


6〈コムサメン〉桐箱付
ネクタイ各10,800円
■本館6階 
ワイシャツ・ネクタイ

〈アブラサス〉
薄い財布14,950円
■本館6階 
紳士洋品・雑貨

4〈コムサメン〉ボクサーパンツ
各2,592円 ■本館6階

紳士洋品・雑貨

ハンカチ各種①2,160円
②③・・・・・・・・・・・・・・・・各1,944円

■1月23日（水）62月14日（木）
■本館6階 紳士洋品・雑貨
※最終日は午後5時閉場

〈H TOKYO〉期間限定ショップ

遊び心溢れるデザインか
らお気に入りの1枚を。

①
②

③

便利さと快適さを両
立し、究極の薄さを実
現したコンパクト財布。

〈リカーミヴェロニカ〉
■1月23日（水）629日（火）
■婦人雑貨特設会場 ※最終日は午後5時閉場
良質な綿100%の可愛らしいアイテ
ムに、本国イタリアと同様の手法にて
職人がその場で無料刺繍を施します。

①お食事エプロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
②なべしき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
③ハンカチ1,296円④スタイ1,836円

静岡
初出店

貼ってはがせる「シールワッペン」をバッグ
に貼って可愛くカスタマイズできます。

■1月23日（水）629日（火）■スペース2
※最終日は午後5時閉場

・トートバッグ
（25×8×高さ18㎝）
・・・・10,260円
・ワッペン各種
1,620円から

〈ビームス デザイン〉の商品にお好きなワッ
ペンをその場でお付けします。
・サコッシュ（26×高さ28㎝）・・・・・・・・・・・・・2,700円ほか
・ワッペン各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円から

本物のマニキュアの見た目を追求したハイ
クオリティな日本製ネイルシール。
【遠鉄百貨店オリジナル】
ネイルシール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円

静岡
初出店

貼るだけピアスPiPPi・・・・・1,188円から

耳に貼るだけの痛くならないピアス。
敏感肌の方でも楽しんでいただけます。

■1月30日（水）62月5日（火）
■婦人靴特設会場
※最終日は午後5時閉場

お好きな天然石をカスタマイズ
して自分だけのリングを。
リング各種・・・・・・・・・・・・・・9,504円から
※オーダー商品のお渡しは約2ヶ月後となります。

本館2階
〈リュバンデアニモ〉

■1月30日（水）62月5日（火）
■婦人雑貨特設会場※最終日は午後5時閉場

〈ビームス デザイン〉
■1月30日（水）62月5日（火）
■婦人雑貨特設会場※最終日は午後5時閉場

〈ドレハル?〉
■1月30日（水）62月5日（火）
■スペース2※最終日は午後5時閉場

〈貼るだけピアスPiPPi〉

〈フリュイジョリ〉
※写真はイメージです。

① ②

③

④

1.24木62.14木 本館8階 催会場 ※午前10時6
　午後7時30分、
　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。

イタリア発ウエハース専門店
〈BABBI〉とデビュー60周年
を迎えるバービーとのコラボ
レーション。限定のポーチ型
パッケージに、季節限定の
チョコレートウエハース「ヴィ
エネッズィ」が入っています。

創業から100年続くベルギー王
室御用達のチョコレートです。

上品で洗練された箱に厳選した
珠玉のひと粒を詰め合わせ。

1944年に創業し、ベルギー・ブリュッ
セルに本店を構えるショコラティエ。

ベルギー発のショコラトリー。濃
厚なプラリネの味わいが特徴的。

〈ピエール・ルドン〉
Mon Coeur（モンクール）
（5粒入）1,998円3

〈パッション・ショコラ〉
プラリネ・ガナッシュアソート
（9個入）3,348円3

〈フレデリック・ブロンディール〉
FBショコラコレクション
（10個入）2,592円3

〈ゴディバ〉ベルジアン
フェイバリットアソートメント
（9個入）3,996円3

「妖精のデザートのようなケーキ」
をテーマにした新作です。

〈メリーチョコレート × 開運〉
ガナッシュチョコレート
（90g）1,080円3

静岡県掛川市の土井酒造場で
造られた純米大吟醸酒「開運」を
使用。まろやかなミルクチョコレート
ガナッシュに「開運」ならではの力
強い味わいがきいています。

プロヴァンスの老舗
から届く果実の恵み。         
マールドシャンパーニュに漬け
込んだレーズンやりんごやいち
じくなどのパート･ド･フリュイ、オ
レンジなどのコンフィをそれぞれ
チョコレートコーティング。カラフ
ルなフルーツショコラです。
〈フランソワ デュッセ〉
メランジュドショコラ フリュイ
（約180g）2,160円3

カカオへの情熱を、
チョコレートに込めて。
花の香りつけをしたガナッシュと果実のコンポートを組
み合わせた新作をはじめ人気の高い定番のコレクショ
ンをアソートしました。
〈ピエール マルコリーニ〉
バレンタイン セレクション（9粒入）3,780円3

〈BABBI〉
BABBI ♡ Barbie
スペシャルギフト（1個）
1,890円ほか

〈ca ca o〉と〈治一郎〉が共同開発
したチョコレートバウム。コロンビア産
のチョコレートを贅沢に使用しました。
〈ca ca o〉治一郎とca ca oの
バウムクーヘン
（ビターチョコレート／ホワイトチョコレート）
（1個入）各1,944円
《1月24日（木）6
31日（木）までの販売、
各日計30点限り、
お一人様1点限り》

〈ユーハイム×リサ・ラーソン〉
ミルフィーユ（ルビー&スウィート）
（ルビー4個・スウィート5個）
1,188円3

ベリー系とモカ系のクリームをサン
ドしたミルフィーユです。

東京・世田谷の〈オニバスコー
ヒー〉とのコラボレーションから
生まれた味わい。

〈ゴンチャロフ アニマルショコラ〉
アニマルショコラD
（6個入）2,139円

食べられないほど可愛い人気シリーズ
に、干支の「うりぼう」が仲間入り。

メリーゴーラウンドをイメージした選りすぐ
りのショコラが登場。パリの高級ショコラ
専門店の味わいをお楽しみください。

■新館地下1階〈フォション〉
※詳しくは売場販売員におたずねください。

ヴェルティージュ ショコラ
（9個入）3,510円《20点限り》

トリュフ プレーン
（12個入）3,618円《20点限り》

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉

ご予約承り期間／1月18日（金）62月3日（日）　
お渡し期間／2月8日（金）614日（木）

ショコラファンが熱望する味わいを、ぜひご予約で。

〈モンサンクレール〉
㊨ソシソンショコラルビー
（1本）2,301円3
㊧低糖質ソシソンショコラ
（1本）2,160円3

いろいろなショコラで作る
「ソシソンショコラ」。
ソーセージのような形をした「ソシソンショ
コラ」。ルビーカカオを使った爽やかな酸
味のあるショコラとリッチな味わいの低糖
質ショコラをご紹介いたします。

〈コーヒーラボ
（モロゾフ×オニバスコーヒー）〉
オニバスブレンド
（オニバスクランチ4種各3、オニバス
ショコラ×5、オニバスビーンズ3種各約20g）
2,268円3

新登場

カカオの余韻がショコラファンには
たまらない満足を感じさせてくれます。
〈ル カカオティエ〉
ブーシェセレクションT
（5個入）3,078円3

ベルギーで88年愛され続ける老舗
工房。3種の味をアソートしました。
〈コルネ・ポートロイヤル〉
コルネトリュフ6個入（6個入）
1,944円3

新登場

新登場

新登場

新登場

東京・自由が丘で行列の出来る
割れチョコ専門店から、12種類
の割れチョコの詰め合わせです。
〈チュベ・ド・ショコラ〉
割れチョコミックス
（1㎏）3,434円3

新登場

新登場

新登場

新登場

本館8階
 催会

場で開
催！

〈Plesic〉ショコラ
プリン・シフォン詰合
わせ（2個入）650円
《各日50セット限り》

〈BABBI〉ピスタチオ
ロールピスタチオ
（1本）・・・・・・・1,890円
《100本限り》

〈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）・・・・・・・1,728円
《計80点限り》

〈辻利〉
京濃い茶ロール
（1本）・・・・・・・・1,404円
《60本限り》

パティシエセレク
ション2019
ショコラアソート
（6個入）・・・・2,592円
《計50点限り》

特別限定のこだわりショコラも登場！日替りショコラ
2/1（金）・2/2（土） 2/2（土）のみ 2/3（日）から 2/4（月）のみ 2/5（火）から

予告

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24日（木）62月14日（木）■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！

※一部対応して
いない機種・アプリ
がございます。

※新規登録のお客様含む

すでに「友だち」登録済みの
お客様全員に

遠鉄百貨店とＬＩＮＥ@で
新規に「友だち」登録
されたお客様に

100円
クーポンプレゼント!

100円
クーポンプレゼント!

■1月24日（木）
62月14日（木）
■本館8階 催会場
※最終日は午後6時まで

「友だち」限定！
「アムール・デュ・ショコラ」
クーポンプレゼント さらに!!

〈マダムドリュック〉
ロジーンBOX 4個入
（4個入）2,160円3

世界中で愛されているショコラを一堂に。 メイド・イン・ジャパンのショコラも続 と々。

〈ニッカウヰスキー〉の「竹鶴ピュ
アモルト」を練り込んだ、深い余韻
を楽しめるチョコレートです。
〈小樽洋菓子舗 ルタオ〉
ロイヤルモンターニュ 
竹鶴ピュアモルト
（9粒入）864円3

髙島屋
遠鉄・阪急
限定

〈ベル アメール〉
プレミアムタブレット
 ルビー（1枚）
1,728円3

爽やかな酸味の「ル
ビーショコラ」にフラン
ボワーズやピスタチオ、
花型のチョコレートを
トッピング。可憐で華
やかな味わいに仕上
げました。

国内外で賞賛を受ける鎌倉発
祥のアロマ生チョコ専門店。濃
厚ながら口溶けなめらかなアロマ
生チョコに自家製のとろける生
キャラメルを合わせた、2019年
バレンタインの新作です。

〈ca ca o〉
小町通りの石畳
生キャラメル
（16個入）
1,944円3

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8階 特設会場

❶【初出品・数量限定】
生チョコレート
［オレンジリキュール］（20粒入）777円
❷【初出品】板チョコレート
［カカオニブ入り］（120g）561円

❶ ❷

話題のソフトジェラートや
ワッフルを会場内でお召し
上がりいただけます。

①〈ゴディバ〉
ゴディバ ショコワッフル
ダーク80％クリーム 
スペシャル・・・・591円
②〈BABBI〉
ピスタチオ&
チョコレート
《1月24日（木）631日（木）
までの販売》
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円

ショコ
ワッフル
初登場！

新登場
ご予約
販売

①

②

遠鉄
百貨店
限定

遠鉄
百貨店
限定

新登場
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