は、開店前の状況により事前入店を実施する場合が
ございます。開店前は本館西入口にお並びください。事前入店は午前9時45分までに本
館西入口にお並びいただいた先着100名様までとさせていただきます。それ以降は開店後
に直接会場までお越しください。
※お連れ様の途中からの合流はご遠慮ください。※在庫状況により購入制限をかけさせていただ
く場合がございます。※お並びいただいてもお買い求めいただけない場合がございます。品切れの
際はご容赦くださいませ。

【お届け期間】
2/9木611土  ※指定日着のみ

配  送

〈オードリー〉事前入場について


