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※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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■1月25日（水）62月14日（火） ■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。

※一部対応していない機種・アプリがございます。

ネットエンデパ◉一部アイテムに限り配送も承ります。
配送でのご注文は１月３１日（火）まで、お届けは２月９日（木）6１１日（土・祝）から選択

ネットでのご注文は 正午まで2/9木 ◉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・店頭受取が可能です。

　　 このマークの付いている商品は
ネットで事前注文・配送が可能です。

ネット
ショッピング
受付中！

〈ゴディバ 〉
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

〈QUON CHOCOLATE〉
QUONシェフセレクション
（12枚入）3,780円

〈グイド・ゴビーノ〉グイドルーチェ10
（10個入）3,240円

〈ノイハウス〉
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

〈フレデリック・ブロンディール 〉
ビーントゥーショコラ 8コ〈La Passion〉
（8種計8個入）2,754円

〈デルレイ 〉
ダイヤモンドBOX（6種計6個入）
3,888円

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ボンボン ショコラ 6個 パピヨネ
（6種計6個入）2,992円

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。

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。厳選した10粒
入りアソートセットです。

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。

〈デジレー 〉
ショコラ＆トリュフ 8個入
（6種計8個入）1,539円

〈ゴディバ〉
6ゴディバ 
ワッフル
（1個）各507円
■本館８階 催会場

〈長坂養蜂場〉
6はちみつ
ソフトクリーム
【ハニーチョコソース】
（95～135ｇ）400円
■本館地下１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
ール中村有希氏。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』を表現しています。
〈ナカムラチョコレート〉ジャーニー オブ ラブ（6種計6個入）2,797円

初出店
初出店

〈ミニマル‐ビーントゥーバーチョコレート‐〉
チョコレートサンドクッキー
（4種計8個入）2,160円

新登場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。

TVやSNSなどで話題の浜松市在住・木彫りアーティスト〈キボリノコンノ〉氏の、
思わず食べたくなってしまうような“ふし木”な食べ物が大集合！ぜひ一度そ
の世界観をご覧ください。

■1月25日（水）631日（火）■イ・コ・イ スクエア3階
2/28火まで

SNS映え間違いなし、テイクアウトスウィーツ！



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

地下1階も見逃せない、ロイズスペシャルショップも開催！

〈長坂養蜂場〉ぶんぶんのはちみつ
プディング【ショコラ】（80ｇ）430円 〈Butters〉6Craft Butter Cake Chocolate

（3個入）972円   　　　

■1月25日（水）62月14日（火） 

※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。※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。

ソファ「ロゼトーゴ」（174×102×高さ70㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・396,000円《数量限定》

フランスの家具ブランド リーン・ロゼ社を代表
するソファ「ロゼトーゴ」。発売50周年を記念
して、限定生地の「ロゼトーゴ」を期間限定
価格で発売いたします。今も変わらず愛さ
れているリーン・ロゼのアイコンともいえる
ベストセラーソファです。 ①〈エアウィーヴ〉ピロースリム・・・13,200円

②〈ロフテー〉ロフテーS型ボディピロー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,100円

田中みな実さんのアドバイスから生まれた
枕、〈エアウィーヴ〉ピロースリムが新発売。
またお客様のリクエストにお応えして抱き
枕の取扱いも開始しました。

特撰ガトーショコラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000円
■新館地下1階

世界最高峰のチョコレートと厳選素材が
織り成す「特撰ガトーショコラ」。深い甘みと
コクが広がり、濃厚でとろける味わいです。

〈ケンズカフェ東京〉
バレンタイン好適品

〈エアウィーヴ〉ピロースリム
■本館7階 〈エアウィーヴ〉

「ロゼトーゴ」50周年フェア
■新館2階 〈マルスリビングプロダクツ〉

シグニアワイヤレス充電式耳あな型補聴器※非課税
・片耳204,000円から・両耳348,000円から

充電器に置くだ
けで充電できる
ワイヤレス充電
式補聴器をご
紹介いたします。
オーダーメイド
なのでフィット感
に優れています。

補聴器体験会

①
②

ご予約は、本館7階 メガネ・補聴器
TEL.053（457）5416［直通］まで

■　　 2月3日（金）・4日（土）
■本館7階 メガネ・補聴器

■所要時間/お1人様約1時間

予告

ご予約優先

■3月16日（木）629日（水）■本館8階 催会場※最終日は午後4時閉場

前売券は2月4日（土）午前10時から販売スタート。
3月15日（水）午後11時59分まで販売、以降は当日券のみ会場で販売。
※店頭販売および店頭発券。

ローソンチケット
チケットぴあ
e+（イープラス）

http://l-tike.com【Lコード:41778】
http://t.pia.jp【Pコード:994-013】
https://eplus.jp

コルクバッグ
・・・・・・・・・・・13,200円

①がま口ポシェットキャメル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円
②スモーキーパステルLF束入れピンク16,500円
③クロコスリム二つ折コーラル・・・・・・・・・・・・・・15,400円

KIMUKIMU POP UP SHOP
in HAMAMATSU

oshikatsuトートバッグ
・・・・・・・各3,080円

●似顔絵（1名様）・・・・・・・・・・・・7,700円（1枚30分程度）

ご予約は、本館2階 婦人洋品 TEL.053（457）5260［直通］まで

〈テラリウム〉

【1回目】11:00～12:30
【2回目】13:30～15:00
【3回目】16:00～17:00
※最終日は2回目まで

◀ご予約はこちらの専用サイトから!
［お問合せ］本館2階 婦人洋品
TEL.053（457）5260［直通］まで
※一部対応していない機種・アプリがございます。

ポップなフィギュアアイ
テムからキュートなパー
ルアクセサリーまでバリ
エーション豊かにご紹
介いたします。

〈フルフルド シュクル〉

アニマルピアス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,850円

〈Uchiyamacork〉

pickles the frog®
〈かえるのピクルス〉

①ビーンドール（さくら・ベー
シック・おひさま）各1,628円
②お財布機能付き
スマホショルダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,389円

1994年に「ぬいぐるみ
も雑貨のようにオシャ
レに」をコンセプトに誕
生したかえるのピクル
スグッズが大集合！

"毎日をスヌーピーデザインで"日常で使える大人の
ための本格的なレザー雑貨ブランドです。

■定員/各回8名様 ■参加費/4,950円

※別途手数料が掛かる場合はお客様負担となります。

前売券販売のご案内

SNOOPY Leather Collection in 遠鉄百貨店

ワークショップ
タイムスケジュール

ご予約優先・先着制

ご予約優先・先着制

オリジナル似顔絵 ■2月4日（土）・5日（日）

①

②

③

②

※写真はイメージです。

ネットショッピング
限定品ショコラ

〈ミモザショコラトリー〉
ひきたてカカオのガトーショコラ
（冷凍）（径約１５㎝）3,200円
《50台限り》
※お渡し日：1/28（土）62/12（日）

〈トップス〉
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）

〈ロイズ〉スペシャルショップ

❶ピスターシュショコラ
（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,485円
❷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》
❸ロイズアールショコラ
【カフェモカ】（10個）
・・・・・・・・・・・・・・・・567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。

〈小樽洋菓子舗 ルタオ〉
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

〈プレスバターサンド〉
4①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

初出店

①②

❸❷❶

１/２５（水）午前１０時から受付開始

©イザワオフィス/フジテレビ

■1月25日（水）631日（火）■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

①

■1月25日（水）631日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場
■2月1日（水）67日（火）

■2月1日（水）67日（火）
■本館2階 婦人雑貨 
イベントスペース
※最終日は午後5時閉場

■2月8日（水）614日（火）
■本館2階 スペース2
※最終日は午後5時閉場

■2月8日（水）
　614日（火）
■本館2階 婦人雑貨 
　イベントスペース
※最終日は午後5時閉場

※人形代金別額

浜松市出身のイラスト
レーターKIMUKIMU
のオリジナルグッズを
販売いたします。

コルクを使用し
た軽量バッグ。
温かみある風合い
のバッグ、雑貨を
ご紹介いたします。


