
■1月26日（水）62月14日（月） ■本館8階・地下1階、新館地下1階
※各日午前10時6午後7時、最終日は午後6時まで ※混雑時には入場制限をさせていただく場合がございます。2会場で開催！

年に一度の
ショコラの祭典
年に一度の
ショコラの祭典

◉事前注文・決済で当日は受け取るだけ！
　列に並ばず人気商品をゲット！
※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。※ネットショピングでの
お買物には「ネット会員登録（無料）」が必要です。※商品はすべて、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」でのお渡しとなります。

ネットで注文・店頭受取ができます。
マークのついた商品はネットで事前注文＆決済＆店頭受取が可能です。

※一部対応していない機種・アプリが
ございます。

2/9水午後3時まで
ネットエンデパ

ネット注文の商品のお渡し日／1月29日（土）62月12日（土） ◉一部アイテムに限り配送も承ります。
ご注文は１月３１日（月）まで、お届けは２月９日（水）6１１日（金・祝）から選択

ネットでのご注文は

話題のショコラから世界で注目のブランドまで、多彩な一粒を。本館

8階
催会場

アムール・デュ・ショコラでのお買物は
えんてつカード〈ポイント＆クレジットカード〉で！

抽選で
５０名様に ■２月１４日（月）まで

ネットショッピングでの
お買上げでも！

①サック バゲット パレ 5枚 ミュージック（5枚入）1,728円3
②ボンボン ショコラ 9個 メロディ（9個入）・・・・・・・・・・・4,985円3
③ボンボン ショコラ 10個 ミュージック（10個入）3,996円3
④タブレット レ キャラメル ミュージック（1枚）・・・・・・・・・・897円3
⑤ボンボン ショコラ 16個 メロディ（16個）・・・・・・・・・・6,999円3 

〈モンサンクレール〉
しっとりと焼きあげたブラウニー生地に、口溶けなめらか
なキャラメルを絞り、さらに濃厚なイタリアブロンテ産のピ
スタチオのガナッシュを重ねました。
ブラウニーキャラメルピスターシュ（1本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円3

〈シェ松尾〉フォンダンショコラ・ローズ＆ラベンダー
（フォンダンショコラ・ハーフ（ローズ×1、ラベンダー×１）2,700円3

〈QUON CHOCOLATE〉
QUON box 2022（6個入）・・・・・・・・・・1,620円3

〈BABBI〉BABBI×ANNA SUIスペシャルギフト
（2個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,640円3

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉デクヴェルト詰合せ
（9種計9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円3

〈ヴィヴェル パティスリー〉
イランの伝統的な手作り菓子のレシピをベースにスタートした、
ヨーロッパ、中東、ペルシャなどの影響を受けたブランド。
VIVEL トリュフアソート（3種入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,817円3

〈ピエール マルコリーニ〉
コフレ クール（9個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,672円3

〈ゴディバ〉
バラや青い鳥などの心ときめくモチーフが描かれたハート形
の陶製キープセイクに、髙島屋・遠鉄百貨店限定のルビー
ローズを含む６種の限定粒をセット。
ときめく心 スペシャル キープセイク
（6種計6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円3

〈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

②

③

④

⑤
新登場

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

髙島屋
遠鉄百貨店
限定

〈MAISON CACAO〉
アロマ生チョコレートは、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が特徴です。
4アロマ生チョコレート MAISON
（マスカット）（１６粒入）・・・・・・・・・・・・・・・2,592円

新登場

詳しくはこちら！▶

〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
※営業時間については変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。　　　　　　　　　　　
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バイヤーが世界
各国に買い付け、
繊細で豪華なリ
ボンやターキー
のフェザー、フリ
ンジ、タッセルが
プラスされたキ
ラキラと輝くデザ
インのカゴバッグ
です。

フルーツのように
色鮮やかな天然
石が、ぬくもりを
感じるジュエリー
へと生まれ変わり
ます。
※写真はイメージです。

静岡県初出店!名古屋市、岡崎市に実
店舗を構えるドライフラワー専門店。
お好みのイメージに合わせて、アレン
ジをお作りすることも可能です。
※写真はイメージです。

宝石箱を広げたようなボタン・ビー
ズ・リボンなどを豊富に取り揃えて
おります。自分だけのオリジナルアク
セサリーも作成できます。

1/26水62/1火

カワイイが見つかる♡期間限定ショップ

リング
・・・11,000円から

各種アクセサリー
①2,323円 ②2,944円

スペース2
本館2F
※最終日は
午後5時閉場

オリジナルカゴバッグ ㊧Mサイズ（２８×１２×高さ２２㎝）10,450円
㊥㊨Sサイズ（２３×１０×高さ１９㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各7,150円

2/2水68火予告

2/9水615火予告

2/2水68火予告

スワッグ（花束）・・・・・・・・・・・・・2,200円から

■2月5日（土）・6日（日）①10:30②13:30③16:30
■参加費/3,300円 ■所要時間/約2時間 ■各回定員4名様
※ご予約は、本館2階 婦人洋品 TEL.053（457）5260［直通］まで
※定員になり次第受付を終了いたします。※ご予約後のキャンセルはいたしかねます。

ワークショップ

混雑状況に応じて、館内へのご入店を制限させていただく場合がございます

アムール・デュ・ショコラ年に一度のショコラの祭典年に一度のショコラの祭典

毎年人気のブランドを厳選してご紹介します。

① ②

①

②

〈プレスバターサンド〉
ベトナムの〈MAROU〉とコラボした「ショコラバター
サンド」。少し冷やすことでパキッとした新しい食感が
楽しめます。「バターサンド〈黑〉」との期間限定アソート。
42種詰合せ〈MAROU・黑〉6個入
（〈MAROU〉×3個、〈黑〉×3個）・・・・・・・・・・・2,052円3

〈小樽洋菓子舗ルタオ〉
4①ロイヤルモンターニュマリアージュ  
ジャンドゥーヤ（2種計18個）・・・・・・・・・1,728円3
②ジャージーミルクティーショコラ
（10個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円3

〈ソールズゴーフレット〉バターゴーフレット 
ダークショコラ（5枚入）・・・・・・・・・・・・・・1,600円3

〈長坂養蜂場〉
クセのない上品な甘みのハンガリー産あかしあ蜂蜜
と世界でも高品質とされるマダガスカル産のカカオを
使用したハニーショコラ。
ハニーショコラ（115ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・・・830円3

〈かきたねキッチン〉かきたねショコラ
ミルクチョコレート（60g、6袋）・・・・・・648円3

① ② 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。
〈ロイズ〉
スペシャルショップ

①生チョコレート【オーレ】（20粒入）・・・777円3
②ピスターシュショコラ（1本）・・・・・・・・・1,296円3
③ポテトチップチョコレート
【オリジナル】（190g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・777円3

ネットショッピング限定ショコラ
数量限定！ネットでしか入手できない人気商品！お早めに！

【お渡し日】
2/5土・6日

【お渡し日】
2/12土614月

【お渡し日】2/12土
・13日・14月

本館
地下1階
特設会場
2/15火まで 1月26日（水）正午スタート！！

【お渡し日】
1/29 土62/12 土
〈ミモザショコラトリー〉
4ひきたてカカオのガトー
ショコラ（冷凍）（径約１５㎝）
3,200円3《50台限り》

〈トップス〉
6チョコレート
ケーキ（1台）1,890円
3《各日300台限り、
2/14（月）のみ250台限り》

〈パティスリー 
レザネフォール〉
4スフレ・オ・ショコラ
（1本）2,200円3
《各日50台限り》

〈Minimal〉
6チョコレートレア
チーズケーキ（冷凍）
（1台）2,980円3
《20台限り》

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理･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。※昨今の情勢に鑑み、一部商品の販売開始が遅れたり、販売を中止する場合がございます。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ

・コンプトン
①ブローチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,900円
②リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,300円

マカダミア・ショコラ（ミルク）（1箱、8枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

サクサクの食感に焼き上げたサブレにマカ
ダミアナッツ、アーモンドをのせ、ミルクチョコ
レートでコーティングしました。

〈ヴィタメール〉
■3月29日（火）まで

■新館地下1階 プラザB-1
※最終日は午後6時30分閉場

〈ウィリアムモリス〉
ジュエリーとその世界

19世紀イギリスを
代表するデザイ
ナー、ウィリアムモ
リスの公式ジュエ
リーコレクションを
お楽しみください。

　　　　　 ご購入で「リサとガスパール」オリジナルステッカーを1枚
プレゼントいたします。※一会計につき1枚、数に限りがございます。
プレゼント

■　　  2月2日（水）68日（火）
■本館3階 婦人服・雑貨〈特設会場〉

※最終日は午後4時30分閉場

予 告

〈リサとガスパール〉
■1月26日（水）62月28日（月）

■本館5階 イベントスペース※最終日は午後4時閉場

ネットエンデパ

〈古市庵〉8種の海鮮巻（直径約5×長さ約18㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円

2月3日（木）は節分 恵方巻

■本館地下1階 惣菜

■1月31日（月）午後4時まで

事前予約・店頭渡し

ネットでご予約承り中！
ご予約・詳細はこちらから！

対象品
対象日時

料金

西ヶ崎
期間限定

「ネットで注文＆決済・店頭渡し」がさらに便利に！期間限定で西ヶ崎駅（鉄道営業所）でのお渡しにも対応します。
【恵方巻】2月3日（木）／お渡し可能時間：午前11時6午後5時
【アムール・デュ・ショコラ】2月10日（木）・11日（金・祝）／お渡し可能時間：各日午前11時6午後5時
◉300円／1件（10個まで）  以降追加10個／200円加算

詳しくは
こちら！

①①

②②

浜松にて初開催!いちご柄の商品をはじめ、
ぬいぐるみや雑貨、スウィーツなどバラエティ豊
かな商品が勢揃いする期間限定ショップです。

今年の恵方は北北西。地元の名店からデパ
地下ブランドまで幅広くラインアップ。人気
商品は事前予約を是非ご利用ください。


