


プラスワンハンカチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各756円
■新館6階 特設会場

■ 1月24日（水）62月14日（水）■各階で開催

挿絵画家mo r i t a  
Miwさんが描くちょっ
と不思議であったかな
絵が人気です。

6〈カステルバジャック〉
ワンショルダーバッグ14,040円
■本館6階 鞄・旅行用品

　　　　　　　　〈ビトーンズ〉
紳士ボクサーパンツ各2,052円
■新館6階 特設会場

〈dunn（デュン）〉名刺入れ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,484円
■本館5階 特設会場

〈ピージーデザイン〉シリコン
ポーチ各種1,080円から
■本館5階 特設会場

〈morita Miw〉①ガーゼ
パイルハンカチ各864円
②ウォッシュタオル864円
■本館7階 
タオル・バス・トイレタリー

4猫イラストメガネケース
・・・・・・・・・・・・・・・・・各2,376円
■新館6階 特設会場

①マシュマロぬいぐるみ 
ムーミンS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376円
②リバティプリントポシェチーフ
（リトルミィ）・・・・・・・・・・・・・・・・・1,512円

■1月24日（水）62月13日（火）
■本館7階 キッチンテラス
※最終日は午後4時閉場

〈スチームクリーム〉期間限定ショップ
■1月24日（水）62月6日（火）■本館2階 特設会場※最終日は午後5時閉場
顔、からだ、髪までお使いいただける保湿クリームです。
4全身保湿クリーム（75ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,809円［数量限定］

■1月24日（水）630日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場
貼るだけマニキュア・・・・1,512円

■1月24日（水）630日（火）
■新館1階 特設会場

※最終日は午後6時閉場
6エアイヤリング各4,536円

〈エスティ ローダー〉
モノグラミングサービス
■1月26日（金）628日（日）
■新館3階 特設会場
※最終日は午後5時閉場

ピュア カラー リップスティック
シリーズ・・・・・・・3,996円から

ご購入品に、その場で
イベント限定ネコモチー
フとお好きな文字をサー
ビスで刻印いたします。

小さいふ
10,584円
■新館6階
特設会場

①

②

全10色のカラーバリ
エーションがうれしい
名刺入れです。

胸ポケットにも入る小さいふ。
チョコレートをイメージした
バレンタイン数量限定品です。

ムーミンフェア

〈インココ〉期間限定ショップ

〈ラフィア〉期間限定ショップ

ユーモアセンスに
溢れるパッケージ
入りハンカチーフ。
キレイ好き男子に
ぴったり。

①

②

イタリアの
職人達の
愛情込めた
芸術的スウィーツ。

■2月2日（金）まで

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。

【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
ラの商品を合計で税込10,800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。

※お届け期間／2月9日（金）611日（日・祝）
問TEL.053（457）5256［直通］まで

QRコード
※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

100円
クーポンプレゼント!

■1月25日（木）62月14日（水）■本館8階 催会場
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

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〉

■1月25日（木）62月14日（水）■本館8階 特設カウンター
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「遠鉄百
貨店お買物クーポン（1,000円分）」プレゼント！

伝統の味わいをルパン三世の愛車
FIAT500のミニカー付きで。
〈マイアーニ〉FIATチョコレート
ミニカーセット ブルー（6種・6粒入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,970円3

フルーツとガナッシュの二層から生ま
れるイースクの代表作。
〈JITSK（イースク）〉セレクション6
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円3

イタリアのトリノで生まれた素材にこだ
わったショコラ。
〈マウロ・モランディン〉クレミーニ・
プラリネミックス（6個入）2,160円3

日本発のショコラ専門店から繊細な
技で仕上げたショコラを。
〈ベル アメール〉ショコラ ドーナツ＆
ブリュレ（6個入）・・・・・・・・・・・・1,944円3

口溶けの良いガナッシュなど、まさに
「食べるジュエリー」。
〈デルレイ〉ダイヤモンドBOX
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,564円3

フルーティーな味わいを生かしたチョコ
レートを得意とするブランド。
〈カカオ サンパカ〉
㊧ロサ アンベルコール
（1枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,836円3
㊨リカルダ（6種6個入）・・・2,916円3

ピエール・ルドン氏のショコラへの愛
が詰まった可愛らしいハートアソート。
〈ピエール・ルドン〉［遠鉄百貨店オリジナル］
Affection（アフェクション）
（5個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,998円3

ダイヤモンドカットの代表作3点と、
人気のショコラを組み合わせたセット。
〈ゴーセンス〉ゴーセンス アソート ６P
（6粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,916円3

九州鹿児島の焼酎と梅酒で作られ
たボンボンショコラ。
〈パティスリーヤナギムラ〉薩摩蔵 
刀薩摩6剣セット（6個入）1,944円3

砂糖漬けにしたオレンジピールをビター
チョコレートでコーティング。　
〈レオニダス〉オランジェットギフト
（120g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,030円3

ビートルの愛らしいシルエットのプレート
型チョコレート。ミニカー付きです。
〈Beetle（ビートル）〉ピックアップビートル
（14個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,944円3

4種類の濃厚なガナッシュクリームをサンド
したマカロンをチョコレートでコーティング。
〈ル・コルドン・ブルー〉ショコラマカロン4
（4個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円3

新登場

新登場遠鉄百貨店
限　 定

新登場

新登場

新登場

自分の世界を大切にする大人のショコラ。

カカオの香りと素材の持ち味が調和。
イタリア、日本、職人の技が光るショコラを。

デザインセンスが光るスウィーツ。

世界に知られるショコラブランドが続々と。

印象的な甘美の
世界への招待状。

とろける口どけの
生チョコレートの石畳。

「愛」と「幸せ」のシンボル、
タツノオトシゴをモチーフに
した新作のプラリーヌをは
じめ、9種をアソート。

カカオへの情熱を、
チョコレートに込めて。

素材への愛が宿る、
崇高なショコラ。

ウェハースとチョコ
レートコーティングの
組み合わせで7つの
味をお楽しみいただけます。

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

生チョコレート［キールロワイヤル］
（20粒入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・820円

①

②

〈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）・・・・・・3,672円3

〈BABBI〉バッビーノアソート
（7個入）・・・・・・・・・・・・1,890円3

フランボワーズにホワイトチョコ、
パッションにミルクチョコを合わ
せました。
〈ca ca o〉
①小町通りの石畳パッション
②小町通りの石畳フランボワーズ
（16個入）・・・・・・・・・・各1,944円3

〈アンリ・ルルー〉
コフレ・アローム

（8個入）3,456円3

掛川市の土井酒造場で造られた
純米大吟醸「開運」を使用した
芳醇な味わい。
〈開運 × メリーチョコレート〉
開運 純米大吟醸 
ガナッシュチョコレート
（90g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円3

ヤニック・シュ
ヴォロー氏が
日本の素材か
らヒントを得て
創作したバレン
タイン限定の４粒。
〈ゴディバ〉
シェフ ヤニック 
インスピラション（4粒入）
ノワゼット
（4粒入）2,160円
3

優しい甘さが口の中に広がる
バレンタイン限定のショコラを
お楽しみください。
〈ドゥバイヨル〉
ジャルダン ドゥ ローズ
・（6個入）2,592円3
・（9個入）3,888円3

ブルターニュから
届くこだわりの

ショコラ。
ペルー産カカオの
風味を生かした
新作「リマ」など、
カカオやナッツ、
フルーツなどの
素材の香りを楽
しめるコフレ。

フルーツやナッツなど
5種類をショコラに合わせた
壮麗な味わい。
〈ピエール・エルメ・パリ〉
マンディヤン ショコラ ノワール
（13個入）・・・・・・・・・・・・・・2,700円3

本館8階 
催会場で開催！スケー

ルアップして

②
①

●キャンペーンソングMVや秘蔵ライブ映像が見られる！●メンバーに届け！メッセージ大募集

〈アムール・デュ・ショコラ×リトル・グリー・モンスター〉
限定ショコラBOX
①（ブルーベリー×3、
ビター×2、缶バッジ付）
②（ラズベリー×3、
ビター×2、缶バッジ付）
・・・・・・・・・各1,080円《各30点限り》

 

 

「ラズベリー＆ビター」と「ブルーベリー＆ビター」の2種類！スペシャルBOX入り！「ラズベリー＆ビター」と「ブルーベリー＆ビター」の2種類！スペシャルBOX入り！

のの

アムール・デュ・ショコラ×リトル・グリー・モンスターアムール・デュ・ショコラ×リトル・グリー・モンスター
コラボレートショコラ 1月25日（木）発売！コラボレートショコラ 1月25日（木）発売！

オリジナル
缶バッジ付き！

楽しい企画がいっぱい！楽しい企画がいっぱい！

■本館8階 特設会場

世界から選りすぐりの味わいが集う、ショコラフェス！

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。■        1月25日（木）62月14日（水）■本館8階 催会場 ※最終日は午後6時閉場あす






