


 

サロン・デュ・ショコラ 2023
～パリ発、チョコレートの祭典～

開催場所　伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

～広がる、楽しむ、カカオの世界～ ～最高峰ショコラティエの技～

主催：株式会社三越伊勢丹　後援：フランス貿易投資庁-ビジネスフランス

協力：エールフランス航空　

エムアイカード会員さま特別ご招待日

一般会期

エムアイカード会員さま特別ご招待日

一般会期

1月18日（水）

1月19日（木）~ 1月25日（水）

1月28日（土）

1月29日（日）~ 2月5日（日）

午前10時～午後8時

午前10時～午後8時  最終日午後6時終了

午前10時～午後8時

午前10時～午後8時  最終日午後6時終了

※エムアイカード会員さま 特別ご招待日のご入場の際は、お一人さまにつき１枚のエムアイカード（家族カードを
含む本人名義）をご提示ください。※一部の商品にはお一人さまにつきご購入いただける限定数がございます。
予めご了承ください。※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

三越伊勢丹がお届けするチョコレートコミュニティ「ツール・デュ・ショコラ」は、『チョコ
レートにまつわるさまざまなストーリーを知り、チョコレートに携わる人やチョコレート好
きな人たちと繋がることで、皆さまの「チョコレートの世界」をより魅力的にすること』を目
的としたコミュニティです。チョコレート好きの人やショコラティエとの情報交換、海外情
報などの限定コンテンツの閲覧、限定イベントへの参加をお楽しみいただけます！
参加費は無料で、三越伊勢丹WEB会員登録が必要となります。チョコレートファンの皆さ
まのご参加を心よりお待ちしております！

※会場混雑緩和の観点から、混雑が予想される一部の日時・時間帯については、入場整理券（無料）をお持ちのお客さまのご入場とさせていただきます。
※会場混雑の状況に応じて入場制限をする場合がございます。予めご了承ください。※詳細は「三越伊勢丹オンラインストア サロン・デュ・ショコラ 2023
情報ページ」をご覧ください。掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中止させていただく場合がございます。予めご了承ください。※
店頭でのご予約・お取り置きは承っておりませんので予めご了承ください。※都合により、商品の内容・素材・製造場所・デザイン・価格・原材料生産地
が変更になる場合がございます。また諸般の事情により入荷がない場合がございます。※品切れの際はご容赦ください。※各ブランドで記載している地域
名は本店の所在地です。なお、店舗を有していないブランドは製造場所を記載しています。※商品の原産国は、箱詰めの場所とは異なる場合がございます。

三越伊勢丹オンラインストアでのお申し込みについて

インターネット注文のお申し込み期間は 2023年1月6日（金）午前10時から2月2日（木）午後6時まで
お届けは 2023年2月11日（土・祝）・12日（日）・13日（月）・14日（火）からお選びいただけます。
※お届け時間のご指定は承っておりません。
※一部の商品にはお一人さまにつきご購入いただける限定数がございます。予めご了承ください。
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※オンラインストアのご利用には、WEB会員へのご登録が必要です。事前のご登録をおすすめします。（登録料・年会費無料）※お支払い
は、三越伊勢丹グループクレジットカードまたは、各種クレジットカードにて承ります。※カード名義ご本人さまからのご注文をお願いい
たします。※代金引換では承れませんので、予めご了承ください。※ご利用方法の詳細は「三越伊勢丹オンラインストア」ご利用ガイドを
ご覧ください。※別途送料を頂戴いたします。※一部冷蔵・冷凍にてお届けする商品がございます。冷蔵・冷凍便は別途冷蔵・冷凍料金を
頂戴いたします。※離島など一部お届けできない地域がございます。詳しくは 「三越伊勢丹オンラインストア」をご覧ください。
※賞味期限およびアレルギー物質については、係員までお問い合わせください。※商品の性質上、ご注文後のキャンセル、お取替え、お届
け日時の変更、ご返金は承れませんので、予めご了承ください。※包装の指定、およびリボン・のしなどのご用途はお選びいただけません。
※注文と同じ数のブランド手提げ袋、もしくは伊勢丹の手提げ袋をお付けいたします。手提げ袋はお選びいただけません。予めご了承ください。

三越伊勢丹オンラインストア
サロン・デュ・ショコラ 2023 情報ページ
www.mistore.jp/m/sdc

サロン・デュ・ショコラ 
日本公式 Instagram
@salonduchocolat_jp

サロン・デュ・ショコラ 
日本公式 Twitter
@sdc_sns

三越伊勢丹オンラインストア 

サロン・デュ・ショコラ 2023 オンラインストアページ

Le Tour du Chocolat（ツール・デュ・ショコラ）

サロショ情報
満載！

お問い合わせ：三越伊勢丹オンラインストア・お問合せ窓口 0120-102-102／午前10時～午後6時
※上記フリーダイヤルではご注文は承れません。予めご了承ください。

 マークの商品は
オンラインストアでも
購入できます。

ーオンライン販売方法の変更についてー
サロン・デュ・ショコラ2023では仮想待合室を導入します。
サイトの混雑状況や、待ち時間の目安をご確認いただけます。
詳しくはサイトをご覧ください。

オンラインストア販売は
2023年1月6日（金）
午前10時からスタート

三越伊勢丹がお届けする
チョコレートコミュニティ

32



日本のショコラファンの皆さま、こんにちは。

日本とフランスは長年にわたり、

伝統と革新を愛するという素晴らしい価値観を共有してきました。

パリのサロン・デュ・ショコラもそのひとつで、美食の伝統を継承しながら、

新しい大胆なチャレンジも加えていくことで、

日仏のみならず訪れる多くの人々に長く喜ばれるイベントになっています。

そして、私たちと同じ思いで、日本のサロン・デュ・ショコラを、

伝統と新時代を感じさせるイベントにするために

貢献してくださっている皆さまに感謝いたします。

尽きることのないクリエーションの源であるチョコレートは、

世界中のチョコレート愛好家を魅了し、人々を結びつけ、心を動かしています。

チョコレートは世界共通の言葉の担い手で、誰もが理解することができます。　

そして、ダーク、ミルク、ホワイト、ブロンド、ルビーなど、さまざまな色や種類があり、

そこに国境はなく、個性的なテロワールは、私たちの心を躍らせてくれます。

喜び、そして情熱の産物であるチョコレート。たくさんの人々が会場で一つになる、

その幸せな光景を見ることができることを、私は毎回嬉しく思っています。

2023年の日本のサロン・デュ・ショコラが、今年もまた、ほかにはない

美食スイーツの大いなる祭典となるよう心から願っています。

ジェラルド・パラシオ氏

サロン・デュ・ショコラCEO

©ThomasRaffoux - Salon du Chocolat Paris 2022

SALON DU CHOCOLAT® PARIS 2022
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SALON DU CHOCOLAT® 2023

ショコラの美味しさはたくさんの「愛」でできています。

大切な人たちへの想い。素材を育んでくれる自然への想い。

互いを思いやる温かな気持ちが、つながりあい

つむぎあいながら、そのひと粒、その一枚が生まれます。

ショコラの幸せの中にある優しさと強さを、すべての愛情を。

味わって、楽しんで、抱きしめて。

私たちの生きる世界がもっと微笑みにあふれることを願って。

サロン・デュ・ショコラ2023、いよいよはじまります。
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ガナッシュ ゴア　〈クリスチャン・カンプリニ〉
2019年にMOFを取得したバーテンダー、ダヴィッド・パランク氏と
の出逢いから生まれたひと粒。地元を愛する二人のMOFの調和を
感じて欲しい マンゴーとパッションをベースにエスプレット唐辛
子とスパイスとラムで軽やかに仕上げた「ゴア」というパランク氏
作のカクテルからインスピレーションを受けて制作。

フレーズ ココ　〈フィリップ・ベル〉 
何が起きても手をつないで! 悲しみは分かち合って慰め合おう! 一
心同体だよ!というベルさんから「みんな」へのメッセージ 初め
て日本のサロン・デュ・ショコラに参加した時から作っているココ
ナッツのホワイトガナッシュ&苺のパートドフリュイの2層粒。日本
の皆さん、長く愛してくれてありがとう。

フランボワーズ ローズ　〈クリスティーヌ・フェルベール〉
大好きなフランボワーズと、大切な人に贈るバラの花は愛の象徴。
自然と戦いながらそれらを一生懸命育てる農家の皆さんへ、大き
なリスペクトと感謝をこめて ローズ風味のフランボワーズガナッ
シュをノワールでコーティング。自然、生産者、フェルベールさんの
調和のひと粒。初めてのクリエーション。

ソルティ　〈カンタン・バイィ〉
料理とお菓子作りの修行をしていたシェフのルーツを感じさせ、世
界をつなぎ、グルメな人たちや好奇心に溢れる人たちを喜ばせたく
て作ったひと粒 キャラメリゼしたミルクガナッシュに、ピンク色
のヒマラヤ塩をプラスしたボンボン。ミルクの甘みと塩の力強さが
きっと私たちの心を和ませてくれるはず。

Selection 
 Box 
1

"Ensemble" 
～ともに～

セレクションBOX 1   アンサンブル～ともに～（16個入: 16ブランドから各1個）

9,072円  原産国:フランス・日本  
※セレクションBOXの店頭販売は「Part2」の会期からとなります。

ショコラティエひとりひとりが、いま大切にしたい人や感情、価値観を思い浮かべながら作った16粒。
未来に向けてともに進んでいきたい生産者、家族、仲間、同僚。人生の原動力となるような感情。そ
れらが豊かに調和してひと粒の中でハーモニーを奏でています。

いつまでも
一緒に。

ペルリュエット　〈ジャン=ポール・エヴァン〉 
日本上陸20年を迎えた今も日本を訪れるたびに感動するのは、お
客さまがお店に列を作って待っていてくださること。変わらぬ深い
愛に感謝。メゾンをともに支えてくれている日仏のスタッフにも感
謝 「＆」をハートとコラージュするアイデア。デーツとシナモンのガ
ナッシュをショコラノワールでコーティングしたひと粒。

塩ミルクキャラメル　〈パスカル・ル・ガック〉
師匠のロベール・ランクス氏のように、人を思いやって優れた仕事に敬
意を表し、美味しさとシンプルさからインスピレーションを得ること。
それは人生の試練を乗り越えるための心強い価値観 塩ミルクキャ
ラメルのムースタイプのガナッシュをミルクチョコレートでコーティン
グ。メゾンを代表するボンボンショコラです。
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ポムペカン　〈セバスチャン・ブイエ〉 
アンサンブルというワードからブイエ氏が想起したのは、人ではな
くリンゴ。多くの人に好まれ、さまざまな調理法があり、素材との親
和性が多彩だから キャラメリゼしたリンゴのコンフィとピーカン
ナッツ＆ヘーゼルナッツの自家製プラリネの2層仕立て。ペカンの
アクセントを入れてひとひねり。

タン カルム　〈ナオミ・ミズノ〉
通常のハチミツ作りとは手間のかけ方が全く違う。〈ル フルーヴ〉
の上垣シェフのお父さまで、兵庫県養父市大屋町で養蜂場を営む
上垣敏明さんへのリスペクト 優しい百花蜜を練り込んだガナッ
シュと、カカオからの糖分のみで作られたホールフリュイチョコレ
ートのガナッシュを合わせたボンボンショコラ。

ミエル　〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
生産者とお客さまをつなぐ架け橋＝ショコラティエとして、五感を
通じて素材の魅力を感じて欲しい。カカオと蜂蜜の生産者へのリ
スペクトを込めた一粒 エクアドル産カカオが持つ爽やかなアロ
マと芳醇な風味にぴったりなコクのある蜂蜜のマリアージュ。素材
の良さがしっかり伝わる製法にこだわったとか。

リンザー　〈トゥルビヨン バイ ヤン ブリス〉 
分かちあう幸せを感じられる友人や家族との団らん。懐かしさとと
もに美味しさで安らぎを人に与えられるショコラが作りたかったと
いうブリス氏 フランボワーズのパート ド フリュイとシナモン風味
のプラリネサブレのボンボン。アルザスの伝統的なデザートからイ
ンスピレーションを受けて作ったもの。

マロン　〈ベルナシオン〉
長い間、お世話になっている栗の生産者さんへの感謝。そして代々
お店を続けてこられたことへ感謝を込めて作ったひと粒 ダイヤ
モンド型のノワールの中に栗のクリームとカットした栗を入れてラ
ム酒で風味づけ。自分たちと同じように代々で仕事をしている方々
を想い、初めてクリエーションしたボンボン。

ポップコーン　〈アルバン・ギルメ〉 
お店のみんなとワイワイと楽しく自由にアイデアを出し合い、子供
の頃の記憶を呼び起こすような食べ物＝ポップコーンをテーマにク
リエーション マルコナ産アーモンドと、グリルしてキャラメリゼ
したポップコーンをミックスしたプラリネ。食感はサクサクでクリー
ミー。ノワールでコーティングしています。

ヴァン ショー　〈モリヨシダ〉
クリスマスのマーケットで行列しながら買ったヴァン ショー＝ホッ
トワイン。手を温めながらフーフーして大切な人たちと同じ時間を
共有した景色を思い出すひと粒 ヴァン ショーのガナッシュをノ
ワールでコーティング。吉田氏は毎年ノエル前のアルザスに家族や
パティシエたちと旅行に行くそうです。

サンタカタリーナ・デカフェ　〈パティシエ エス コヤマ〉
そのままでもとても美味しいコーヒーを贅沢にデカフェ処理。特別
なコーヒーを教えてくれた〈カフェ ファソン〉の岡内さんへの感謝
の気持ち サンタカタリーナ農園のコーヒー豆をデカフェ処理し
たものとチャンチャマイヨミルク48%のガナッシュをマリアージュ。
ハイミルク53%でコーティングしました。

パッション フォル　〈フランク・ケストナー〉 
人生の中で人間を駆り立てるものは情熱=パッションだと語るケス
トナー氏。そこにはある種の甘酸っぱい震えや狂気もあるけれど、
情熱こそがさまざまな試練を乗り越えることを可能にしてくれる 

フルーティーでハーブのような香りのパッションベリーとパッシ
ョンフルーツジュースを合わせたガナッシュに仕立てました。

プラリネ ココ　〈ニコラ・ベルナルデ〉
フランス各地や、カカオを探すために訪れたカメルーン、そして愛す
る日本。旅での出逢いや、地球との調和を表現したくて 地球の
ように丸くて、皮の部分は再利用できるエコロジーな素材＝ココナ
ッツを使ったプラリネ。軽く塩味をつけて、海のしぶきを表現して
いるそう。少しアーモンドも入っています。
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ジェラールメ　〈フランク・ケストナー〉 
ケストナー氏のお店と生活の拠点であるヴォージュ地方。雄大で
心和む風景が広がる大地への想い カライブのガナッシュとブル
ーベリーのジュレを２層にして、ノワールでコーティング。ブルーベリー
はヴォージュのシンボル的なフルーツ。一番ポピュラーな素材でこの
地方への温かな気持ちを表現しました。

ニーデルモルシュヴィル　〈クリスティーヌ・フェルベール〉
フェルベールさんが暮らすアルザス地方ではそれぞれの家にその
木があるぐらいフランボワーズは身近な果実。去年は猛暑で収穫
量が心配されていました アルザスの象徴であるフランボワーズ
を使ったカルダモン風味のガナッシュ。フレッシュ感と心地よい酸
味。とても繊細な味わいに仕上がっています。

アンティーブ　〈リリアン・ボンヌフォア〉 
今も昔も働いているオテル・デュ・キャップ エデン＝ロック。その
庭を思い浮かべながら作ったひと粒 ホテルの庭で採れた蜂蜜、
モントンのレモン、プロヴァンスのアーモンド。リリアンさんにとっ
て欠かせない3つの場所の素材を組み合わせた、蜂蜜ガナッシュと、
レモン&アーモンドのプラリネの2層。

"Ma ville"
～地と生きる～

セレクションBOX 2   マ・ヴィル～地と生きる～（12個入: 12ブランドから各1個）

6,912円  原産国:フランス・イタリア・日本  
※セレクションBOXの店頭販売は「Part2」の会期からとなります。

ショコラティエたちが根をおろしている土地や、これからもつながっていたい故郷、場所、情景など。
その地が作り出すかけがえのない素材、文化、風土へのオマージュを込めたひと粒です。過去、現在、
未来。その場所の空気感、エッセンスを感じてください。

その場所が
心を満たす。

Selection 
 Box 
2

桑茶プラリネ　〈ル・フルーヴ〉上垣 河大
養蚕農家が数多くあるシェフの地元の大屋町蔵垣村では、蚕の餌
の桑の葉をお茶にして飲む習慣があるそう 村のアイデンティテ
ィとも言える農薬不使用の桑の茶葉を使った青々しい香りのショコ
ラをイタリア産のアーモンドで作った自家製のプラリネと合わせた
ひと粒。竹林の中を吹き抜ける風のような清涼感。

ソヴェリア　〈アレクシア・サンティニ〉
地元の農業がもたらすさまざまな恩恵に愛とリスペクトを。コルシ
カには多彩な柑橘があるけれど、最近ではライムにも力を入れて
いることを知って欲しくて アーモンドとライムのプラリネ。アレ
クシアさんとライムは共通点が多く、旦那さま曰く「甘くて個性的
でコルシカの太陽をいっぱい浴びている」♡

パスカル　〈イヴァン・シュヴァリエ〉
お父さんが大切にしていた庭のフランボワーズの木と、お母さんが
大事にしているバラや紫陽花などが咲くフラワーガーデンを表
現したくて。実家の庭は心の中で暖かくずっと生き続ける場所

フランボワーズの紅茶を使った香りの良いガナッシュ。「パスカ
ル」という名はシェフのお母さまの名前だそうです。
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ミニエール　〈アトリエ ガトー〉ニコラ・アレウィン 
2つある自分のお店の中間にある森を想って作ったひと粒。週末に
は犬と散歩したり家族連れで賑わうその森と、自分を支えてくれる
街への感謝 トリュフは森を連想させるからと、シンプルなトリュ
フを作ってくれました。ブランド名を変え、アレウィン氏が新たな道
を踏み出してから生み出したひと粒です。

デュオキャラメル カフェ　〈ブルーノ ルデルフ〉 
最も愛すべき場所＝ブルターニュでは肥沃な大地が生んだ、乳製
品が有名 ラボのそばにある「ボルディエ」の生クリームやバター
などを使ったショコラ。上層はケニア産のコーヒー豆を使ったカフェ
キャラメル、下層は口どけの良いミルクガナッシュの2層仕立て。カ
カオ70%のダークチョコで包んだデュオキャラメルシリーズの新作。

ノマデ～遊牧民～　
〈ユミコ サイムラ ピッコラ パスティッチェリア イタリア〉
自分を育ててくれた全ての地、全ての人々への感謝。「日伊の2国
間で生きている私とどんな土地でも育つピーナッツはどこか似て
いる」 シチリアの塩をアクセントにしたトスカーナ産ピーナッツ
のペーストを、ホワイトチョコレートベースのクレミーノとプラリネ
の二層に仕立てたコクのあるひと粒。

"Message"
～想い～

セレクションBOX 3   メサージュ～想い～（9個入: 9ブランドから各1個）

5,616円  原産国:フランス・日本  
※セレクションBOXの店頭販売は「Part2」の会期からとなります。

想像もしていなかったことが巻き起こった、今という時代の真ん中で。ショコラティエたちが、世界中
の人や、身近な人たちへ伝えたいメッセージをショコラを通じて語りかけます。それぞれの個性、哲
学、関心ごとが透けて見えてくるのも楽しい、9粒の言葉です。

ショコラは
言葉です。

Selection 
 Box 
3

シャトールナール　〈フレデリック・アヴェッカー〉
プロヴァンスのアーモンド農家とフィグ農家のファミリーへの感謝。
地域の特産物を頑張って育てている彼らは地元の誇り グラヴ
ェゾンの農家のイチジクとカリンのジュレと、アモンドリエというア
ーモンドとレモンのプラリネを組み合わせたショコラ。自然の恵み
豊かな地域への愛が詰まっています。

オーセロワ　〈オリヴィエ・ヴィダル〉
ブルゴーニュ地方、オセールを代表する赤い果実＝カシスをテーマ
に。ヴィダル氏自身も大好きで地元では欠かせないフルーツ。カシ
スリキュールを白ワインで割ったキールも人気 ブルゴーニュ産
のカシスの果肉を使って仕上げたガナッシュ。オーセロワという粒
の名前はオセールっ子、というような意味。

ヴァンブルシ　〈カンタン・バイィ〉
地元リールのヴァンブルシにあるギュローム・クレイッセン氏が創
業したジュネヴァ・ジン蒸溜所。そこで作られるジンをテーマにした
ひと粒 胡椒のような風味を持つジンの原料ジュニパーベリーを
クリームで抽出。ノワールのガナッシュに仕立ててさらにジンで風
味づけ。ふくよかな香りが広がります。
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ペルー カカオ ブランコ　〈ル ショコラ ドゥ アッシュ〉辻口 博啓 
素材を見極めることの大切さや、何度もペルーのカカオ農園に足
を運びながら育んできた、FARM to BARへの熱い想いを込めて
芳醇でエキゾチックな香りのカカオブランコから作られるショコラ
はまるでフランボワーズやライム、グレープフルーツ、さらにバルサ
ミコ酢を加えたような豆の味わいが感じられるひと粒です。

プラリネ コライユ　〈クリスチャン・カンプリニ〉 
世界に向かって伝えたいのはとにかく「ひとつになろう!!」というメ
ッセージ。チョコレートで「平和」と「友愛」を表現したカンプリニ
氏 いろいろな国の食材を集めたいなと。アーモンド、そば粉、パ
フドライス、ヴァニラ、クレープダンテルなど多彩な食材を使ったプ
ラリネ。「みんな一緒だよ! 」

プラリネ アマンド　〈フィリップ・ベル〉
世の中には色んなことが起きて、みんながストレス過多になってい
ますよね。そんな現代社会においてやっぱり「優しさ」が大切だと
改めて思う今日この頃 アーモンドのプラリネは誰もがほっとして
心優しくなれる味だと思うとベルさん。食べて優しい気持ちになっ
てね、まわりの人たちに優しくしようね。

イビスキュス　〈ダヴィド・カピィ〉 
自分のルーツを忘れてはいけない。たくさんの困難もある世の中で、
原点を見つめ直し、一番大切にしているものを考えることは重要だ
よ 大切に思う「家族」を感じるショコラ。ハイビスカスやローズ
ヒップを主役にしたブレンドティーを使ったガナッシュ。チャレンジ
も加えているけれど、懐かしい我が家の香り。

ルージュ ポム　〈ショコ オ キャレ〉ジャン=ピエール・ロドリゲス
ショコラを通じてストレートに愛と平和のメッセージを伝えたかっ
たというロドリゲス氏 LOVE&PEACEの象徴でもあるリンゴとい
うフルーツをテーマにしたひと粒。リンゴのキャラメルと、エピス風
味でサクサク食感のクルスティヤンを使ったボンボンショコラ。愛
があれば全てはオッケー。世界はひとつ。

モントン　〈ル ブリストル パリ〉ジョアン・ジャケティ
小さな生産者と一緒にモノ作りをすることの大切さや素晴らしさ。
クリエーションは協力と思いやりで成立することを忘れてはいけな
いよ モントンの生産者から手に入れたレモン、さらにレモン風
味のオリーブオイル、レモンの花の蜂蜜も使用。手間ひまをかけて
育てられたフランスの希少な素材に込めた熱い想いを感じて。

アルマニャック　〈パスカル・ル・ガック〉
フランスのテロワールを伝えたいということと、わずかな道具で自
然資源を活用していた祖先の力、謙虚さを振り返りつつ自らの本
質やルーツを見つめたい ミルキーな繊細さの次にアルマニャッ
クがもたらす芳醇な香りとカカオ。甘さと力強さのマリアージュ。さ
まざまな香りで人生の旅へと誘うガナッシュ。

サスペンシオン　〈ジャン=ポール・エヴァン〉
この数年、いろいろなことができない状況だったから「なぜダメな
の? こういうのもOKだよね?」と世の中に一石を投じたかった。愛を
もっと伝えよう、永遠を願おう 甘いオレンジのキャラメルにパ
ンデピスの香りをまとわせショコラレでコーティング。いつまでも
続いて欲しい楽しい思い出を想起させるショコラ。

マイレディー　〈ドゥブルベ・ボレロ〉 渡邊 雄二
いまだコロナや経済混乱の影響が残る世界。生産者への感謝とお
客さまに食べる悦びやほっこりした幸せを感じて欲しくて 下層
にフランボワーズと滋賀県産黒イチジクを煮つめたパート ド フリュイ、 
上層はフレーバーティーのチャイとレのガナッシュという2層。ウオッ
カで漬けた自家製スピリッツも使用。
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カカオ農家へのLOVEと支援!
カカオ産地発のビーン トゥ バー ブランド

～広がる、楽しむ、カカオの世界～

南米、中米の国々を中心に、アフリカやアジアにまで。

カカオの生育に適した国で豆の栽培から

チョコレートづくりまでを一貫して行なっている

本格派のビーン トゥ バーブランドを集めました。

愛情たっぷりにカカオ農家の人々の生活や幸せを支援しながら、

美味しいチョコレート作りに力を注いでいます。

BEAN TO BAR
ORIGIN

2023.1.18(wed.)-1.25(wed.)

1918



 PACARI

2002年にペラルタ夫妻がカカオ農家たちの生活水準を改善する為に「Bean to bar」を提唱し、エク
アドルの小規模農家と直接取引。カカオ豆の栽培から製品作りまでを一貫して行っています。パカリ
とは先住民族であるケチュア族の言葉で「自然」という意味。環境問題等への取り組みも評価されて
います。2012年から10年連続インターナショナル・チョコレート・アワードで各賞受賞。

 Brand / パカリ　Country / エクアドル　
Chef / サンティアゴ・ペラルタ氏　

深みのあるカカオ感

コーティングのココアパウダーも濃厚

日本では初紹介♡エクアドル
LOVE

アリバのカカオ感が前面に

カカオビーンズチョコレート ナチュラル（90g）
カカオビーンズチョコレート バナナ（90g）
カカオビーンズチョコレート ジンジャー（90g）

各2,160円　原産国：エクアドル  

エクアドルの固有種、アリバナシオナルカカオを中
にも外にも使用。ローストしたカカオ豆をチョコレ
ートで包んだビーンズチョコ。プレーンなナチュラル、
フルーティなバナナ風味、キリッとしたジンジャー
風味の3種があります。

カカオを2倍味わって

コーヒーマッチ セット（20個入）

1,620円　原産国：エクアドル  

フィグチョコレートバー（1枚）

1,944円　原産国：エクアドル  

ココナッツバー・クッキーサンド（2枚入）

1,944円　原産国：エクアドル    東京限定

アリバナシオナルカカオと同じ場所で収穫したゴー
ルデンベリーをドライにしてチョコでコーティング。
深みのあるチョコ感と甘酸っぱさ。個包装してある
のもうれしい。

フルーティでフローラルなエクアドルの固有種アリ
バナシオナルカカオ60%のチョコレートに、ドライ
にしたイチジクをマリアージュ。日本デビューした
昨年に、大人気だった1枚。

ココナッツクリームとココナッツシュガーを使った
自社の「クーベルチュール32％ココナッツクリー
ム」で作ったチョコレートクリームをクッキーでサン
ドしました。

手が止まらない

とにかくウケました

日本初紹介のクッキー

いつでもどこでも!

サクサククッキー!

イチジクの
ツブツブ感 !
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CACAO HUNTERS

南米コロンビアで2013年に設立。カカオの調査、開発から自社工場でのチョコレートの製造、生産
国から日本への直輸出入、販売までを一貫して行う世界でも数少ないブランド。インターナショナル・
チョコレート・アワード アメリカ大会で2020-2021年、2021-2022年の2年連続でミルクチョコレー
ト部門「最優秀賞」を受賞。その他毎年数々の賞を受賞しています。

 Brand / カカオハンターズ　Country / コロンビア　
Chef / 小方 真弓氏　

チョコとサブレの美味共演
カカオ分38%

オリジナル缶の第2弾

スペイン語で生地＝ビスコッチョ
×チョコレートでビスチョッコ!!

リスは
カカオの果肉
が大好き♡

ミニチョコも入ってます♡

コロンビア
の素朴な
家庭の味

トゥマコの
カカオ農園で
偶然発見された
バニラ

溶かして
飲んでも
GOOD!

「アロマティカ」という
フルーツハーブティーの
香りをイメージ

コロンビア
LOVE

ビスチョッコ（ビスチョッコ18個＋ミニ板チョコ6個入）

4,650円　原産国：日本  

3種の板チョコをそれぞれに合うサブレでサンドし
たチョコサブレのアソート。ダークにはカカオニブ
入り、ミルクにはキャラメルチップ入り、ホワイトに
はチョコパウダー&カカオパウダーをWで合わせた
生地を使用。

チョコとサブレの美味共演

カカオ農家の田舎チョコ（1枚）

778円　原産国：コロンビア  

癒しの香りのアロマティカ（1枚）

864円　原産国：コロンビア  

カカオ農園のバニラチョコ（1枚）

918円　原産国：コロンビア    

コロンビアのカカオ農家が家庭で作る自家製チョ
コドリンク「チョコラテ」をイメージ。コロンビアの
黒糖「パネラ」で優しい甘さに。現地のシナモンと
クローブで農園風に香りづけしました。

コロンビアの苺、ブラックベリー、ほおずきなどに、
キウイのような風味の果実「ルロ」をブレンド。甘酸
っぱさにレモングラスの香りも広がるビターミルク
タブレット。

カカオ農園でカカオ生産者が育てたバニラの種を
コロンビア産のミルクを使ったホワイトチョコと練
り上げました。バニラビーンズのツブツブ食感が口
の中で最後まで感じられます。

懐かしく優しい味わい

果実とハーブとカカオの安らぎ

特別なバニラの甘い香り
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CUNA DE PIEDRA Mission Chocolate

メキシコでカカオ栽培に従事する人たちと協働。カカオの木を植えてからチョコレートを食べる人ま
で、全プロセスに関わる人の生活の質を高めることをモットーにしているブランド。仲介業者を持たず
生産者と直接取引。古代文明からインスピレーションを受けながら、モダンなスタイルで発信する「温
故知新」なブランド。

カカオとチョコレートの教育者&作り手として20年以上の経験を持つガヤルド氏が2013年に創業。
女性の雇用や、原料調達も支援を必要とする団体や生物多様性を保護する協同組合から仕入れ、カ
カオ農家と直接取引の際は市場価格の約4倍を支払うなどサステナブルな活動にも積極的。世界的な
品評会でも50以上の賞を受賞しています。

 Brand / クナ・デ・ピエドラ　Country / メキシコ　
Chef / エンリケ ペレス

 Brand / ミッションチョコレート　Country / ブラジル　
Chef / アルセリア・ガヤルド氏　

コマルカルコ73％ 古代塩

（1枚）1,901円

原産国：メキシコ  

トゥーリバース タブレット 

（1枚）1,788円

原産国：ブラジル  

ソコヌスコ73％ 
メスカルホーベン

（1枚）2,051円
原産国：メキシコ  

クプアス タブレット （1枚）

1,788円

原産国：ブラジル  

ソコヌスコ85%

（1枚）2,121円
原産国：メキシコ  

ロミオ＆ジュリエット　
タブレット （1枚）

1,788円

原産国：ブラジル  

失われる危険のある歴史的、
文化的、美食的価値をもつ岩
塩鉱山の塩を使用したダーク
チョコ。カカオはタバスコ州コ
マルカルコで栽培されたもの。

黒色のネグロ川と茶褐色のソ
リモエンス川が出会う奇跡的
な現象を表現。視覚的にも風
味的にも異なる２種類の70％
チョコレートを使った1枚。

メスカルの聖地、オアハカの
町で採れたアガベを石臼で引
いて作ったメスカルを使用。
新鮮な柑橘類とハーブ感がソ
コヌスコ73％と調和。

神の果物とも呼ばれる「クプ
アス」をセミドライにして70%
のダークと合わせました。爽や
かな酸味とほのかな甘みがク
セになります。

小規模の協同組合、しかも同
じ人からカカオ豆を調達して
発酵状態を細やかに見極め、
四季を通じて一貫した品質管
理ができるようにしています。

ラテンアメリカでロミオとジュ
リエットが出会っていたら。そ
んな発想から創られた一枚。
ホワイトチョコにグアバとクリ
ームチーズを合わせました。

守りたい鉱山の塩 2本の川が出逢う残したい世界遺産の酒 クプアスの衝撃体験を ! マンツーマンでカカオを見つめる 刺激的&絶妙な純愛の味

古代遺産
LOVE

スローフード・メキシコに参加!
世界的人気のスピリッツ
＝メスカル! 

カカオ栽培もしている果樹園産

多様性&個性
LOVE

日本初上陸ブランド「他にないチョコレート」がテーマ!!

アマゾン原産のフルーツ
2018インターナショナル・チョコレ
ート・アワード ワールド 金賞受賞作

意義深い取り組み

セミドライのグアバ♡

new
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キヌアのサクサク食感! フルーティな香りと深い酸味

芳醇な豆の余韻

酸味が華やか!

Sibu Chocolate EL CEIBO Bolivia

環境保護専門家としても活動をする2人のショコラティエが2008年に設立。カカオの栽培からの全
工程をコスタリカで行っています。世界的なアワードでも各賞を受賞。2012年に「最も環境に優しい
ビジネスモデル」の表彰を受け、売上げの一部を教育、海亀の保護、森林再生プロジェクト等に寄付
しています。

1977年、ボリビア・アマゾン地域のアルトベニ地方に暮らす家族が集まり、組合を設立。アグロホレス
トリー農法にいち早く取り組み、苗木から製品の製造まで一貫して手掛けるTree to Barメーカーとし
て安全安心をモットーに高品質なチョコレートを作り続けています。

 Brand / シブ チョコレート　Country / コスタリカ / エレディア州　
Chef / ジョージ ソリアノ氏,フリオ フェルナンデス氏　　

 Brand / エル セイボ ボリビア　Country / ボリビア　
Chef / アルタミラノ・ルーベン氏　

コーヒートフィー 
バークチョコレート（100g）

1,728円

原産国：コスタリカ  

アンデスキヌア＆
ウユニソルトチョコレート（1枚）

1,380円

原産国：ボリビア  

スペシャルティコーヒーチョコレート
ディスクセット（24枚入）

1,944円

原産国：コスタリカ  

ヘリテージカカオビーンズ
チョコレート（1枚）

1,480円

原産国：ボリビア  

アルチザンボンボンショコラ
（９個入）

3,780円

原産国：コスタリカ  

ドリンキングチョコレート
（2枚入）

999円

原産国：ボリビア  

サクッとした食感&香ばしい
キャラメル菓子のトフィーに、
コスタリカらしくコーヒーをプ
ラス。チョコレートをたっぷり
贅沢にコーティング。

ボリビア・アンデス地帯原産
のキヌアレアルとウユニ塩湖
産クリスタルソルトが入ったダ
ークチョコ。豊潤なカカオの
アロマの香りが愉しめます。

チョコレートで表現した「食
べるスペシャルティコーヒー」。
カフェラテ、ミルク、エスプレ
ッソ、ターキッシュの4種。カ
カオマス不使用。

アマゾンの原生林に自生し、
人間の手が加えられていない
野生のカカオの木から収穫さ
れた豆を100％使用。遺産的と
も言える貴重なチョコレート。

新作のチェリーキャラメルと
オレンジキャラメルが加わり
ました。コスタリカ産ファイン
カカオのシングルオリジンで
包んだ9種の洗練ショコラ。

アルトベニ産カカオ85％なら
ではの濃厚でクリーミーな味
わいのリッチなショコラショ
ー。ミルクに溶かして、ホット
でもアイスでも愉しめます。

やみつき感ハンパなし! スーパーフードと希少塩コーヒー好きにぜひ♡ 野生カカオの咆哮記憶に残る美味しさ 飲んでみまショー

環境保全
LOVE

パッケージは
カカオ豆の殻
を再利用

欧米では
お馴染みのトフィー

割れチョコ
のような形

一口サイズ高品質なコーヒー産出国ならでは

受賞作がもりもり!

ボリビア
LOVE
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 Brand / フーワンチョコレート　Country / 台湾 / 屏東県　
Chef / ウォーレン・シー氏　

別名ブラジルナッツ

同エリア産のカカオ

料理人&美食家でもある!

六角形のキャレ

Shattell Nina Chocolate Fuwan Chocolate

2009年に設立。ペルー国内の約5000軒のカ
カオ農家と連携。2017年のインターナショナ
ル・チョコレート・アワード世界大会で金賞を
受賞。ハンドテンパリングでチョコレートを作
っています。

夫妻でアマゾンエリアに移住。カカオのトレー
サビリティを徹底し品種ごとの発酵・乾燥を行
っています。近年はプレミアムなカカオとしてサ
ンマルティンエリアで力を入れている単一品種
カカオを使用。

台湾初の国際的資格IICCT(International Institute of Chocolate and Cacao Tasting)を保有するチョ
コレート鑑定士であり、台湾原産のTree to Barを世界に発信するショコラティエ。台湾カカオの可能
性を追求し自らカカオの発酵から取り組み、台湾らしい食材を生かしたチョコレート作りに意欲的に
取り組んでいます。

  Brand / シャテル　
Country / ペルー / リマ郊外

Brand / ニーナチョコレート
Country / ペルー

  Chef / リシィ・モントーヤ氏   Chef / オリヴァー・エガー氏,ラズ・エガー氏　　

左：70% チュンチョ（1枚）1,404円　

原産国：ペルー  

左：リミテッドエディション70%
＆アマゾンナッツプラリネ（1枚）

1,836円　原産国：ペルー  

右：70％チュンチョ＆マラスピンクソルト（1枚）

1,404円　原産国：ペルー  

右：リミテッドエディション70%＆アマゾンソルト（1枚）

1,836円　原産国：ペルー  

サクラエビ （1枚）

1,728円

原産国：台湾  

台湾ローズ＆ライチ （1枚）

1,944円

原産国：台湾  

台湾1号　カカオミニ
キャレセット （20枚入）

2,700円

原産国：台湾  

標高1500mの村で収穫したチュンチョ70%ダ
ーク。バナナやミルクキャラメル、ナッツなどの
味わいと花の香り。

キャラメリゼしたブラジルナッツを入れたダーク。フ
ルーティーなカカオに香ばしさ&甘み&食感が楽しい。

チュンチョを使った70％ダークに、聖なる谷＝
ウルバンバ渓谷のマラス塩田の塩をトッピング。

ミシュキヤク渓谷にあるジャングルの秘宝と呼
ばれるピンクの岩塩をダーク70%にトッピング。

地元・東港の名産＝サクラエ
ビとアーモンドを使ったユニ
ークなホワイトチョコ。エビの
塩味と香ばしい食感がホワイ
トチョコの甘さとマッチ。

ホワイトチョコに屏東県の特
産品＝赤いローズの花びらの
粉末とドライライチをブレンド。
食感も楽しい台湾産のカカオ
ニブがアクセント。

契約農家のカカオを自社で発
酵・乾燥。台湾カカオ62％と
85％のダークチョコをキャレ
にしました。珈琲や紅茶に添
えるにもぴったりです。

年1 度しかとれない品種 アマゾンナッツの存在感

高濃度の塩水を天日干し 魅惑のアマゾンソルト

グルメなあなたに 美しい&みずみずしい フーワンの代表作２種

約600年続く塩田

秘境
LOVE

クリスピーな食感
お土産人気もNo.１

深いパープル色!

味覚
LOVE

new

2928



Chocolat Madagascar  Latitude Craft Chocolate

約200年前から始まり、約100年前に定着したとされるマダガスカルのカカオ栽培の文化や固有品種
の継承と発展にも力を注ぐアフリカを代表するチョコレートブランド。アカデミー・オブ・チョコレート
で2017年と2020年に「Golden Bean」賞、2022年にはローチョコレートで銀賞・銅賞受賞など。受
賞歴も多数。

2016年創業のFarm to Barブランド。主原料であるカカオ豆はもちろん、すべてウガンダ産の素材を使
ってチョコレートを作り、地域や社会的な問題の解決をはかることを目的としています。高品質なカカ
オ豆を高価格で買う仕組みも構築。カラフルでかわいいパッケージも魅力的です。

 Brand / ショコラマダガスカル　Country / マダガスカル / アンタナナリボ　
Chef / エリー・アンドリアマンピナリナ

Brand / ラティテュードクラフトチョコレート　
Country / ウガンダ / カンパラ　　

ロー ダークチョコレート70% 
MAVA農園 粗挽き（1枚）

1,372円

原産国：マダガスカル  

ダーク72%バニラ&セサミ（1枚）

1,059円

原産国：ウガンダ  

ロー ダークチョコレート65% 
アンボディヴァト農園 カシューナッツ
＆バードアイチリ&黒コショウ（1枚）

1,372円

原産国：マダガスカル  

ダーク100% セムリキ（1枚）

1,059円

原産国：ウガンダ  

ミニタブレット ホワイト
5種アソート（10枚入）

929円

原産国：マダガスカル  

ホワイト40% 
ホワイトキャラメル （1枚）

1,059円

原産国：ウガンダ  

あえてカカオ豆の粒子を粗め
にして食感とフルーティなカ
カオの風味をアピール。粗糖
の優しい甘みもあり食べやす
いローチョコレート。

生産が盛んなウガンダ特産の
バニラとゴマを使い、コクのあ
る香り豊かなダークに仕上げ
ました。ザ・ウガンダのスペシャ 
リテとも言える一枚。

丸ごと入れたカシューナッツ
のコク、特産の唐辛子や胡椒
の刺激、ローチョコレートのす
っきりとした味わいが驚きの
マリアージュを実現。

ウガンダ南西部セムリキ国立
公園内のカカオのみを使用。
レーズンや桃のような風味と
しっかりとした甘み。100％好
きの方なら必食の一枚。

ホワイト37%ブルボンバニラ、
ホワイトゴールドチョコレート
45%、ヴィーガンホワイトチョ
コレート35%などの５種が各
２枚入っています。

自家製の非脱臭ココアバター
を粗糖と合わせたホワイトチ
ョコ。甘すぎずキャラメルのよ
うな風味。原材料はすべてウ
ガンダ産を使用しています。

粗挽きの新作ロー ウガンダ特産品で新作コーヒーやビールとも好相性 100%食べたい!5種ホワイトの食べ比べ こだわりのオールウガンダ

ウガンダ
LOVE

固有品種
LOVE

華やか、果実感!

アカデミー・オブ・チョコレート2022 銅賞

辛味強めのバードアイチリ!

自家製ココアバター使用!

人気の各種をミニサイズでチーズとも合う

近年、国際大会でも賞を受賞!

伸びざかり!

ジャケ買いもアリ

カカオ農家が
バニラを栽培

満を持してのダーク100%

ココアバター分40%
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MAROU創業10周年記念!

 THEO&PHILOMAROU

ベトナムの旅で出会ったフランス人の二人が2011年に創業。高品質のベトナム産のカカオにこだわり、
2015年のインターナショナル・チョコレート・アワードで銀賞を受賞。シングルオリジンの原材料はベト
ナムの６つの地域で収穫されたカカオときび砂糖のみ。カカオの繊細な味の違いをお楽しみください。

自国で収穫された原材料でチョコレートを作るフィリピン発のBean to Barブランド。カカオ豆の選別
や焙煎からバーになるまで全工程を自社ファクトリーで行っています。農家と話合い、素材を厳選し、
手間を惜しまず、少量生産。納得のいくものだけを届けるというフィロソフィーを貫いています。

 Brand / マルゥ　Country / ベトナム / ホーチミン　
創業者 / サミュエル・マルタ氏,ヴィンセント・モロー氏　　

 Brand / テオ アンド フィロ　Country / フィリピン　
Chef / フィロ・チュア氏　

マルゥバー&アイアンバー
ギフト4本セット（4個入）

1,930円

原産国：ベトナム  

ギフトボックス 3枚セット
（3枚入）

3,219円

原産国：フィリピン  

フォースパイスバー
（1枚）

1,588円

原産国：ベトナム  

ピリナッツ・パンダン ヴィーガン 
ホワイトチョコレート（90g）

2,592円

原産国：フィリピン  

カカオスプレッド
（250g）

2,970円

原産国：ベトナム  

マンゴー＆ココナッツ 
チョコレートクランチ（150g）

2,160円

原産国：フィリピン  

チョコレートメーカーが本気
で作ったエナジーバーと、ベト
ナム産のトロピカルフルーツ
やナッツなどを使った3種の
濃厚なチョコバーのセット。

ダークのグリーンバナナチ
ップス＆ピンクソルトは新作。
香ばしいダークのブラックセ
サミ＆ナッツ、濃厚でクリーミ
ーなミルクをセットに。

ベトナムを代表する麺料理＝
フォーのスパイスとカカオが
生み出す楽しいハーモニー。
カルダモンやコリアンダーな
どのフレーバーが香ります。

パンダンリーフと呼ばれるハ
ーブを混ぜ込んだヴィーガン
なホワイトチョコ。とろけるよ
うな食感の特産ナッツ＝ピリ
ナッツをコーティング。

ローストしたカシューナッツを
混ぜ込んだ、濃厚なチョコレ
ートスプレッド。そのままスプ
ーンですくって食べても美味
しいです。

ライスパフ入りのダークチョコ
にフィリピン産の甘酸っぱい
ドライマンゴーとココナッツを
合わせたクランチボール。食
感も楽しい一品です。

4種のハッピーチョコバー 選りすぐりの3枚オリエンタルな味わい 日本初登場！パンやクラッカーに ポンポン食べちゃう♡

哲学
LOVE

ベトナム
LOVE

カラフル!

ほのかにココナッツが香る

ネイビーはエナジーバー! パッケージ、リニューアル

ピリの木になるナッツ

カカオの風味もしっかり
新フレーバーも
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Noel Verde

エクアドルのカカオの素晴らしさを伝えるべく2018年に設立。現地でカカオのプロファイリングと農
業指導を行い、関係するすべてが育っていくレイズトレードを行っています。ブランド名はスペイン語で
「緑のサンタクロース」の意。生産地の個性が輝く「アース トゥ バー」を楽しんでいただけます。

 Brand / ノエルベルデ　Country / エクアドル　
Chef / 高橋力榮氏

アリバカカオアソート
（8枚入）

2,700円

原産国：エクアドル  

プリュネット
（4枚入）

2,592円

原産国：日本  

ストロベリー ホワイト
（1枚）

1,404円

原産国：エクアドル  

アリバ種を中心とした4産地
別のカカオが一度に味わえる
BOX。木戸正開氏が栽培する
パッハリート、スモーキーなリ
オ・エスメラルダスなど。

長野県・須田農園の大粒プル
ーン「オータムキュート」にコ
セーチャ・ドラーダ協会のア
リバカカオをコーティング。ふ
くよかな味になりました。

未脱臭、無漂白の発酵ローバ
ターで作ったホワイトチョコレ
ートに、甘酸っぱい苺と華や
かなカカオニブの香りを合わ
せました。香料不使用。

産地の違う豆の魅力 3者のつながりから誕生 素材そのものの味や香り

サンタ
LOVE

アカデミー・オブ・
チョコレート2022銀賞・銅賞

ペイサージュ江藤シェフ→須田農園!

あでやかトッピング!

Happiness for All

カカオへのLOVEたっぷり!
世界のビーン トゥ バー ブランド

カカオ農家との強い絆はもちろん、

いろいろな産地のカカオ豆の個性を最大限に生かした

チョコレート作りに邁進するフランスや

北欧諸国、アメリカ、アジアのブランドを集めました。

その国らしい感性やアレンジが加わって、さらに広がる深まる

ショコラのバリエーションを楽しんでください。

BEAN TO BAR
WORLD
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BONNAT

1884年創業の老舗。ステファン・ボナ氏が6代目当主として腕を振るっています。創業当初よりカカオ
豆からのチョコレート作りを手がけ、1984年には「シングルオリジン」というコンセプトを世界で初め
て打ち出して7種の産地別タブレットを発売。コレクション心をそそるパッケージも人気です。

 Brand / ボナ　Country / フランス / ヴォワロン　
Chef / ステファン・ボナ氏　

希少カカオ

キュートな
甘酸っぱさ

新たな力が宿る!?

華やかな印象も

卓越したフレーバー

ザクザク食感も魅力

誰もが認める一枚

アステカ（１枚入）

19,200円　原産国：フランス  

スリーズ（１枚入）

2,592円　原産国：フランス  　

東京限定

ジアン・デ・ブリューム（１枚入）

2,592円　原産国：フランス  

グラン クリュ チュアオ（１枚入）

2,592円　原産国：フランス  

レアル デル ショコヌスコ（１枚入）

2,592円　原産国：フランス  

年間生産量500kg以下。メキシコのチアパ
ス州のジャングルにある樹齢 4000年の野
生の古代カカオの木から採れた豆を使用。

8種のカカオ豆をブレンドした65％のビタ
ーチョコレートをベースに、フリーズドライ
のチェリーを入れた一枚。

ボナ初のウガンダ産のカカオ豆を使用した
75％ビター。メロンを思わせる味わいと洗
練されたカカオの風味が調和。

ベネズエラの独特のテロワールと恵まれた
気候。マジカルで特別な森で育ったカカオ
の魅力がたっぷりと味わえます。

人類が最初に収穫したカカオと言われ、各
国で寵愛されたものの長く絶滅していた品
種を再生。魅惑的な香りの一枚。

アステカの黄金

まろやかで甘酸っぱい

ゴリラが佇む森のカカオ

パワフルでホット

強さと勇気をくれる

タブレット
LOVE

日本限定のファンシー・タブレット

9年ぶりに復活

靄（もや）の中の巨人!!

リミティッド・
エディション
第4弾

ゴリラが生息するジャングルを囲む山麓。
そこに広がる緑豊かなエリアで収穫した豆
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カカオの木から採れた豆を使用。
年間の生産量がわずか500kg以下という貴重な一枚。



ERITHAJ  DOMORI

ベトナムとフランスを繋ぎたいとの思いから2017年にお店をオープン。ベトナ
ム・ベンチェ省にあるカカオ豆の自社発酵・乾燥施設で、社会的貢献にも力を注
ぎながら豆の生産からチョコレート作りまでを一貫して手掛けています。和歌山
県の湯浅醤油（有）とのコラボ〈発酵エレメンツ〉にもご注目を!

1997年にジャンルーカ・フランゾーニ氏が創業。世界に先駆け高品質で希少な
ベネズエラ産クリオロ種を使いカカオバターを加えずカカオと砂糖だけでチョコレ
ートを製造。2016年サロン・デュ・ショコラ タブレット部門C.C.C.アワード、2018
年ロンドンアカデミー・オブ・チョコレートビーントゥバー部門 金賞など受賞歴多数。

 Brand / エリタージュ　Country / フランス / ストラスブール　
Chef / アーノード・スタンジェル氏

 Brand / ドモーリ　Country / イタリア / トリノ　
Chef / ジャンルーカ・フランゾーニ氏　

コンフィドゥポワール
＆プラリネアマンドエピス（1枚）

2,916円　原産国：フランス  

クリオロチュアオ（1枚）

1,350円

原産国：イタリア  

プラリネアマンドフレーズ
＆ポワーブルルージュ（1枚）

2,916円　原産国：フランス  

ナショナルエクアドル（1枚）

1,134円

原産国：イタリア  

〈発酵エレメンツ〉
カカオ醤 粒（140g）
カカオ醤 ペースト（140g）

各1,620円　原産国：日本  

ブレンドクリオロ（1枚）

1,050円

原産国：イタリア  

カカオシロップで炊き上げた洋梨のコ
ンフィとベトナムのスパイスを使った
プラリネを、カカオ48％のミルクチョ
コでコーティングしたグルメバー。

希少なチュアオ品種のカカオの木を
自社農園で接ぎ木して大切に育成。
自社のタブレットの中でも世界的な賞
を数多く獲得している1枚です。

アルザス特産のイチゴをベースに、ピ
ンクペッパーを加えたプラリネをカカ
オ38％のブロンドチョコでコーティン
グしたバーです。

ハシェンダ・ビクトリア農園との長年
にわたる共同開発ののち、1999年に
初めて世界に発表したというカカオ豆
から作ったチョコレート。

発酵のチカラから生まれたカカオと
醤油の風味をしっかり感じる新感覚
の調味料。粒タイプは薬味やお酒の
アテに、ペーストタイプはソースに。

接ぎ木によってベネズエラの自社農園
で育てている自慢のクリオロ種のカ
カオ豆のほか、厳選した3種のカカオ
豆をブレンドして作った定番の1枚。

アルザスとベトナムの融合 世界が賞賛しています

胡椒が効いている
理想的なフローラルの香り

ふたつのカカオ醤
ドモーリを語る1枚

希少豆
LOVE

ぎゅっ! 芳醇な香り

生クリームが溶けた
ようなまろやかさ

近年かなりの有名農園!

秘伝のハウスブレンド

カカオで醤油♡

コーティングは自家製ブロンド

果実の楽園ならでは!

粒

ペースト

発酵
LOVE
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Chocolate Tree

2009年にお店をオープンし2012年から本格的なBean to Barブランドに。スコ
ットランドらしい味わい、カカオ農家と一丸となって取り組む香り豊かなチョコ
レートで人気。インターナショナル・チョコレート・アワードやスコットランドフー
ド＆エクセレンスアワードなどで数々の賞を受賞。

1884年から100年以上続く老舗ショコラトリー。現在は4代目のフランク氏が世
界各国のカカオを使いバラエティーに富んだタブレットを発表。毎年のように産
地へ赴きカカオの植樹や発酵工程を農家の人に伝え、カカオの品質向上にも努
めています。

 Brand / チョコレートツリー　Country / イギリス / スコットランド
Chef / アレイスタ・ゴウワー氏

 Brand / ショコラトリー モラン　Country / フランス / ドンゼール
Chef / フランク モラン氏　

レモンポピーシード（1枚）

1,404円

原産国：イギリス  

リミテッドエディション 
マダガスカルブラン40%（1枚）

2,376円

原産国：フランス  

クリスピーライス（1枚）

1,404円

原産国：イギリス  

リミテッドエディション 
インディ63％（1枚）

2,376円

原産国：フランス  

ハギススパイス（1枚）

1,404円

原産国：イギリス  

リミテッドエディション 
カメルーン70％（1枚）

2,376円

原産国：フランス  

ペルー産のカカオを使ったコクのある
ホワイトチョコに、レモンオイルとポ
ピーシードを合わせました。柑橘の爽
やかな香り&プチプチ食感♡

単一品種のカカオ豆を自社で搾油。
自家製カカオバターで作るホワイトチ
ョコレート。甘さは控えめでコクとフ
ルーティーな味わいが印象的。

ペルー産カカオ45％ミルクにチョコ
で包んだサクサクのライスパフをトッ
ピング。軽やかでどんどん食べ進めて
しまいたくなる美味しさです。

限定生産品のインド・ケーララ州の小
農家が作るカカオ63％のダークチョ
コレート。スモーキーでウッディーな
アロマ、スパイシーな香り。

スコットランドの郷土料理「ハギス」
に使うスパイスやハーブを加えたチョ
コレート。塩気もあってビールにもウ
ィスキーにピッタリです。

カメルーン・レキエ県Nkog Ekogo村
産カカオ70％のダークチョコレート。
花の香りや蜂蜜のタッチ、フルーティ
ーで複雑な甘さ。

プチプチっとする新作 ホワイトの新領域へ

香ばしく軽やかな新作。 インドはやはり奥深い

お酒に合うスパイシー感 注目のカメルーンカカオ　

CHOCOLATERIE A.MORIN 祖先
LOVE

リズミカルに食べ進もう!

人気シェフたちもご愛用

美的&芸術的な箱&チョコのデザインも自作

おつまみショコラ?!

シングルオリジン
のホワイトシリーズ

目からウロコ
の美味さ!

希少! 
限定生産
シリーズ

カカオ農家
LOVE
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Friis-Holm

2008年にスタート。デンマークのBean to Barの第一人者で、農家と一緒に発
酵テストに取り組むなど持続可能なカカオ農業を追求。シェフは元料理人でガ
ストロノミー界と親交が深く、人気レストランのシェフたちがこぞって彼のチョコ
レートをデザートに採用しています。

南チロル地方の山間部、家族で営むクラフトチョコレートメーカー。2018年に
本格的に販売を開始。厳選したシングルオリジンのカカオ豆が持つ果実感を重
視。2019年以降インターナショナル・チョコレート・アワード、アカデミー・オ
ブ・チョコレートのそれぞれの部門で賞を受賞。

 Brand / フリスホルム　Country / デンマーク / コペンハーゲン近郊
Chef / ミッケル・フリスホルム・オットセン氏　

 Brand / カルーナ チョコレート　Country / イタリア / ボルツァーノ
Chef / アルミン・ウンターシュタイナー氏 

スライスチョコレート（8枚入）

2,160円

原産国：デンマーク  

ヴィーガンホワイトチョコレート
オレンジ＆ニブ（1枚）

2,052円

原産国：イタリア    東京限定

ミルクアソートメント（12枚入）

3,240円

原産国：デンマーク  

エクアドル60% 
ダークカシューミルク（1枚）

2,160円

原産国：イタリア    
東京限定

ホワイトニブ（1枚）

2,916円

原産国：デンマーク  

シングルオリジン ベリーズ70%
ファストドライド（1枚）

2,106円

原産国：イタリア    東京限定

ニカラグア産のオパヨミルクチョコ
50％です。シート状なのでバターを塗
ったパンにのせたり、そのまま食べて
も口どけの良さを楽しめます。

アーモンド粉を使ったクリーミーなホ
ワイトチョコレートに、ニブのサクサ
クした食感とオレンジピールの爽やか
な味わいがマリアージュ。

ニカラグア産カカオを使った%違いの
ミルクチョコレート。ハイカカオの甘
さすっきりタイプや、口どけなめらか
なカフェオレのような風味など3種類。

ミルキーさをカシューナッツで表現。
フローラルな香りにキャラメルの香ば
しさと甘さ。まろやかで親しみのある
味わいに仕上がっています。

エクアドル産カカオバターとデンマー
ク産ミルクでできたホワイトチョコに
ローストニブをプラス。口どけが良く、
ニブの香りと食感がアクセント。

中南米のベリーズ・トレド産、固有種
のカカオのみを使用したシングルオ
リジン。フルーティーで爽やかな苦味、
スパイス感、穏やかな酸味も。

斬新! シート型チョコ ヴィーガンな新作

50%・55%・65% 乳製品不使用のミルクバー

リピーターの多い一枚 モパン族が作る希少な豆で

数種類が
ランダムに
入っています

一口サイズ

KARUNA CHOCOLATE  共生
LOVE

今年もヴィーガン!
インド産
カカオニブ

イタリア産
オレンジ

キャラメリゼ
&塩で
ミネラル感!

偽物が出回ら
ないよう
あえて名前を
つけない豆

デンマークで
チョコのせパンは
定番おやつ

エスメラルダス州の豆

美食
LOVE

チーズの
ようなコク
ミルクその
ものの甘さ
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Fjåk Chocolate

SVENSKA KAKAO

 Felchlin

2015年にスタート。2018年のアカデミー・オブ・チョコレートでの最優秀新人賞、
グレート・テイスト・アワード2018での6つ星の獲得をはじめ、2022年までの受
賞数は120賞を超えるという実力派。小さな農園やローカルにこだわっています。

社名は「スウェーデンのチョコレート会社」の意。2014年にスタート。北欧諸国
初のビーントゥボンボンメーカーとして本物のチョコレート作りを掲げ、カカオ
生産者の生活向上に貢献しサステナブルな製造にも徹しています。

1908年創業。契約農家から買い付けるカカオ豆やユネスコ生物圏保存地域産
の希少なメドウミルクなどを使用。繊細なローストや最長72時間に及ぶコンチ
ングなど、細部に渡って美味しさを追求しています。人と自然を大切にした「サ
スティナブル」なブランド。

 Brand / フョークチョコレート　Country / ノルウェー / ハルダンゲル
Chef / アグルツァネ・コンセロン氏

Brand / スべンスカ・カカオ　Country / スウェーデン / エステルレーン地方　
Chef / ウルリカ・ベルゲンクランス氏, フレドリック・アルべレン氏　

 Brand / フェルクリン　
Country / スイス / シュヴィーツ　

キャロットケーキ（1枚）

1,512円　原産国：ノルウェー    

東京限定

バーボンウイスキー 
ダークチョコレート72%（1枚）

1,512円　原産国：スウェーデン     

東京限定

有機スフムアンバンジャ70％（200g）

3,240円　原産国：スイス    東京限定

カシスパイ＆ホワイトチョコレート（1枚）

1,512円　原産国：ノルウェー  

東京限定
有機スフムナポ40％（200g）

3,240円　原産国：スイス    東京限定

有機ドミニカーナホワイト36%（200g）

3,240円　原産国：スイス    東京限定

有機カカオニブ（100g）

1,620円　原産国：スイス  東京限定

インターナショナル・チョコレート・アワー
ドヨーロッパ大会2022金賞を含む3賞を受
賞。甘さとスパイスと柑橘の味わい。

2021年に収穫された地元品種のトリニタリ
オとアメロナードのカカオ豆を使用。バー
ボンウイスキーで熟成させて仕上げました。

ガーナ・スフム産とマダガスカル・アンバンジャ
産の有機カカオ豆を使ったクーベルチュールの
ダーク。カカオの風味と柑橘やベリーの酸味。

甘くクリーミーなホワイトチョコレートに、
カシスのタルトとグラノーラのパイ生地を
合わせたようなタブレット。

スイス産の有機全粉乳とエクアドル&ガーナ産
の有機カカオ豆を使ったハイカカオタイプの有機
ミルクチョコレート。キャラメルやモルトの風味。

まろやかなスイス産の有機全粉乳と、ドミニカ共
和国産の有機ココアバターを使用。クリーミィー
でコク深い乳味感を感じるのにキレの良い後味。

3賞を受賞した新作

ウイスキーでじっくり熟成

奥深い有機のダーク

焼きたてパイの香り

甘美な有機のミルク

濃厚な有機のホワイト

丁寧に焦がさない製法でクセを抑えたニブ! 

実直
LOVE

本気
LOVE

本格的な 
ケーキ感

こちらも
受賞作

2022年度
限定数量
チョコ

酪農
LOVE

質実剛健&真実一路

有機＆有機

マジパン
やバナナ
の余韻

ガーナ産
100%！

有機栽培のカカオ!
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バナーノ（100g）

1,512円

原産国：ペルー  

ペルー産のドライバナナを、ペ
ルーのティンゴマリア産70％
ダークチョコでコーティング。

〈シャテル〉

ゴールデンベリー（100g）

1,512円

原産国：ペルー  

ペルー産ドライほおづきを風
味高いティンゴマリア産カカ
オのダークでコートしました。

〈シャテル〉

バナナの甘みが凝縮!

甘酸っぱさと
豊かな香り

ナッツのコクと食感

シトロネット（100ｇ）

3,240円

原産国：フランス  

中はジューシィなレモンピール
のコンフィ。自家製チョコが果
実の味を引き立てています。

〈ショコラトリー モラン〉

パンプルミュセット（100g）

3,456円

原産国：フランス  

中はグレープフルーツのコンフ
ィ。ダークのチョコレートと果
実の香りが互いに引き立ちます。

〈ショコラトリー モラン〉

自社で発酵・
乾燥から手掛けるチョコ

キャラメライズドマカンボ（50g）

1,296円

原産国：ペルー  

マカンボをペルー産のパネラ
シュガー＝サトウキビ由来の未
精製の砂糖でキャラメライズ。

〈ニーナチョコレート〉

紅玉茶マカダミア（40g）

1,944円

原産国：台湾  

コクのあるマカダミアナッツを
甘い香りの紅玉茶風味の台湾
産カカオのダークチョコでコート。

〈フーワンチョコレート〉

マカンボチョコレート（100g）

1,944円

原産国：ペルー  

マカンボを自家製チョコとア
マゾン塩でコーティング。ほか
にないユニークな味わいです。

〈ニーナチョコレート〉

鉄観音茶アーモンド（40g）

1,944円

原産国：台湾  

アーモンドを鉄観音茶風味の
台湾産カカオ62％の自家製ダ
ークチョコでコーティング。

〈フーワンチョコレート〉

濃厚なナッツの
ような味わい

マカンボはカカオの仲間
テオブロマ・ビコロールの種子

甘酸っぱさとカカオ豆より
ひと回り大きいマカンボ! 迫力ある!

台湾を代表するお茶

ビーントゥーなチョコ

包む幸せ♡
カバード・チョコレート
外のチョコと中の素材の
バランスや組み合わせのアイデア。
ショコラティエたちの
創意工夫が光ります。

Covered 
Chocolate

ブラジルナッツ（100g）

1,512円

原産国：ペルー  

アマゾン川流域で採れる希少
なブラジルナッツを砕きティン
ゴマリア産70％ダークでカバー。

〈シャテル〉

オランジェット（100g）

3,456円

原産国：フランス  

焙煎したカカオの香りが深く薫
るダークチョコレートでオレン
ジのコンフィをコーティング。

〈エリタージュ〉

果実感しっかり
コンフィは1800年代から
続く老舗コンフィズリーから
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Chocolate Naive

発見と喜びを与えてくれる「ユニークで美味しいチョコレート」がコンセプト。自
然豊かな森と湖の国、リトアニアのBean to Barブランドです。ナイーブな感性で
常識を覆す個性的なチョコレートを作り続け、実験的でガストロノミックな味の
探求は留まるところを知りません。

ジェイ、チャリス、イリナの3人で立ち上げたBean to Barブランド。初めて食べて
感銘を受けたカカオの国＝マダガスカルに生息する動物の名前をブランド名に
しました。シンガポールのティーブランドとコラボしたお茶シリーズなど独自の
世界観をもつ多彩なチョコレートを生み出しています。

 Brand / チョコレート ナイーブ　Country / リトアニア　
Chef / ドマンタス・ウジュパリス氏　

 Brand / フォッサチョコレート　Country / シンガポール　
Chef / ジェイ・チュア氏,チャリス・チア氏,イリナ・レオン氏　

フォレストベリーズ（1枚）

1,728円

原産国：リトアニア  

毎年人気のリトアニアの食材探求シリ
ーズ。今年はビルベリー、ストロベリ
ーを贅沢に使用。リトアニアの夏の収
穫の喜びが詰まった一枚です。ベリー
はリトアニア人にとって夏のデザート。
森で野生のベリー摘みをみんなで楽
しむそうです。

幸福な夏、野生のベリー

サテソース（1枚）

2,160円　

原産国：シンガポール  

シンガポールの屋台で人気の肉串焼き
「サテ」のソースの風味をイメージ。やみ
つきになるスパイス感とピーナッツ感。

食べ始めたら止まらない

2種のコーヒーをカカオ60％のダーク
ミルクと合わせました。バターコーヒー
の風味に焼きマシュマロのような香り。

ナンヤンコピ（1枚）

2,160円

原産国：シンガポール  

リッチなコーヒー感

まりひめストロベリー（1枚）

2,160円

原産国：シンガポール  

リッチでクリーミーなアロマとホワイ
トチョコレートのまろやかな口当たり。
苺の甘くフルーティーな風味。

和歌山県産の苺「まりひめ」で

北海道きなこ（1枚）

2,160円

原産国：シンガポール  

ホワイトチョコに北海道・折笠農場の
黒千石大豆と沖縄産黒糖を使用。香ば
しい大豆のアロマとキャラメルの風味。

厳選大豆のきなこ

ナノロット トリンチェラス（1枚）

1,944円

原産国：リトアニア  

世界中から厳選したシングルオリジ
ンを最小単位のロットでチョコレート
に仕上げるシリーズ。今年はベネズエ
ラ・北部カラボボ州の熱帯雨林に位
置するカカオ栽培の町、ラス トリンチ
ェラスのカカオ豆を採用。クリーミー
でナッティな味わいが魅力。

一期一会のナノロット

シンガポール
LOVE

ユニーク
LOVE

あらゆる
固定概念を
超える!

明日もあさってもサテ! 

酸味も甘みも
程よい苺♡ 

朝の始まりに! 

ナンヤンコピ＝
シンガポールの
伝統的コーヒー

フォレジャーコレクションの新作

豆の香りを保つため
浅めの焙煎にこだわる

カカオ豆は毎回変わる

タブレットの形は4種あり!
ランダムに入っています

FOSSA CHOCOLATE

肥料・農薬・
堆肥不使用
の大豆
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 FILFIL CACAO FACTORY

2021年スタート。フレンチレストラン「FIL D'OR」がカカオの旅をコンセプトにし
て手掛けるブランド。シェフの金子氏はベトナムやバヌアツのBean to Barメーカ
ーで経験を積み現在に至る。世界中の良質なカカオ豆と石川の素材を掛け合わ
せ、独自の世界観を創り上げています。

 Brand / フィルフィル カカオファクトリー　
Country / 日本 / 石川県　Chef / 金子 世菜氏,田川 真澄氏　

70％DARK CHOCOLATE
~ISLAND STYLE~ バヌアツ・マレクラ

（1枚）1,601円

原産国：日本  

Nostalgia ～望郷～（1枚）

1,801円
原産国：日本  

加賀棒茶 ミルクチョコレート45％
～PROMENADE～（1枚）

1,801円
原産国：日本  

地元のクリエーター集団「secca」と
共同開発した型で金沢市とカカオに
ゆかりのある柄を創作。厚みや模様
によって味わいの変化が楽しめます。

カカオ感の高いミルクチョコに干し柿
の甘味、煎り玄米の香りやカリッとし
た食感をプラス。柑橘のキハダの実
が爽やかなアクセントを与えます。

ファクトリー近くの老舗茶屋「酒見銘
茶店」で焙煎したての棒茶を使い、芳
ばしい薫りをBean to Barのミルクチョ
コレートに閉じ込めました。

カカオの個性を引き出す

懐かしい情景を描く

金沢といえば加賀棒茶

Antidote

五感に働きかけるような「食べてからだが喜ぶチョコレート」がコンセプト。エク
アドルのカカオ農家と緊密に連携を取りながら低温・長時間焙煎でゆっくりと
カカオのうまみや風味を引き出してチョコレートを作っています。自分らしく生き
たい人を応援するブランド。

 Brand / アンチドート　Country / アメリカ合衆国 / ニューヨーク州
・ブルックリン　Chef / レッド・タルハマー氏　

70%カカオ オレンジ
＆アールグレイ（1枚）

1,620円

原産国：エクアドル  

77％ヘスティア（1枚）

1,620円

原産国：エクアドル  

56％ミルク マジシャン（1枚）

1,620円

原産国：エクアドル  

アリバ種70％のダークチョコにオレン
ジピールと細かく粉砕したアールグレ
イ茶葉を重ねました。甘やかで温かみ
のある柑橘の香りが駆け巡ります。

低温焙煎カカオ77%のチョコにドライ
のバナナチップとカイエンヌペッパー
を合わせました。甘さのあとからジワ
ジワとでてくる辛味感がGOOD!

コクはあるが甘さを抑えた軽やかなミ
ルクチョコ。イチゴ練乳のような懐か
しくほっこりとした味わいで、ハイビス
カスの香りも華やかで上品。

好評すぎて今年もイチ推し

バナナ+カイエンヌペッパー

苺＋ハイビスカス

手仕事
LOVE

心身
LOVE

Antidote＝「解毒剤」

ピーチティーや
ルイボスティー
英国系のラムと!

焙じ茶や
アルマ
ニャックと

コーヒーや
テキーラと!

添加物不使用。
カカオ、きび砂糖、
カカオバターのみ。

季節限定タブレット

冬の原風景&
能登の食文化

金沢の水引、
雨、太陽

石川県の作家
が描き下ろした、
石川の植物が
モチーフの
パッケージ
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リミテッドエディション カフェショコラ
ブラジルミルクコーヒー（1枚）

1,404円

原産国：日本  

ダークミルクチョコレートにコーヒー
豆を細かく挽いてイン。チョコの持つ
コーヒー感がコーヒーを入れることで
さらに増幅。リッチな味わいに。

心が豊かになるね

MILTOS

地方創生をテーマに2014年に1号店、2017年に2号店を限界集落「切山地区」
にオープン。2018年インターナショナル・チョコレート・アワード ワールドファ
イナルで銀賞と銅賞を受賞。2020年アカデミー・オブ・チョコレートで銀賞受
賞。コーヒーの国際鑑定士「Qグレーダー」の資格も保有。まだ見ぬコーヒー豆
とカカオ豆を求めて世界を巡っています。

 Brand / ミルトス　Country / 日本 / 愛媛　
Chef / 髙橋 賢次氏

リミテッドエディションホワイト 
カフェショコラ コロンビア（1枚）

1,404円

原産国：日本  

カカオ豆から絞ったカカオバターに、
粗めに挽いたコーヒー豆を練りこみま
した。コーヒーの甘くほろ苦い味わい
とバターのカカオ感が美融合。

リミテッドエディション 
カフェショコラ ペルー（1枚）

1,404円

原産国：日本  

ペルー産カカオ豆から絞ったフルー
ティーなカカオバターと甘い風味のペ
ルー産コーヒー豆を合わせたカカオマ
スの入っていないコーヒーチョコ。

ペルーのカカオ&コーヒー

キャラメルなホワイト

未知
LOVE

苦めラテがお好きなら! 

同産の相性すごいわ♡

こちらは
コロンビア産
同士

カカオに自由な翼とLOVEを!
個性輝くショコラブランド

カカオ農園に足繁く通ったり自社農園を作ったり。

カカオと真摯に向き合い、ビーン トゥ バーへの情熱も並々ならぬ

ショコラティエたちを集めました。

国境を軽 と々飛び超えてカカオの魅力を引き出し、

独自のクリエイティビティと美味しさを発信。

日本のブランドが数多く集まっているのも頼もしい限りです。

WORLD OF CACAO
SELECTION

5352
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PRESQU’ÎLE  chocolaterie
Cacao Edition

2016年東京・吉祥寺にお店をオープン。カカオ豆から作るショコラやガトー、上質な素材、香りのマリ
アージュにこだわっています。2018年日経新聞全国タブレットショコラ第3位、同大会2020年フォン
ダンショコラ第1位。インターナショナル・チョコレート・アワード2020アジアパシフィック大会銀賞受賞。

 Brand / プレスキル ショコラトリー カカオエディション　
Country / 日本 / 東京　Chef / 小抜 知博氏　

 Pâtisserie JUN UJITA

東京生まれ。銀座や葉山の名店で腕を磨いたのち渡仏し「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」に
勤務。帰国後、2006年に鎌倉の「パティスリー雪乃下」のシェフに就任。2011年目黒区碑文谷に「パ
ティスリー ジュン・ウジタ」をオープン。モットーはシンプルに「おいしい感動を伝えたい」! 

 Brand / パティスリー ジュン・ウジタ　Country / 日本 / 東京　
Chef / 宇治田 潤氏

感動
LOVE

研鑽
LOVE

トンカ豆

ジャンドゥージャ

羽デザインも美しいタブレット

メキシコ70％

メキシコフィグ

ミエル

トンカポワール
くるみの
プラリネ

ボンボンショコラ（9個入）

3,672円

原産国：日本  

ケツァール（2枚＋4個入）

3,240円

原産国：日本  

ボンボンブーシェ（8個入）

6,156円

原産国：日本  

焼きチョコサブレ ランパーン

（5個入）2,160円

原産国：日本  

コフレショコラ（1缶）

3,942円

原産国：日本  

ミルフィユ ショコラ モデルヌ

（1個）1,404円

原産国：日本  

バランスを考え、あえてカカオ
は数種をブレンド。プラリネア
マンド、パッションオレンジ、マ
ンゴーバジリック、クラフトコ
ーラは新作。

古代アステカで神の使いとさ
れたケツァールをイメージ。フ
レンチオーク発酵でカカオパ
ルプのフルーティーな味わい
を残したメキシコ産カカオを
タブレットとボンボンに。

サブレとガナッシュの2層や、
糖化させたトンカ豆のガナッ
シュ、マンゴー風味のギモー
ブにアプリコットのジャムのサ
ンドなど8種をアソート。

タイ・ランパーンの農園の豆を
使ったビーン トゥー バー70%
をブロック状にして生地にイン。
焼成時にショコラが溶けて混
じり独特の食感に。

ビターにナッツをのせたマン
ディアン、ほろほろ食感のサブ
レショコラ、発酵バターの素
朴なビエノワショコラ、メレン
ゲのマレショーショコラなど5
種のクッキー。

非アルカリ処理のインドネシ
ア産カカオのココアパウダー
の生地に、プラムやリンゴの
アロマのタンザニア産カカオ
のクリームをサンド。2か国の
カカオを感じて。

素材との幸福ハーモニー 2種の板と2種の粒一口大サイズのケーキ風 新食感サブレ愉しい5種のクッキー ご褒美に食べたい

ショコラ感もしっかり! アイデアいっぱい!

ヘーゼル香る
ビアリッツも!

壮大なテーマの新作

コク&
フルーティー

豆の焙煎から
生菓子までの幅!
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FARM to BARタブレットショコラ（1枚） 
ペルー ナティーボ/ペルー チュンチョ/
ペルー ブランコなど全12種

各781円　原産国：日本  

パート1に初登場

削ぎ落としました

埼玉県・吉川美南店の厨房でカカオ豆の
選別から手掛けるこだわりのタブレット

ペルーのナティーボ、
チュンチョ
トリニダード・トバゴなど

12種類♡

一貫した職人の手仕事

カカオ3品種の
それぞれの個性が光る

 LE CHOCOLAT DE H

世界中のカカオを追求しつつ、2022年にペルーでカカオの自社農園を取得し、FARM to BARのチョコ
レート作りを本格化させています。C.C.C.で2013年から6年連続ゴールドタブレット(金賞)、2013年に
は外国人部門最優秀ショコラティエ賞、2017年に外国人部門最優秀ショコラティエ賞受賞。発酵、素
材へのこだわりも一貫したテーマです。

Brand / ル ショコラ ドゥ アッシュ　
Country / 日本 / 銀座　Chef / 辻口 博啓氏　

シングルオリジン インティ

 （6粒入）2,901円　

原産国：日本  

ペルーの自社農園産を含む世界各地の厳選したカ
カオ豆の風味や香りを活かした6種のボンボンショ
コラ。余計なものを出来るだけ加えず豆の個性を活
かしました。

麗しい新作です

タンザニア ルージュ（1粒入)

1,301円　原産国：日本    東京限定 

プチガトー アソート（3個入）

2,401円　原産国：日本  東京限定

ペルーの自社農園や世界各地の良質なカカオ豆を
使い、豆それぞれの魅力を伝えることにシンプルに
こだわりました。全行程、職人さんの手作業が息づ
いています。

タンザニアの小規模農園で採れる香り高いカカオ
豆を使用。豆本来の果実的な香りを生かすためフ
ランボワーズの果汁と合わせ、フルーティーに仕上
げた1粒です。

カカオブランコの酸味が楽しめる「モンブランカカ
オブランコ」、ナティーボ種を使った「ガトーナティ
ーボ」、チュンチョ種のクリームを入れた「シューカ
カオチュンチョ」の3種をセットで。

シンプル・イズ・ベスト

ひと粒に込めた情熱

ペルーの産地別ガトー

おもてなし
LOVE

ペルー 
カカオ
ブランコ
70%

ペルー
ショコラ
オレ
50%

ペルー
カカオ
チュンチョ
70%            

ペルー 
アマゾン 
ナティーボ
70%
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水野直己氏のもとで修業したのち2014年に独立。農家に生まれ育った自身のルーツから、生産者と
近い立場で素材選びを行い、モノづくりを行なっています。持続可能なショコラ文化や、より幸せな
世界の未来のために、トレーサビリティの確保されたカカオを使いカカオの個性を引き出しています。

 Brand / ル・フルーヴ＆ファーマーズ　Country / 日本 / 兵庫
Chef / 上垣 河大氏　

Sachi Takagi  le fleuve & Farmer's

2014年にアシェットデセール専門店でショコラティエに就任。その後、渡仏し2つ星レストランでシェフ
パティシエールとして働いたのち帰国。2021年に植物の可能性を広げた自家製ビーントゥバーチョコレ
ートを作る現ブランドをスタート。2022年にはワールド チョコレート マスターズで審査員長を務めました。

 Brand / サチ・タカギ　Country / 日本 / 京都　
Chef / 高木 幸世氏

感動
LOVE

探求心
LOVE

繊細な感性

植物の可能性

アート作品のようなショコラ エクアドルのカカオと
ココナッツのサブレ

ピウラホワイトカカオのサブレ希少なクリオロ種。アマゾンカカオのサブレ生クリームやバター不使用

アップルクレープ（1箱）

2,916円

原産国：日本    東京限定 

カカオサブレ缶（1缶）

4,320円

原産国：日本  

ベリー（1箱）

3,672円

原産国：日本    東京限定 

ブラッドオレンジコンフィ

（1箱）2,160円

原産国：日本  

オレンジ（1箱）

3,456円

原産国：日本  

カカオのホワイトチーズケーキ

（1個）4,320円

原産国：日本  

クレープ生地の中に重なった
リンゴやシナモンの味わいを、
香ばしいサブレとシードルで
風味づけした濃厚なキャラメ
ルガナッシュで表現。

各地のカカオの個性を引き出
した3種のサブレ。香りや食感
の変化、口どけの楽しさなど、
様々なカカオの魅力をふんだ
んに味わえます。

ワイルドストロベリー、ラズベ
リー、カシスなどを使った２種
の生チョコレートをアソート。
多彩なベリーが実る1本の花
の木をイメージして創作。

広島県・瀬戸田で育まれたブ
ラッドオレンジを７日間じっく
りと火を入れて自家製コンフ
ィに。5種のカカオをブレンド
したビターでコーティング。

自家製ビーントゥバーを使っ
たオレンジ風味の植物性のチ
ョコレート。太陽の光をたっぷ
りと浴びたひまわりのような
明るい気分に包まれます。

インドネシア・エンレカン県の
山間地で栽培されたカカオで
自家製クーベルチュールを作
り、ケーキの中にたっぷりと入
れました。しっとり濃厚食感。

ブルターニュの思い出 カカオ熱愛サブレ花びらの中のベリー 柑橘農園に吹く風みずみずしく濃厚 芳醇な新感覚ケーキ

酸味と甘み、
香ばしさ

飾って 
おきたい!

心にも
花が咲く♪

タロッコという
品種のオレンジ

食べる温度で
味わいが変わる!ペルー エクアドル マダガスカル

酸味少なめ
優しい味わい

チーズなのに
カカオ！の驚き

旅するように
食べて♡
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技術や素材の探求のみならず「より美味しいものを召し上がって頂きたい」という想いから農業へ
の取り組みを行う「一夜城Yoroizuka Farm」。カカオ畑からのショコラ作りへ挑戦した「Ecuador 
Yoroizuka Cacao Farm 」。地方の農家の方 と々の共存共栄を図る「Yoroizuka Farm Association」。
これらと新たなる10年へと歩みをすすめます。

 Brand / トシ・ヨロイヅカ　Country / 日本 / 東京　
Chef / 鎧塚 俊彦氏　

CACAO STORE

土屋公二氏がオープンしたbean to barの専門店。20年前から世界各国のカカオ農園を訪れている土
屋氏が厳選したカカオ豆を使ったオリジナルのbean to barや海外ブランドのbean to bar、産地別のカ
カオ豆、カカオに関連した雑貨なども販売。カカオ好きにはたまらないショップです。

 Brand / カカオストア　Country / 日本 / 東京　
Chef / 土屋 公二氏

ギモーヴ・ド・マロン（4個入）

1,601円
原産国：日本    東京限定

Yoroizuka Collection 2023

（4個入）2,001円
原産国：日本  

エクアドルショコラトルテ

（1個）2,501円
原産国：日本    東京限定

まろやかな風味のふんわり柔
らかなマロン・ギモーヴを、サ
クサク感が楽しいマロンプラ
リネクランチとともにショコラ
でコーティング。

今年の大テーマを具現化した
コレクション。湘南ゴールド＆
蜜柑蜂蜜、ミントフレーズ、ブ
ルーベリー＆紫蘇、唐辛子＆
プラリネの4種のショコラ。

「Ecuador Yoroizuka Cacao 
Farm」のカカオを使った濃厚
なショコラの焼菓子。うねうね
と絞ったダコワーズ生地のサ
クサク食感が楽しい。

ことしはマロンで 敬意に溢れるショコラたち 楽しみなトルテ

動物
LOVE

動物好きな方へのギフトにも

コインに
土屋シェフ!

ビジュアルもザ・栗

エクアドルの自社農園は開設12年!
直径約13cm

今年のテーマは「農作物と生産者に敬意を」

見た目もまんま栗 !!ケシの実をトッピング。画家の樋上公実子さん
の描くチワワのイラスト

Toshi Yoroizuka

ホンジュラス 
マヤンレッドミルク（1枚）

1,323円

原産国：日本  

コインチョコ、クッキーアソート
（コインチョコ18枚+クッキー7個）

3,240円

原産国：日本    東京限定

テリーヌ オ ショコラ 
マダガスカル（1本）

3,361円
原産国：日本    東京限定

プラムやレーズンを思わせる
マヤンレッドのカカオ感とミル
クの優しい甘みを感じる一枚。
2022年アカデミー・オブ・チ
ョコレートで銀賞を受賞。

メキシコ産ホワイトカカオを
使用したガナッシュをサンドし
たクッキーとコインチョコレー
トをアソート。クッキーはスパ
イスがきいたスペキュロス。

豆の発酵・乾燥技術を指導し
ているマダガスカルの小規模
農家のカカオを使用。とても
濃厚な、チョコレート専門店
ならではのテリーヌです。

受賞の自信作 愉しいクッキー&コイン 温めてもいい感じ

ホンジュラス
のナマケモノ!

小麦粉不使用

なめらかな口どけ

自社農園
LOVE

新作
ギモーヴ
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1963年名古屋に創業。吟味した素材と旬の食材の力を引き出したフランス菓子の美味しさには、女性
シェフ田中氏の感性が光ります。アフリカのサントメ島に自社カカオ農園を持ち、希少なサントメカカオ
の原種を守り、現地で働く女性の地位向上支援をするなど、理想のショコラづくりを追求しています。

 Brand / レガル・ド・チヒロ　Country / 日本 / 愛知　
Chef / 田中 千尋氏　

〈ショコラティエ　パレ ド オール〉の三枝シェフが立ち上げたBean to Barブランド＝〈アルチザン パレ 
ド オール〉と〈ショコラティエ　パレ ド オール　ブラン〉。良質のカカオ豆からビター、ミルク、ホワイ
トの自家製チョコレートを作り、それをベースにした板チョコレートやボンボンショコラなど、チョコレ
ートで表現できるあらゆる可能性と味覚を探求しています。

 Brand / ショコラティエ　パレ ド オール
Country / 日本 / 東京　Chef / 三枝 俊介氏

コフレ ブラン（6個入）

3,240円

原産国：日本  

テロワールカリブ（5個入）

2,376円

原産国：日本  

ジャパニーズクラフト
ウイスキーショコラ（5個入）

3,240円

原産国：日本  

合わせた素材はピスタチオ、
キャラメル、あまおう、マンゴ
ーなど。香り豊かな自家製ホ
ワイトチョコレートと素材のペ
アリングを楽しむBOX。

キューバ、ハイチ、ドミニカ共
和国、グレナダ、トリニダー
ド・トバゴ。カリブ海に面する
国々の個性的なカカオ豆を使
ったガナッシュ5種。

マニア垂涎のジャパニーズク
ラフトウイスキーと自家製チョ
コレートをバランスよくブレン
ド。カカオの香りとお酒の個
性を楽しめる5種。

ホワイトガナッシュ6種 5カ国のテロワール 希少ウイスキーに乾杯

探究心
LOVE

サントメ
LOVE

パレ ド オール ブランカリブ海の国々のカカオ豆 ウイスキー 

自社搾油の
カカオバターで

口どけ&カカオ
の個性際立つ

ベンチャー
ウイスキー
秩父蒸溜所の
ウイスキーなど

RÉGAL＝美味しいごちそう

サントメカカオ
の魅力満載!

幸福なバリエーション

キャラメル
ハート

RÉGAL DE CHIHIRO

ビスキュイ・ショコラ・
エスポワール（275g）

4,968円

原産国：日本    東京限定

メランジュ・ショコラ・サントメ

（6個入）2,700円

原産国：日本  

ビスキュイ・ガナッシュ
キャラメル カフェサントメ（6枚入）
ビスキュイ・ガナッシュ 
フリュイルージュ（6枚入）

各3,078円

原産国：日本  

サントメカカオの味わいを堪能
できる白トリュフ薫るサンドク
ッキー、濃厚な味わいのディ
アマンショコラ、フロランタンシ
ョコラなど、シェフ渾身の一缶。

愛知県産の蜂蜜&ジンジャー
アプリコットの「サントメ・ミエ
ルジャポネ」をはじめ、飛騨山
椒&三重県産レモンの粒、力
強く濃厚なガナッシュの3種。

サントメガナッシュ&コーヒー
キャラメルを全粒粉クッキー
でサンド。3種のベリーのガナ
ッシュ&フランボワーズのパー
トドフリュイを全粒粉クッキ
ーでサンドの2種。

食べ逃せない9種の饗宴 サントメ愛×地元愛 熱愛クッキーサンド♡

ぎっしり詰まった
ショコラの宝石箱!

希少な日本みつばちの蜂蜜

ティータイムを
盛り上げる サントメ産カカオのショコラ

フランボ
ワーズの
ショコラ

CHOCOLATIER 
PALET D’OR 

new
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2020年に日本橋兜町でオープン。easeとは、くつろぎ、やわらぎの意味。レストランパティシエとして
のシェフの経験が活きるフレッシュさや繊細さが持ち味のパティスリーです。１℃、1ｇ、1秒への情熱
が生み出す口当たりや、香り、余韻。こだわり尽くしたお菓子を気軽に味わって欲しいという想いがお
店の名前にも込められています。

 Brand / パティスリー イーズ　Country / 日本 / 日本橋　
Chef / 大山 恵介氏　

「手しごと」「日本らしさ」がコンセプト。2019年、日本橋浜町にオープンしたBean to Barの専門店。 
村田シェフは水野直己氏に師事しスーシェフを務めたのち、2014年よりフランスやルクセンブルクなど
のパティスリーに勤務し帰国。2019年、チョコレートショーピースコンペティションで優勝しています。

 Brand / ネル クラフト チョコレート トーキョー　Country / 日本 / 東京　
Chef / 村田 友希氏

ボンボンショコラ （6個入）

3,240円 原産国：日本  

アマゾンカカオ、バナナ×ブラッドオレンジ、
抹茶×オレンジ、五香粉×レモン、洋梨×ベル
ガモット、酒粕キャラメル×ゆず。ユニークな
味の組み合わせと驚きを楽しめる6種のボン
ボンショコラをアソートしました。

イーズらしいボンボン

クッキー缶  jardin（ジャルダン）（1缶）

4,500円 原産国：日本  

今年はピスタチオ&チョコチップのクッキー、
ペーカン&チョコチップのアマゾンカカオのク
ッキーの2種を詰め合わせました。缶は細部に
までこだわり尽くした、食べ終わった後も見て
楽しめるデザインです。

即完クッキー缶がリニューアル

日本素材
LOVE

くつろぎ
LOVE

さらに深まる日本の素材への探究心

カカオの器も
売ってます!

アマゾン
カカオ

五香粉&レモン

さくさくのクッキー

抹茶&オレンジ

修業時代に買った
アンティークのクルミ型から

nel  CRAFT CHOCOLATE TOKYO  ease

信州くるみのジャンドゥーヤ

（5個入）1,728円

原産国：日本    
東京限定

アーバンデザイン
コレクション2023（10個入）

4,104円

原産国：日本    東京限定

アルエット（3個入)

1,491円
原産国：日本    
東京限定

粒が大きく希少性の高い信州
くるみ100%で作る自家製の
ジャンドゥーヤ。際立つカカオ
の風味。シンプル・イズ・ベス
トを実感するショコラ。

八丈島のレモン、パッション
フルーツ、海風しいたけ、そば
チーズなどの新作ボンボン6
種と定番4種をバランスよく詰
め合わせたBOXです。

自家製ジャンドゥーヤをボン
ボンに。くるみのジャンドゥー
ヤのガナッシュとローカカオ
豆を一緒にチョコレートでコ
ーティングしました。

信州くるみの魅力全開 いま一番おすすめしたい! カカオホリックな一粒

じっくり素材と向き合って... 八丈島での
夏休みにひらめく♡

食べられません♡

雑貨としてお部屋に♡

アルエットは
仏語で野鳥の
ヒバリの意

センター
にローの
カカオ!

クリムトの絵画
がモチーフ

新しい味の
発見を！

カカオシェル
～カカオの器～

（1個）1,980円
※器はベトナム製
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 Brand / ダリ ケー　Country / 日本/京都　
Chef / 吉野 慶一氏　

カカオ豆の焙煎から手作りするビーン トゥ バー チョコレートの専門店。カカオと砂糖だけでシンプ
ルに仕上げるチョコレートは、ザクザクとしたカカオの食感とカカオ本来の豊かで多彩な香りが特徴。
丁寧に作り上げたチョコレート菓子を通して、カカオのさらなる可能性を届けます。　

 Brand / ミニマル -ビーン トゥ バー チョコレート-　
Country / 日本 / 東京　Chef / 朝日 将人氏

シンプル
LOVE

しっとり
人気サンドのNEW !

ヘネシーX.Oの余韻♡

dari K インドネシア
LOVE

チョコレートとカカオの可能性を切り拓くカカオプロデューサー。インドネシアの生産者とともにカカ
オの栽培、発酵、乾燥までを一貫して管理。良質な豆から作るチョコレートは豊かなアロマとフルー
ティーな酸味が特徴。パリのサロン・デュ・ショコラには2015年から5度出展、国際的品評会である
C.C.C.で4年連続受賞の実績。

チョコレートサンドクッキー
 苺＆ピスタチオ（8個入）

2,160円

原産国：日本  

カカオが香る
チョコレート・トリュフ(6個入)

2,700円

原産国：日本  

生チョコレート ブランデー 
-Hennessy X.O-（8粒入）

2,751円
原産国：日本  

カレ・アソート(9枚入)

1,350円

原産国：日本  

Minimal -Bean to Bar Chocolate-  

チョコレートレアチーズケーキ

（1本）2,981円
原産国：日本  

カカオニブトリュフ「ラジャ」

(6個入)2,700円

原産国：日本  東京限定

チョコに苺や酸味のあるベリー
を加えてフレッシュな味わいを
表現した「苺」と、コクのある「ピ
スタチオ」。２種類のチョコレー
トをビターのクッキーでサンド。

芳醇でまろやかなブランデー「ヘ
ネシーX.O」と寄り添うように、ド
ライフルーツのような味わいを持
つドミニカ産カカオのチョコレー
トを組み合わせた大人の生チョコ。

クリームチーズとの相性を追求
したスペシャルブレンドのカカオ
豆を使用。チョコの甘味と酸味、
チーズのミルキー感、サクサク食
感のクッキー生地が見事に融合。

2つのフレーバー コク深く、フルーティー。 今年も逢えたね

おすそ分け
しやすい♡

ぶ厚めクッキー 夜チョコにいいね♡ 「ナチュラルなカカオ」がテーマ ダリ ケー初のミニ板チョコ カカオ丸ごとザクザク感

インドネシア語でRaja＝王様

三位一体のハーモニー

インドネシア・スラウェシ島ポ
レワリ県の契約農家と育てた
シングルオリジンのカカオの
みを使用。華やかでフルーテ
ィーな酸味を感じるトリュフ。

78％ハイカカオのダーク、ま
ろやかなダークミルク、未脱
臭&未漂白で作ったホワイト
の3種。カカオの魅力が詰まっ
たシンプルな味わいのカレ。

契約農家からのカカオで作っ
た濃厚なガナッシュを豆を砕
いたカカオニブでコーティン
グした、中も外もカカオ尽くし
の一品。

シングルオリジンのトリュフ 新登場のカレ ニブを纏った看板商品

ロゴが新しくなりました

なめらかな口溶け カカオ丸ごと味わう
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カカオポッドの形

ペルーの国花
カントゥータ! meiji 

「カカオの可能性を追求したい」という想いから、産地に直接足を運び農家の皆さんと一緒にカカオの
栽培に取り組んでいます。また、カカオに関わるすべての人を笑顔にする「サステナブルな循環」を目
指して生まれた「明治サステナブルカカオ豆」を使った商品の開発も積極的に展開中。さらに今年は、 
「ひらけ、カカオ。」のスローガンのもと、カカオと水の出会いをテーマとした新しいカカオ体験を提案。

チョコレート作りのルールのひとつに「水分」があります。通常のチョコレートは水分3%以下、
生チョコレートは10%以上です。この水分差は乳化技術に壁があったから。しかし明治が開
発した水ガナッシュは新技術で今までになかった新しい水分量を可能に。さらに独自の水練
り製法を使って素早く強い香り立ちと柔らかな口あたりを実現しました。

カカオと水との新しい関係＝「水ガナッシュ」

Brand / 明治　
Country / 日本/東京

バリスタカカオ「ベネズエラ＆ペルー」

1,100円　原産国：日本  東京限定 

紅白カカオドリンク「カカオフラバノールドリンク
＆ホワイトカカオミルク」

1,100円　原産国：日本  東京限定 

ナッティな香りのベネズエラ産カカオと、フロー
ラルな香りのペルー産カカオとの飲み比べセット。

赤い方は「カカオフラバノールエキス」×「カカ
オパルブジュース」。白い方は「メキシコホワイ
トカカオ」で作った新プラントベースミルク。

独自の水練り製法で華やかに香り立つ
やわらか水ガナッシュ 
ペルーカカオ×西尾抹茶（5個入）

1,620円　原産国：日本    東京限定 

旨味の強い西尾の一番茶を使用しました。ペル
ー産カカオとフローラル香成分が共通しているこ
とでより甘く華やかな、ときめく香りに。

ペルー産カカオの水ガナッシュ

独自の水練り製法で華やかに香り立つ
やわらか水ガナッシュ 
メキシコホワイトカカオ×ジャンドゥーヤ（5個入）

1,620円　原産国：日本    東京限定 

ヘーゼルナッツの旨味を凝縮したジャンドゥーヤ
を包み込みました。メキシコ産カカオとナッティ
香成分が共通していることで、より豊かでコク深
い芳香に。

ホワイトカカオの水ガナッシュ

ホットドリンクのセット

カカオの可能性をひろげる!!「カカオを飲む」楽しさ

コールドドリンクのセット

研究&開発
LOVE

ときめく香り

やさしい食感

水練り製法
のショコラ

カカオを飲む。
温かいのと
冷たいの

カカオと砂糖と水。シンプルな配合。カカオ本来の香りや味わいを楽しんで

新素材!カカオでミルク?!

％％ ％ ％ ％ ％ ％（水分量）

チョコレート 水ガナッシュ 生チョコレート

未体験の食感!

香りが立ってくる!



1948年にノルマンディーで創業した4世代続くファミリーカンパニー。フランス政府が発行する無形
文化財企業の証「EPVラベル」を2012年に認定され2017年に再認定。「シングルプランテーションチ
ョコレート」の先駆けであり、協働する農園から直接カカオ豆を仕入れ、チョコレートへの加工、フィ
リングに至るすべての工程を一貫して自社で行っています。

CACAO SAMPAKA
 Brand / クルイゼル　Country / フランス / パリ　
Chef / マーク・クルイゼル氏,フランソワ・クルイゼル氏　

スペイン王室御用達のショコラテリア。カカオの選別からチョコレートの製造まで一貫して手掛けて
います。古代アステカ帝国の王やスペイン王室に愛され、王のカカオと呼ばれた「ショコヌスコ®」など、
希少なカカオの再生や、2022年にはコートジボワールに学校を建設するなど、カカオ農園の支援活
動も行っています。長く愛される美味しさを追求し、心に残るショコラをテーマに作っています。 

 Brand / カカオサンパカ　Country / スペイン / バルセロナ　
Chef / セルヒオ・ギル・オリエンテ氏

トリュフ デ ロンサパカ23
（７粒入）

3,780円

原産国：日本    東京限定

1/2 ロンデルオランジュ
（200g）

5,400円

原産国：フランス    東京限定

カカオ100%原産地別ボンボン
（砂糖不使用）（6個入）

3,240円

原産国：スペイン    東京限定

シングルプランテーション
No.8（8個入）

3,240円

原産国：フランス    東京限定

ラジョラス25 ヘリテージ 25種入
（25枚入）

6,480円

原産国：スペイン  

コフレ・イニシエーション 
ル・ソンズ・ショコラ（55枚入）

8,640円

原産国：フランス    東京限定

グアテマラが誇る高級ラム「ロ
ンサカパ23」を使用したダー
クガナッシュをダークでコーテ
ィング。香り豊かなスペイン製
のカカオパウダーで包みました。

エクアドル、ラ ホヤ、ベネズエ
ラなど、ホワイトカカオを含む
6カ国のカカオ100%の産地
別ボンボンをアソート。産地
を旅するように各国の個性豊
かな風味を楽しんで。

人気のタブレット「ラジョラ
ス」をとことん堪能するセット。
ホワイト、ミルク、ダーク、希少
カカオや100%を含む25種の
味わいをミニサイズでどうぞ。

埋め尽くすパウダー カカオの旅人になろう 心ゆくまで25種

王室
LOVE

粉だけ舐めても
美味しい♡ テイスティングリーフレット付き

パリでしか買えない限定品を特別に

メキシコ「モカヤ」農園

ブラジル
 「リアチュ
エロ」農園

オランジェットは日本初登場!

7農園の単一カカオ。
豆の焙煎まで一貫生産

これでもか! の圧巻パウダー

10日間砂糖に漬けたスペイン
産のオレンジコンフィにカカオ
72%のダークチョコを合わせ
苦味と甘味を調和させました。
メゾンの職人技が詰まった一品。

グァテマラ ラグナ農園、コロ
ンビア エルジャルダン農園な
ど。世界7カ国、7農園の単一
カカオだけを使って作る8種
のガナッシュ。

映像とクイズを交えながら、
冒険→発見→試食→ブライン
ドテースティングのステップで
カカオを味わって。学びと遊び
が融合したショコラキットです。

こだわり満載の果肉感 ビーントゥ ボンボンの真髄 体験キット付きショコラ

CLUIZEL ファミリー
LOVE

オリジナルの
桐箱にぎっしり

さすがBtoBの先駆け

子供から大人まで

1枚1枚全部違うチョコレートの世界観!

7170



ドミニカ共和国に自社農園を持ち、カカオの栽培からチョコレートの生産まで一貫して行う「ファー
ム・トゥ・バー」ブランド。アレッツォに本店、フィレンツェに支店を構え、イタリアの職人がこだわり抜
いた素材で１つ１つ丁寧に手作り。口融け自慢のチョコレートは2015年、2016年、2019年のインター
ナショナル・チョコレート・アワードで金賞を受賞。

元製鉄メーカーのエンジニアという異色の経歴。世界各国の農園を旅して、小規模農園から調達した
豆を使いカカオの香りや味わいを引き出す独自製法でチョコレートを作っています。2016年・2017年
C.C.C.銀賞。2021年アカデミー・オブ・チョコレートで金・銀・銅賞受賞。農家の労働環境改善、子
供たちへのサポートにも尽力。

 Brand / ヴェストリ　Country / イタリア / フィレンツェ　
Chef / ダニエーロ・ヴェストリ氏　

 Brand / ブノワ・ニアン　Country / ベルギー / リエージュ州　
Chef / ブノワ・ニアン氏

カカオ コレクション （4個入）

2,117円

原産国：ベルギー    

アンティーカ・
ジャンドゥイア 3 イクス

4,860円

原産国：イタリア  東京限定
※スプーンは日本製

フランボワイヤン コレクション

（4個入）2,160円

原産国：ベルギー    

カカオコレクション2023
（4個入）

1,728円

原産国：イタリア    東京限定

オコ カリーブ （1枚）

2,376円

原産国：ベルギー    

コッレツィオーネ・ディ・
ピスタッキオ（21個入）

3,996円

原産国：イタリア    

豆の個性
LOVE

気球ショコラ
が飛んでいく!

マヤン レッド アンボリカピキィリオ ドゥルセ

フランボワイヤン＝燃えるような

箱のグラデは朝焼けをイメージ

オコ、日本新登場

躍るピスタチオ

アンティーカ・ジャンドゥイア
の新作、マダガスカル産64%
と自社農園ドミニカ共和国産
81%チョコの2種と、ピスタチ
オを入れたセット。

奥行きのあるマダガスカル64
％、バランスのいいヴェネズエ
ラ72％、後味スッキリのベリ
ーズ75％、フルーティーなドミ
ニカ100％のプラリネ4種。

人気のピスタチオチョコレー
ト5種をアソートした豪華なコ
レクション。シチリア産の濃
厚なピスタチオを使い多彩な
ピスタチオの魅力を表現。

両サイドがダークの新作 産地違いのプラリネ ピスタチオ・フェス!

VESTRI 口融け
LOVE

64%ダークの新作

81%ダークの新作
金のスプーンが待ってます♡

とろける快感　食べ比べてね

BENOIT NIHANT

グアテマラ・マヤ地域の単一
農園産の豆、マダガスカルの火
山土で育つ豆、ホンジュラスの
マヤ遺跡近くの豆、エクアドル
の樹齢数百年の木陰で育つ豆。

朝の旅立ちを祝福する気持ち
を込めた気球みたいな形の
ショコラ。パッションフルーツ、
蜂蜜&オレンジ、ダーク、ピス
タチオの4種のガナッシュ。

ドミニカ共和国産のオコ カリ
ーブ73%のタブレット。ハチミ
ツや苺、チェリーの香り、甘く
フルーティーな味わい、スパイ
スの風味、ほのかな酸味。

マニアックなカカオ豆 いいことがありますように! 心地よく、マイルド

カカオ・ラバーに ファン大満足♡

毎年の新作に上がる～♡

4種。
カカオ職人
の真骨頂

ハシエンダ ビクトリア

7372



※ラストオーダー : 各日閉場30分前

7574

ソフト パレ ド オール ブラン キャラメルプリュス（1個)ソフト パレ ド オール ノワール キャラメルプリュス（1個)各715円　

〈ショコラティエ　パレ ド オール〉毎年人気! 今年は自家製チョコキャラメル
ソースをかけたソフトクリーム2種をご用意。

CHOCOLATIER PALET D’OR

可可コーラ（1杯）550円　

〈フーワンチョコレート〉カカオの実を煮だして作ったシロップを炭酸で

割りました。コーラのような爽快なドリンクです。

Fuwan Chocolate

Take This & 
Eat in

どこか懐かしい味！

第1弾はカカオの幅ひろい魅力を伝える
テイクアウトアイテムや、イートインでの

斬新なカカオ・ショコラメニューが並びます! 

楽しすぎる、美味しすぎる

カカオが

香るソフト!

カカオの全果利用！

自家製チョコ
レートソフト!

可可とは台湾で

カカオのこと

甘酸っぱい!

さっぱり！

Part1

キャラメルブールサレもあるよ!

カカオフェルメントドリンク（1杯）

各550円　

〈エリタージュ〉

パート1の会期中、日替わりでフレーバーが

変わります。一般初日は金柑となります。

ERITHAJ

クレープ マダガスカルショコラ（1個）

660円　

〈カカオストア〉

クレープ生地にカカオの指導をしているマダ

ガスカルの小規模農家のカカオを使ったダ

ークチョコ。同じ農家のニブをトッピング。

CACAO STORE

アマゾンカカオのフレンチトースト（1皿）2,400円　

〈パティスリー イーズ〉日光御用卵のアパレイユに浸した自家製ブリオッシュ
をバターで香ばしく焼き上げました。アマゾンカカオ
の濃厚チョコレートソースをかけて。

ease

ローストナッツ、

カカオクランブル

自家製バニラアイスが溶けあう

柔らかで、
とろける生地

焼き目はカリッ、中はとろん

他にもジンジャー、パイナップル、プレーンもあるよ



respiración

ミシュランガイド北陸2021にて２ツ星獲得。小学校からの友人である3人の夢を結集させたモダンス
パニッシュ。シェフ達は、スペイン・バルセロナの星付きレストランで修業し、本場スペインにも精通。
地元金沢の食材を使用し、生産者からいただいた生命の息吹を育みます。

 Brand / レスピラシオン　Country / 日本/石川県・金沢
Chef / 八木 恵介氏,梅 達郎氏,北川 悠介氏

感動
LOVE

能登猪とカカオのブティファラ
あんがとう農園の菊芋のソース

（1皿）2,801円

ローカカオの芳醇で無垢な香りに、
能登の猪の赤身肉とスパイスなどを
入れて作ったソーセージを合わせま
した。土の香りを思わせる、能登の
菊芋ソースが全体をまとめあげます。

大地の香りとローの共鳴

ハスクのフォンと石川県ズワイ蟹で
炊くアロスクレモソ 里芋のソース

（1皿）3,201円

ベトナム・ベンチェ省のカカオハス
クの出汁、石川県のズワイガニを使
ってスペイン風のリゾットに仕立て
ました。蕪のピュレ、ゆずの泡がア
クセントです。

カカオの出汁と金沢の恵み

〈パカリ〉の
ローカカオパウダー
などを使用

カカオの出汁は
椎茸のような風味

ホワイトカカオのしあわせチーズ

（1皿）801円

素材や火入れに徹底的にこだわっ
たグルテンフリーのチーズケーキ。
ベイクド部分はしっとり、中はとろっ
としたレアな食感。絹のようになめ
らかで口の中でとろけます。

濃厚なのに、甘さ控えめ

ホールサイズで
お持ち帰りも!

透明感のある
〈明治〉のホワイト
カカオを使って　

Los Tacos Azules 

メキシコ出身のシェフが在来種のトウモロコシを一から手作りし「メキシコの伝統×日本」をコンセプト
にメキシコ料理の新たな可能性を追求しています。Netflixの「タコスの全て」にも登場。2022年に恵比
寿に2号店「TACOS BAR」をオープン。魚介中心のタコスのコースという新コンセプトを提案しています。

 Brand / ロス・タコス・アスーレス　Country / 日本 / 東京
Chef / マルコ・ガルシア氏

チョコレートの入った
モレで作ったタマレス

（1皿）1,451円

バナナの葉で包んだチョコレートの
モレ入りのタマレスを作りました。ト
ウモロコシで作った生地を包んで蒸
しあげるチマキのような食べ物です。

オープン・ザ・バナナ

モレ・デ・チョコラテ

（1皿）1,901円

アロス・ブランコ（メキシコのご飯）
にローストチキンと野菜をトッピング。

〈クナ・デ・ピエドラ〉のチョコレートを
活かしたオリジナルのモレと一緒に。

こだわりのモレをかけて

タコス
LOVE

チキンと
モレは好相性

モレは濃厚で複雑な風味

テスカラテ

（1杯）1,451円

メキシコ・チアパス州の伝統的ドリ
ンク。トウモロコシを炒めて挽いた
粉、松の実、アチョーテ、バニラと

〈クナ・デ・ピエドラ〉のチョコレート
を使っています。

赤いアチョーテ

アチョーテは中
米と南メキシコ
で使うスパイス

ゴクゴク
飲める! 

大きな泡!

メキシコの田舎
でしか飲めない!

タマレスはタ
コスの次くら
いにメキシコ
では一般的

new

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前

モレ＝ソース

7776



AMAZON CACAO

長野県出身。19歳でイタリアに渡り修業後、スペインの「エルブジ」、ペルーの「アストリッド・イ・ガストン」
などで研鑽を積む。現在「LA CASA DI Tetsuo Ota」を運営。同名のレストランとカカオブランドを運営。
2022年７月には「MADRE」をオープン。料理を通じてカカオの魅力を広める活動を行なっています。

 Brand / アマゾンカカオ　Country / 日本 / 長野県
Chef / 太田 哲雄氏

アマゾン
LOVE

アマゾンスープスパ
～サムウェアベーカリーのパンを添えて～

（1人前）3,300円

アマゾンカカオのパフェ

（1人前）2,970円

辛いトマトベースのスープとペルー
産の唐辛子で豚、鶏、牛を煮込み、
粗く濾したソースを合わせたスープ
スパ。野草で香りづけした信州豚と
バターをのせた魅惑の味わい。

未脱臭のアマゾンカカオバターから作った
ホワイトチョコのタブレット。シェフとして
は初めてのホワイトチョコです。

70％クーベルチュールを練り込んだ山葡
萄と五香粉風味のクッキー、実山椒とカカ
オを使ったメレンゲクッキーなど6種。

湧水カカオハスクジュレ、カカオム
ース、ピスタチオペースト、放牧牛の
ミルクのストラチャテッラジェラー
トなど。全て手作りした12種類のパ
ーツを重ね合わせたパフェ。

ペルーを感じるスープスパ

初のホワイト 他にない6種の焼き菓子

未知と遭遇するパフェ

「混沌とした味わいに
仕上げたくて」
by 太田氏

ピスタチオとアマゾンカカオ
クーべルチュールを練り込んだ
新作パン!

ココアパウダーを
練り込んだコーン

カカオ感と
ミルキー感しっかり

自家製ショコラナッツ
ペーストやコーヒーの
ビスキュイも!

ピリ辛&濃厚なコクと旨味

アマゾンホワイト（1枚）

1,275円　原産国：ペルー    
スパイスとカカオのカンカン（1缶）

3,780円　原産国：日本    

ピエモンテ産ヘーゼルナッツのペーストと
アマゾンカカオと合わせたガナッシュ。カ
カオの果肉を入れてアクセントに。

湧水とアマゾンカカオで作ったフォンダン
カカオを60％のアマゾンカカオクーベル
チュールでコーティングしました。

プチギフトにもいいね パリパリしよう

アマゾンカカオジャンドゥーヤ（3個入）

1,188円　原産国：日本    
パリパリカカオ（6個入）

3,456円　原産国：日本    

ホワイトなのに香る

自家製
ペースト

どんぐり&
カカオ果肉の
ラングドシャも!

小麦粉不使用

ラストオーダー : 各日閉場30分前 7978



Beauté（ボーテ）

（1人前）3,960円

カカオパルプのコンフィやソルベ、フランボワー
ズジュレやコンフィ、秩父の苺「あまりん」のマリ
ネやきび糖のクランブルにムースショコラなどを
鮮やかに盛り付けました。

重なり合う美のマリアージュ

Luxe（リュクス）

（1人前）3,410円

一番下はショコラのソース。そこにショコラのビ
スキュイ、ジャンドゥージャのクリーム、エスプー
マショコラを重ね、クランブルショコラもオン。グ
ラスショコラとチョコの飾りもトッピング。

大人のためのチョコパフェ

ガレットの中に気泡をいれてザクザク食感
に。使用しているカカオパウダーとカカオ
ニブは〈ノエルベルデ〉のものです。

すべてチョコレートでできているパウンド
ケーキ。中にチョコチップ、上にはクランブ
ルをのせて焼いた幸せなケーク。

カカオと紅茶のガレット しっとりした食感

ガレット ガーデンカカオ（1缶）

3,996円　原産国：日本    東京限定  
ケーク・オ・ショコラ（1本）

3,024円　原産国：日本    

ハチミツやバニラのような香りがする茶色
い砂糖＝カソナードを使用したガレットと、
芳ばしいカカオのガレットの2種。

クランベリー、アールグレイ、チョコチップ
やメープル。合わせた素材をしっかりと感
じられる大人の贅沢サブレ。

懐かしさを感じるね シンプル&食べ応え

ガレット ショコラ・カカオニブ（1缶）

4,212円　原産国：日本    
サブレ クラシック（1缶）

4,428円　原産国：日本    

チョコは
〈ノエルベルデ〉の
コセーチャ・
ドラーダを使用

苺とチョコレートの
ガナッシュモンテ

苺とパルプの
アイスクリーム チョコは

〈ノエルベルデ〉の
パッハリートを使用

四角は限定

みんなで食べよう!

甘さ控えめ

手土産にも!

PAYSAGE

数々の名店でシェフパティシエを歴任した江藤英樹氏が展開するスイーツブランド。「PAYSAGE」とは
フランス語で「風景」「景色」という意味。素材の美味しさと印象的な味を追求したお菓子や、食べる
人の喜びに寄り添い特別なひとときを演出する至高のお菓子を目指しています。

 Brand / ペイサージュ　Country / 日本 / 東京・虎ノ門
Chef / 江藤 英樹氏

幸福時間
LOVE

ラストオーダー : 各日閉場30分前 8180



DOBLE K Ristorante Cascina Canamilla 

MOF職人ステファン・グラシエ氏のもとで5年間修業。その後ドバイの「Restaurant Nobu」にてシェフパ
ティシエとして勤務。バルセロナの５つ星ホテル「Nobu hotel」の洋菓子部門責任者になるなどNobuグ
ループでの海外事業に参加。11年の海外生活を経て2021年2月に故郷・熊本にお店をオープン。

トリノの星付きレストラン「ラ・バリック」で研鑽を積み、帰国後「リストランテ　カシーナカナミッラ」を受け
継ぎオーナシェフに就任。イタリアの郷土料理をベースにした知恵と技術に、日本の食材を組み合わせ、そこ
に南米、ベネズエラで生まれた日本人という感性をプラスしています。

 Brand / ドブレ カー　Country / 日本 / 熊本県
Chef / 馬場 加奈子氏

 Brand / リストランテ　カシーナカナミッラ　Country / 東京・中目黒
Chef / 岡野 健介氏

熊本
LOVE

熊本いちごと柑橘のパブロバ

（1人前）2,640円

ティラミス オンザテーブル マウンテン

（1人前）1,870円

苺のメレンゲで作った球体の中に熊
本産の苺と玉東町の柚子や「みは
や」を使用したソルベとホワイトチョ
コのクリームが入っています。熊本の
冬の豊かな食材を味わってください。

シェフの生まれ故郷ベネズエラ・ギ
アナ高地のテーブルマウンテンをイ
メージ。砕いたバーチディダーマや
マスカルポーネ、ベネズエラ産カカ
オなどを使って濃厚な味わいに。

球体の中に熊本食材 秘境をティラミスで表現

菊鹿ワインとその生ちょこ

（1人前）1,501円

数々の受賞歴を誇る熊本のワイナリ
ー「菊鹿ワイン」。バニラやロースト
ナッツのようなニュアンスを感じる人
気の白ワインと、そのワインを贅沢に
使用した生ちょこをセットで。

菊鹿ワインと生チョコセット

リンゴとカカオのクレーシャ・
スフォリアータ

（1人前）1,760円

イタリアマルケ州ウルビーノ発祥の
パン「クレーシャ」にキャラメリゼし
た林檎、クルミ、ラムレーズン、林檎
ピューレ、チョコソースをトッピング。
アクセントには柑橘のピール。

生地はもちもちサクサク

日伊&南米
　LOVE

熊本の冬の美味を堪能

熊本熟成バナナと
スモーキー
チョコレート

（1人前）1,980円

熊本の老舗青果店「松田青果」の熟成
されたバナナ。県産のさくらチップで燻
製したホワイトチョコのクリーム。玉東
町の洋梨とホンジュラス産カカオのソル
ベ。口の中で広がる美味のハーモニー。

熊本フルーツ盛り合わせ

バナナで知られる
1926年創業の
青果店

幸せな口どけ

ワインは
シャルドネ

仕上げにラム酒のジュレ

カカオパルプの泡のソース
で爽やかに!

甘酸っぱい林檎と
花の香りのカカオ
のマリアージュ

巻いて食べるのがイタリア流

new new

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前　※20歳未満の方、お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。 8382



mymot 

オーセンティックな手法で作る伝統的なタイ料理を、日本の食材を使って表現する新しいタイプのタ
イ料理レストラン。東京・目黒にオープンして3年目ながら「予約がとりにくいお店」と言われるなど、
グルメなフーディーからも絶大な人気を誇っています。

 Brand / タイ料理 みもっと　
Chef / みもっと氏

タイ料理
LOVE

トム・カー・ショコラ　　.

（1人前）1,980円

京鴨の春巻き チューチーカレー
とチョコレートソース

（1人前）2,970円

お店のスペシャリテでもあるスープ
「トムカーガイ」をタイのハーブと上
質なスイスのチョコを使って表現。甘
いのにちゃんとトムカーガイ味!お酒
がすすむ一品に仕上がりました。

タイ風の味付けをした鴨ロースとハ
ーブを巻いた春巻き。そこにタイの
軽やかなレッドカレーソースと、鴨
の出汁とチョコレートを煮詰めたソ
ースをかけました。

タイのスープをショコラで

予想を裏切るマッチング感

タイでは肉や魚にかける
チューチーカレー

ナンプラーや
青唐辛子入りの
ココナッツスープ
を濃縮。

ソースとしてお皿に

レモングラス
ジュレも!

ベリーが
爽やかさ
をプラス

カリカリ食感に
ソースのハーモニー

※1月18日（水）～21日（土）
までの出店となります。

　

SEA VEGETABLE COMPANY

世界で初めて地下海水を用いた青のりの陸上栽培を開始。現在は海藻が激減する海の生態系を育むべく
海面での栽培に注力。ミシュラン2つ星の「INUA」（現在閉店）のスーシェフだった石坂氏が加わり中目黒に
テストキッチンを開設。これまで100種類以上の海藻を扱い、美味しい海藻の可能性を世界に示しています。

 Brand / シーベジタブル　
Chef / 石坂 秀威氏

すじ青のりのチョコレートケーキ

（1皿）3,000円

“海のトリュフ”とも評される海藻「す
じ青のり」を使用したカカオバター、
ガナッシュ、キャラメルクリームに、
キウイフルーツ、ダークチョコレート
ムースを合わせました。

青のりとチョコのマリアージュ

昆布と黒糖、
カカオニブのセミフレッド

（1皿）2,800円

燻製カカオニブ、ヘーゼルナッツ、ベ
リーの果汁に漬けた昆布、松ぼっく
りのシロップ漬け、昆布ガナッシュ、
黒林檎、黒糖ケーキ、昆布カスター
ドクリームを合わせました。

昆布が織りなす香ばしい風味

赤い海藻と
カカオパルプのミルクムース

（1皿）2,000円

カカオパルプのミルクムースに、イチ
ゴ、ウワミズザクラ、ホワイトチョコ
レートから作った求肥を添えて、海
藻「フイリグサ」のヨーグルトソルベ
と合わせました｡

赤の海藻とカカオで爽やかに

海藻
LOVE

松葉の新芽が
風味のアクセント

チョコに光が当たると
海面のように輝く

パリパリに仕上げた
昆布ミルク

青のりとカカオパウダー
を塗したミルクビスケット

キャラメリゼした
海藻「ヒロメ」

海藻「トサカノリ」の
プラムシロップ漬け

newnew

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前　※20歳未満の方、お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。

トウガラシ
を使った
スピリッツ
を合わせて

1/22.23.24.25

※1月22日（日）～25日（水）までの出店となります。

8584
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 〈ビストロ ネモ〉の自家製ソーセージ
とカカオのホットドッグ  

（1個）1,760円

カカオニブ入りの農民パンにコロン
ビア南西部・ナリーニョ県トゥマコ
82%のカカオのカレ2枚と、自家製
ソーセージやザワークラウト、セミド
ライトマトを挟みました。

国産牛のローストと
バスケーズのタルティーヌ
赤ワインとカカオのソース

（1皿）2,621円

〈カカオハンターズ〉のカカオニブ入
りのカンパーニュに、豆腐のサワー
クリームを塗り、ローストビーフ、バ
スケーズ、きのこをのせました。ビー
フにはしょっつるキャラメルソース。

裏テーマはすき焼き！

感激ショコラドッグ

アマゾンカカオのパンバニャ（1個）1,401円

イチゴとアマゾンカカオのフルーツサンド（1個）1,101円

〈精肉店サカエヤ〉の熊本阿蘇あか牛のタコス（1皿）1,401円

アマゾンカカオのクイニーアマン（1個）601円

マスタードもきかせて

人気の農民パンも
カカオ仕様

春菊ソース

カカオニブも!

トゥマコ82%の
赤ワインソース

お皿には2種
のソース

1/20    2 1
FRI

SAT

CACAO×BREAD
new
FRANZ  

フランツ 

bistro 
Némot  

ビストロ  ネモ 

KANEL 
BREAD
カネルブレッド 

bricolage 
bread&co.
ブリコラージュ 
ブレッド アンド カンパニー 

目からウロコのショコラ使い。
人気のパン屋さんとレストランがコラボレーションした人気企画です。

1/18    19
WED

THU

栃木県産のイチゴと
アマゾンカカオを
使ったフルーツサンド

〈やまきぬ ぷち農園〉の緑の
野菜やアマゾンカカオの
ニブを挟んだベジサンド

能登いちじくの
バルサミコソース

カカオ入りのバター
を使った生地!

チョコレートの
ショートケーキ
をイメージ

ピスタチオと
ニブが香りと
食感のアクセント

タコスにあか牛と
アマゾンカカオを
合わせたモレ。アボカドや
ハラペーニョなども。

「レフェルヴェソンス」のスーシェフを務めた根本
氏がビストロを開業。ミシュランビブグルマンを
2年連続獲得。生産者との繋がりから生まれる
本格的ローカルフレンチ。

全てのパンに国産小麦を使用しているお店。
また、可能な限り全粒粉として使用するこ
とで、小麦の濃い香りや噛むほどに広がる
味わいを楽しめます。

白金のフレンチレストランが2022年に開いたブ
ーランジェリー。シェフの福田氏はフランス・ニー
スやマンダリンオリエンタルホテル東京「シグネ
チャー」、原宿「イートリップ」を経て開業。

栃木県・黒磯のベーカリー。国産小麦をはじめ、
顔の見える身近な材料や素材それぞれの個性
を大切に、まっすぐに向き合い、寄り添いながら
パンを焼いています。 

カカオやチョコは
すべて〈カカオ
ハンターズ〉のもの
詳細はP.22へ

使用しているカカオはすべて〈アマゾンカカオ〉のもの 詳細はP.78へ

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前

new

8786



カカオムースと南国フルーツの
アンサンブル

（1皿）2,750円

チョコムースにドラゴンフルーツの
ソース、ココナッツのパイ、ターメリ
ックのクレープ、バナナとドリアンの
アイスを盛り合わせました。

峠下牛ローストビーフバインミー

（1皿）3,521円

軽い食感のハーブ入りドーナツに、
スパイス香る広島県産・峠下牛の
ローストビーフ、梶谷農園のハーブ、
蓮根のピクルスを挟みました。

メインに昇華したひと皿

〈エリタージュ〉のカカオハスクをの
せたほろ苦いパンに、シェフの地元
名物ジャンボホタテのフリットを挟
み、菊芋のバルサミコチョコレートき
んぴらや旬の野菜で仕上げました。

Ciseのジャンボホタテバーガー
～様々な野菜とチョコレートの組み合わせ～

（1皿）2,310円

ホタテとカカオの存在感

南国気分に包まれる

鹿肉のパテとハスクのサンド

（1個）1,080円

〈ニーナチョコレート〉のカカオハス
クパウダーを練りこんだパンに自家
製の鹿肉のパテとフランボワーズソ
ース。さらに〈エリタージュ〉のザク
ザクした食感のカカオハスクを挟み、
アクセントに。

ビストロならではのパテ

パンは〈ニーナチョコレート〉
のカカオハスクパウダー入り

乾燥ケール!

カカオが香る
グルメサンド

広島県・江田島産の
希少なオリーブも!

使っている
チョコレートは
すべて〈マルゥ〉
詳細はP.32へ

テイクアウトもできます

〈マルゥ〉のチョコにタマリンド
の酸味を合わせたソース

ベトナムの薄皮付き
カシューナッツも!

クレープは広島県産
の米粉を使用

シイタケと〈ショコ
ラトリー モラン〉
チャンチャマイヨ
のソース

肉厚のホタテ!

カカオハスク
入りのバンズ

CHILAN  

チラン 

new

1/22    23
SUN

MON

1/24    25
TUE

WED

boulangerie bistro
EPEE 
ブーランジェリー ビストロ 
エペ 

Bread & Wine.
Cise 
ブレッド＆ワイン
チセ

モダンベトナミーズと
ナチュラルワインのお店
オーナーシェフ ドグエン チラン氏

パンとワインと魚のビストロ。シェフの地元・北
海道産の小麦を使い手ごねで仕込む高加水パ
ンと同級生の漁師から届く魚介を使った料理、
ナチュラルワインが楽しめます。

パンと料理とワインが楽しめるベーカリーレ
ストラン。国産小麦を使用した多彩なパン、
併設されているビストロで旬の素材を使っ
た料理と自然派ワインをぜひどうぞ。

移民2世としてベトナムと日本の両文化を持ち、都内のビストロや海外の
レストランで研鑽を積む。2019年に広島県・宮島対岸に瀬戸内食材を
フレンチの技法でベトナム料理に落とし込んだお店〈チラン〉をオープン。
料理人コンペティションRED U-35 2021にてファイナリストに選抜され、
最優秀女性料理人に贈られる岸朝子賞を受賞。

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前 8988



カカオパルプときなこのシェイク（1杯）990円

香ばしい黒豆きなこと、爽やかなカカオパルプが
好相性。ご注文後、カクテルシェーカーで一杯ず
つ仕上げるため細やかな泡が立ち、口当たりも
軽くてまろやかです。

人気ドリンクの新フレーバー

Fushikino

懐石料理と日本酒のペアリングを軸に2011年にオープン。翌年にはミシュラン一つ星を獲得し、2023年まで11年
連続の一つ星。料亭出身の料理長が用意する旬を散りばめた料理、日本酒、器が三位一体となった食体験を堪能
できます。「ふしきの」は、茶の湯の千利休居士が使用していた言葉で「不思議」や禅語の「不識」に通じる言葉。

 Brand / 神楽坂 ふしきの　Country / 日本 / 東京・神楽坂
Chef / 武田 幸大氏

 Brand / ネル クラフト チョコレート トーキョー　Country / 日本 / 東京
Chef / 村田 友希氏　ブランドプロフィールはP.64をご参照ください。

日本酒
LOVE

和洋カカオムースと3種類のトッピング
＋日本酒スパークリングでペアリング

（1人前）3,410円

チョコムースに、あんこのムース、ヨ
ーグルトムース、クランベリームース、
という3種をそれぞれ組み合わせて
2層にしています。トッピングもソー
スも全部違います。

連なる2層のムース

黒豆きなこのカカオ金時（1人前）1,980円

自家製ホワイトチョコレートをベースにしたかき
氷「カカオ金時」の新フレーバー。丹波黒豆きな
ことカカオを使用し、香ばしさと爽やかさを前面
に打ち出しました。

ファンも大満足のかき氷

マンシェット

（1人前）1,320円

自家製チョコレートと丹波黒
豆きなこソースの上にカカオの
クランブル、さらにカカオパル
プときなこアイスをのせ、きな
この風味の薄いビスキュイを
飾り付けました。

カカオときなこを主役に

ふしきのカカオ八寸
＋厳選日本酒を
3種類の器でペアリング

（1人前）4,070円

カカオの胡麻豆腐、海老のカカオ
揚げ、黒毛和牛のカカオ味噌漬けな
ど。すべてにカカオを使った7種の料
理を盛り合わせました。色々な味を
一口サイズでお楽しみください。

肴になるショコラ

多様性&個性
LOVE

氷の粒が細かくて、
ふわふわ

自家製黒蜜&カカオ
パルプを合わせたソース

さまざまな食感
調和のとれたデザート

フルーティな
カカオパルプ
ピューレ

苺とモンブラン

器の形が違うと日本酒
の味わいが変わります

カシス・
ピスタチオと
花穂紫蘇

nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO  

生チョコ
モナカも

ホワイトチョコ・貴醸酒ゼリーと金箔

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前　※20歳未満の方、お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。 9190



9392

～最高峰ショコラティエの技～

2023.1.28(sat.)-2.5(sun.)

LOVEとPEACEに満ちています!
初登場! ニュー・スターシェフ

日本のサロン・デュ・ショコラに初登場! 

世界のショコラファンを納得させるアイデアと実力はもちろんのこと、

家族や仲間を大事にしながらオリジナリティあふれる発想で

ショコラを作っている3つのブランドをご紹介します。

Mバイヤーが全身全霊をかけて選び抜いたツワモノばかり。

ご期待ください!

Close-Up NEW !!
RISING STAR CHEF
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PATRICK AGNELLET
new

ショコラ アソート コレクション モンターニュ（9個入）

4,860円　原産国：フランス    

セルポレット、ミントなどのハーブ類や、フランボワーズや
ブルーベリー、もみの木の蜂蜜やセップ茸など。ラボ近く
の山々で採れる素材を駆使して作る9種のボンボン。

自然がくれる貴重な素材

ショコラ アソート（14個入）

5,940円　原産国：フランス  

ガナッシュ、プラリネ、パート ダマンド、キャラメルなど多
彩な14種。WEB、YES 、KINGなど。名前もユニーク。ベス
トセラーのOdysseeはフルール ド セル風味のガナッシュ。

すべてを味わって欲しくて

アソート ルフレ ダヌシー（9個入）

5,940円　原産国：フランス  

画家のセザンヌ、モン ヴェリエの山、湖に沈んだ船、花火
祭り、大寒波などアヌシーにまつわるものをテーマに作っ
た9種のボンボン。街の歴史を知って欲しくて作ったコフレ。

クラシックな味わい

トリュフ（1箱）

5,940円　原産国：フランス  

ガナッシュを切って手で丸めて時間をかけて仕上げる昔
ながらのトリュフ。スキー場のお店で10月末～３月にのみ
販売するため皆が楽しみにしているという人気のひと品。

まろやか&アロマを感じる

大自然
LOVE

アヌシーの歴史を語るシリーズ

ラクルーザ店で一番人気!
モンタニャール（4個入）
3,240円　
原産国：フランス WEB

アヌシーの湖

山の恵みをテーマに

さまざまなテクスチャー サブレの上にぎっしりナッツ!

Toniqueは柚子風味、
Edenはヘーゼルのプラリネ

オープン時からの定番BOX

レシピも熟考したもの

ありがとう山よ!!

チーズ農家に生まれ15歳から料理、パティスリーに興味を持つ。フランス南東部のアル
プスの街アヌシーに2004年にお店をオープン。スキー場で人気の故郷ラクルーザに
2013年から冬季限定の店舗。アルバン・ギルメ氏に師事していた息子のルイさん含め、
家族で山や湖、アルプスの大自然を背景に美味しいチョコレートやお菓子を作っています。

 Brand / パトリック・アニヨレ　Country / フランス / アヌシー　
Chef / パトリック・アニヨレ氏 　
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コフレ ドゥ スティック（6個入）

3,888円　原産国：フランス    

中と外のバランスやミネラル感を大切にしたスティック型
のプラリネショコラ。ココナッツ、黒ごま、ヘーゼルナッツ
&柑橘、カカオニブ、ピーカンナッツの6種をアソート。

斬新でしかも美味しい

コフレ　トレフル（6個入）

3,996円　原産国：フランス  

上層はニワトコのヴィネガーにノワールを合わせ柔らかめ
に。下層はアーモンド&カカオハスクのプラリネで食感し
っかりめに。テクスチャーの差が面白さを生んでいます。

※「コフレ　トルフル」は
　 諸事情によりお取扱いが無くなりました

※「左：アコール パルフェ アベック ル シャンパーニュ」は
　 諸事情によりお取扱いが無くなりました

おっ、となる2層

ガナッシュ・エリタージュ（12個入）

5,184円　原産国：フランス  

斬新系だけでなく昔ながらの作り方を取り入れたガナッ
シュコレクションもご用意。コーヒー、ナツメグ、蜂蜜、味噌
&柑橘はとくにおすすめ。樹液シロップはここでも大活躍。

伝統の良さもプラス

タブレット テロワール ドゥ フランス
左：アコール パルフェ アベック ル シャンパーニュ（1枚）
右：アコール パルフェ アベック ル コニャック（1枚）

各3,888円　原産国：フランス  

シャンパンに合うショコラを作ろう!とアレノさんが大発奮。
海苔のコンフィ、少々の生姜、酒粕などと合わせ、他には
ない味わいの一枚が完成。コニャックに合う一枚も。

お酒との鉄壁相性

2021年12月にパリ7区にオープンしたショコラトリー。三ツ星スターシェフ、ヤニッ
ク・アレノ氏と、彼のレストランのシェフパティシェ、オレリアン・リヴォワール氏がタ
ッグを組んでカカオの世界に新風を巻き起こしたと話題。チョコレート職人ではない
二人が、これまでに味わったことのないチョコレートと新しい喜びをクリエイトしている。

 Brand / アレノ&リヴォワール　Country / フランス / パリ　
Chef / ヤニック・アレノ&オレリアン・リヴォワール　ALLÉNO & RIVOIRE新発想

LOVE

砂糖のかわりに白樺の樹液から
抽出した「ビンチシロップ」使用

シャンパンとの
ペアリングがおすすめ

リヴォワール氏は2021
年ゴー&ミヨのシェフパ
ティシエ最優秀賞受賞

アート!

スタイリッシュな
プラリネ・スティック

酸っぱい
味わいを
楽しんで!

日本限定
フレーバー

酸味の使いこなしが流石

フランスのテロワールを　　
感じさせるシリーズ

そういうとこも押さえてる～

自家製シロップの甘さが

素材を引き立てる

new
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ショコラアソート（9個入）

3,672円　原産国：フランス    

定番から新作まで網羅した9種。マンダリン&ライム、かぼ
ちゃの種のガナッシュ、洋梨&ティムット胡椒のガナッシュ
はNEW! ココナッツとカレー風味、ヴァニラ&レモンなども。

名前も味わいも楽しい

コフレ195°（8個+1枚入）

3,888円　原産国：フランス  

コルシカのリキュール＝マートル、フランス南部ラギオー
ル村のラム酒、フィーヌ・ド・シャンパーニュ、フルール ドゥ 
ビエール。個性的なお酒で作った4種のガナッシュ。

アルコール度数足して195度

コフレ ニュアージュ（4個入）

2,916円　原産国：フランス  

日本のショコラファンのために作ってくれたオレンジフラ
ワー風味と、お店で人気のヴァニラ風味のギモーヴ2種。
ギモーヴは雲のイメージだったのでこのデザインにしたそう。

雲を食べよう

上：バー シャルロット(1本)
中：バー アレキサンドル(1本)　
下：バー フランソワーズ(1本)

各1,944円　原産国：フランス  

アーモンドとフランボワーズのプラリネ&キャラメル「シャル
ロット」、ライムのキャラメル&ココナッツプラリネ「アレキサ
ンドル」、プラリネ&塩バターキャラメルの「フランソワーズ」。

好きな人の好きな味で

2013年に店をオープン。2018年にC.C.C.のアワードを受賞。同年のインターナショナ
ル・チョコレート・アワードでも金賞2つ銀賞3つ、銅賞1つを獲得。2021年から著名な
世界的シェフ、ミシェル・ブラス氏のためにチョコレートを制作。アニエスさんは姉さん
女房。二人でコツコツと楽しくショコラづくりに取り組んでいます。

 Brand / アニエス エ ピエール　Country / フランス / ロデーズ　
Chef / プレヴィドントゥ・アニエス,プレヴィドントゥ・ピエールAGNÈS & PIERRE

ムッシュなヒゲショコラ!

「くるみ割り人形」

雲型ギモーヴ
斜めの線はお酒系

プロヴァンス
の散歩

箱は2段 !
8個入り

子供の頃に戻れるなあ

お店では240℃

日本用に度数を下げて

まだまだ作りたい
人がいっぱい!

元仲間、甥っ子、おばさん

いとこの「エレーヌさんのお気に入り」という粒も

夫婦
LOVE

new
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卓越した技術と
バランス感覚

石炭の街
地元ジャルニーへの愛

お弟子さん、生徒さん。
フレッソン氏の職人魂を
引き継ぐたくさんの人たちがいます

 Brand / フランク・フレッソン　Country / フランス / ジャルニー
Chef / フランク・フレッソン氏　

ショコラ アソート 12P（12個入）

5,184円

原産国：フランス   

ショコラ アソート 4P（4個入）

2,052円

原産国：フランス   

ミヌレイ ロレーヌ（1箱）

3,996円

原産国：フランス   

ミントや、グレープフルーツな
どのガナッシュ3種とアーモ
ンドのプラリネ1種。ライムの
「グランテール」はシェフのイ
チ推し。

ピエモンテ産のヘーゼルナッ
ツをペースト状にしてミルクチ
ョコと合わせたジャンドゥージ
ャを石炭風の形に。仕上げは
ココアパウダー。

シナモン、生姜、パッションフ
ルーツなどのガナッシュ。そば
の実、マルコナアーモンド、フ
ィユティーヌ入りのプラリネな
ど多彩な12種。

そして続いていく ずっと忘れません 傑作をありがとう

Franck FRESSON ショコラ
LOVE

1925年にジャルニーで創業した人気老舗パティスリーの3代目。2004年にMOFを取得。シンプルか
つ高次元のクリエーションでショコラ通をうならせるベテランシェフ。製菓学校で講師を務める指導
者としても知られ、日本人スタッフも多く、その匠の技術は絶えず注目の的でした。

2022年9月19日。日本のサロン・デュ・ショコラに何度も参加していただき、奥深いショコラの世界
を見せてくれたフランク・フレッソン氏がお亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

世界のみんなが待っている!
我らがトップシェフたち。

彼らが魅せるショコラへのLOVEが、私たちの心を動かし、

彼らへ向ける私たちのLOVEがショコラ界を熱く盛り上げます。

逢いたい気持ちやこれまでの感謝。

みんな日本のことが大好き、日本のショコラファンが大好き!

その想いをショコラにたっぷりと込めてくれています。

来年はぜひ日本で逢えますように!

World-Loved Chef.
Top of the Top.
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フランスのブルターニュ地方マイエンヌ生まれ。国際コンクールでの優勝やフランス
国家最優秀職人章＝MOFの取得など、数々の栄誉に輝く、言わずと知れたショコラ
ティエ界の巨星。2018年のC.C.C.では「欠かすことのできないショコラティエ」賞を
受賞。豊かな人生哲学と遊び心にあふれたショコラはまさに芸術品と称されています。

 Brand / ジャン＝ポール・エヴァン　Country / フランス / パリ　
Chef / ジャン＝ポール・エヴァン氏　

上 : ボンボン ショコラ 12個 プルクワ パ（12個入）

5,670円　原産国：フランス  

今シーズンのテーマは「POURQUOI PAS？」＝「こんなのがあってもよいの
では？」。頭の中はいつだってチョコレートのことでいっぱい ! 常識にとらわ
れない、エヴァン氏ならではの美味しい発想とユーモアをお愉しみください。 

ショコラに夢中なのさ

JEAN-PAUL HÉVIN創造力
LOVE

 「レーヴル レ ローズ」
アーモンドのジャンドゥージャ

 「クール ノワール ルージュ」
チャイの風味のヘーゼルナッツ
ジャンドゥージャ

 「クール レ ローズ」モミの木の実を
加えた香ばしいアーモンドプラリネ

あんなのも、こんなのも
あってもよいのでは？

 「アロバーズ」は
胡椒を加えた
キャラメル
ガナッシュ

 「アンテロガション」は
サロン・デュ・ショコラ限定

 「パランテーズ」
バターが香る
塩キャラメル! 

 「エクスクラマション」
苺&グリーンカルダモン

常識にとらわれないで
自由でいよう! 下 : ボンボン ショコラ 8個 プルクワ パ（8個入）

3,996円　原産国：フランス  

 「クマ レ」だよ♡
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サブレ ロン キャラメル（10枚入)

2,290円　原産国：日本  

エヴァン氏のエスプリがたっぷりと感
じられるサブレ。生地にキャラメルを
混ぜて焼き上げ、香り高いヘーゼルナ
ッツのプラリネをアクセントにしていま
す。朝昼晩のティータイムにおすすめ。

LOVEに満ちたサブレ

ボンボン ショコラ 9個 
パンセ（9個入）

5,940円　原産国：フランス  

幸せを求める紳士と蝶、慈愛に満ちた
淑女とパンジー。ブライダルカーやハ
ネムーンの飛行機のコラージュ。ショ
コラで幸せになって欲しいというエヴ
ァン氏の想いがこもったアソート。  

夢のような世界観

こちらもあります! 

ボンボン ショコラ 4個 SDC
 （4個入）

2,176円　

原産国：フランス  

 「ヴィルギュル」
ライム&パイナップル

 「カライブ」
上質なカカオ

 「ペルリュエット」
デーツ&シナモン

蝶＝papillonと幸せを求めて飛び回る＝papillonnerをかけて
パンジー＝penséeと優しい愛＝penséeをかけた言葉遊び

バターの深いコク
サブレと愛を語ろう

サロン・デュ・ショコラ限定
ショコラショともぴったり!

 「サロメ」
ミルクの甘い香りひろがる
ムースガナッシュ

 「トロワオランジュ」
オレンジ風味の
ビターガナッシュ
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Christine FERBERアルザス
LOVE

女性菓子職人、パティシエールの先駆者的存在。1998年にシャンぺラー&パティシ
エ連盟最高パティシエ賞を受賞。2018年、フランスの最高勲章レジオンドヌール勲
章受章。2020年にお店の創設60周年。そして2021年には日本外務大臣表彰授与。
精力的に創作活動を続け、ますますアルザスへの想いにあふれています。

 Brand / クリスティーヌ・フェルベール　Country / フランス / 
アルザス地方・ニーデルモルシュヴィル　Chef / クリスティーヌ・フェルベール氏

ボワット ル ジャルダン ～フルール エ フリュイ オ キャラメル～（9個入）

4,860円　原産国：フランス  

ヴァニラ風味やローズ風味のガナッシュや、カシスやフランボワーズなどのフルーツコンフィとキャラメル
の2層をアソート。アルザスでは定番的なリキュール、キルシュとグランマルニエを使った2粒が新作です。

お花とフルーツがテーマ

アルザスでうさぎは
とても大切な生きもの

子宝、収穫、
はじまる
春の象徴

温かくて
ノスタル
ジック♡

アルザスを
感じる９種

3匹のうさぎはとくに縁起よし

胡椒風味の
マンジャリや、
もみの木の
蜂蜜ガナッシュ
など

メェ～

日本は
うさぎ年
だしね♡

ラベンダー
風味の
ガナッシュ

ミントのお花風味

グランマルニエ風味のコンフィ
とキャラメルの2層も新作

新作! キルシュ酒風味の
レモンコンフィとキャラメルの2層

ボワット クラシック ～ル ヴィラージュ～（9個入）

4,860円　原産国：フランス  

遠い街からもお客さまがやってくるアルザスのお店で長く愛される定番のショコラ８種に新粒１種をアソー
ト。新作のコーヒー風味のノワールガナッシュは亡きお父さまが大好きだったコーヒーをテーマにしたもの。

ニーデルモルシュ村から
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新作のコンフィ
チュールも！ 

コンフィチュール 
JPH×CF バナンヌ 
シトロン カルダモン 
エ ショコラ
(220g)　2,808円
原産国：フランス

ボワット ル グーテ ～ショコラプール グーテ～（9個入）

4,860円　原産国：フランス  
レ フランボワーズ  ～フランボワーズ エ  キャラメル トンドル オ キルシュ～（9個＋粒チョコ入）

4,860円　原産国：フランス  

ボワット ラ クール ～パッション オランジュ エ シトロン～（9個入）

4,860円　原産国：フランス  

ボワット オランジェット アンロベ ショコラ ノワール（1箱）
ボワット シトロネット アンロベ ショコラ ノワール（1箱）

各 5,400円　原産国：フランス  

キルシュ酒風味のコーヒーガナッシュと、キルシュ酒風味のレモンコンフィ&マンジャリガナッシュの２層
は新作。そのほかレモンピールやオレンジゼスト入り、生姜風味のプラリネなどおやつを楽しむための９種。

上の層にはフランボワーズのコンフィ、下の層にはフランボワーズのリキュールが入った柔らかいキャラメ
ルの2層をレでコーティング。フランボワーズのカタチをしたボンボンに仕立てました。

フェルベールさんの好きなフルーツをテーマにした９種。キルシュ風味のレモンコンフィとヘーゼルナッ
ツプラリネの２層、グランマルニエ風味のオレンジコンフィとホワイトガナッシュの２層など、新作のボン
ボンが５種入っています。

自家製コンフィのオランジェットとシトロネット。モロッコから直送される
オレンジのピールを全て手作業でコンフィして、ノワールでコーティングし
ました。レモンピールも同様の作り方。果皮の美味しさを引き出しています。

楽しんでね、おやつの時間 フランボワーズ愛をカタチに

果実のお庭で遊びましょう
意外だけど実は初めて♡

手間ひまをしっかり
かけています

フランボワーズ
is My LOVE!!

フェルベールさんの
寵愛ぶりを感じて! 

粒々のチョコレート
も入ってますグーテは「おやつ」という意味

日々の微笑みは
フルーツがくれるわ

蝶も春の象徴　

レモン

パッション
フルーツ

肉厚な
ピール
だなぁ

オレンジ
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ショコラ アソート（10個入）

4,536円　原産国：フランス    

ジャスミンとスミレ、シンプルなレのガナッシュ、蜂蜜とタ
イム、コーヒー、ライム&タイム、苺のパートドフリュイとコ
コナッツなど全10種の多彩な顔ぶれ。

見逃せない10粒

ディスク キャラメル ミント（1箱）

4,104円　原産国：フランス  

薄い円盤型のチョコディスクの真ん中にキャラメルが入っ
ている人気シリーズから今年はミント風味が久々に登場。
以前のミント版より味わいがさらに進化しているそう。

ごぶさたミント

ボワット プラリネ（5個入）

3,348円　原産国：フランス  

ベルさんお気に入りの栗ともみの木の蜂蜜を使った新作
プラリネがイチオシ。そのほかにココナッツ、カレー風味
のカシュー、ごま、ピーカンナッツのプラリネ。

自家製プラリネづくし

ブッシェ プラリネ（2個入）

3,672円　原産国：フランス  

自家製のシトロンコンフィとカカオニブのヌガティーヌを
プラリネの中にイン。ドーム部分はルビーグレープフルー
ツ&バラの風味。男女をイメージしたデザインだとか。

ビューティな新作プラリネ

2004年にMOFを取得。大手チョコレートメーカーでコンサルタントとして活躍した後、
2006年に自身のお店をオープン。自らクーベルチュールを作るなどオリジナリティを追求。
研究熱心なシェフとしても知られます。2022年9月にラボから車で10分ぐらいのところ
にMOFパティシエのブルーノ・モンクディオル氏とのWネームの新店がオープンしたばかり。

 Brand / フィリップ・ベル　Country / フランス / リヨン地方モンブリゾン　
Chef / フィリップ・ベル氏　Philippe BEL挑戦&情熱

LOVE

アーティスティックなプラリネ
「すごく美味しくできたけど
このデザイン・・
作るの大変なんだよ!」

アーモン
ドを蜂蜜
でキャラ
メリゼ!

会場にはショコラ、
カラマンシーのディスクも!

キャラメルに火入れ
しすぎないのがコツ

円熟&挑戦のベル・ベスト10

新しいこと、チャレンジ、大好き! !
ますます進化を遂げるベル・ワールド♡

ベルさん自ら
セレクトした
新作を含む
2023ベスト10

「ビーントゥバーという言葉は好きじゃない。
豆から全部、作ってるけどね」

昨年の状況下でも
リヨンのお店に来てくれた

日本の皆さんありがとう!
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タブレット ポワーブル ティムット（1枚）

4,536円　原産国：フランス    

Épices Roellinger®さんのエピスリーから取り寄せた胡椒
をクリームで抽出してガナッシュに仕上げたノワールのタ
ブレット。香りを残すため粒胡椒をちょっと潰すのがコツ。

ティムット胡椒、見参!

タブレット マイス（1枚）

4,428円　原産国：フランス  

砂糖をキャラメリゼして、グリルしたトウモロコシを投入。
チョコレートでプラリネにしてノワールに閉じ込めたタブ
レット。トウモロコシのツブツブ感をあえて残しました。

食感&モロモロユニーク

タブレット アグリュム（1枚）

4,428円　原産国：フランス  

パンプルムース、レモン、マンダリンのパートドフリュイを
ノワールで包んだタブレット。3種の果汁をミックスして
柑橘感をシンプルに表現した新作です。

爽やかトリプル

ショコラアソート キューブ エデン（12個入）

11,556円　原産国：フランス  

レのガナッシュ「パレ アルジャン」、カシューナッツのプラ
リネのノワールとレ、ピーカンとアーモンドを合わせたノ
ワールとレのプラリネ「ピーカン」が新作。

3段重ねの禁断の園

1953年創業のリヨンの老舗。いち早く「Bean to Bar」に取り組むなどショコラ界では
特別な存在として知られるメゾンです。創業当時から中南米のカカオ豆を仕入れ、自
社で加工しています。現在、フィリップ氏で３代目。2019年パリにショコラのみのショ
ップをオープン。リヨンの本店もゴールドカラーが輝くお店にリニューアルがされました。

 Brand / ベルナシオン　Country / フランス / リヨン　
Chef / フィリップ・ベルナシオン氏　BERNACHON伝統&革新

LOVE

胡椒。初めてのクリエーション

とうもろこし♡
「面白いものができたよ」
 Byフィリップ

シンプルさを大切に
 3種の柑橘

日本限定板の予定♡

12種収まる
新柄デザインの箱

パンプルムースって
グレープフルーツのことさ !

興味深い味わい♡
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ショコラ アソート 5P（5個入）

3,240円　原産国：フランス    

いろんなテクスチャーでいろんな柑橘を楽しんで! 柑橘は
コンババ、ライム、パンプルムース、オレンジ、クレモンティ
ーヌの5種。どれも相当に手の込んだ作りになっています。

発見のある柑橘ボンボン

サブレ ブルターニュ（1瓶）

3,888円　原産国：フランス  

ロレーヌ地方の村、素材にこだわる小さな農家のそばの実
を使ったサブレ。SOBAの頭文字「S」の形に切り、キャラ
メリゼしたそばの実をトッピング。裏側にレを貼りました。

厳選そばの実のサブレ

タブレット アブリコ トゥルヌソル（1枚）

2,376円　原産国：フランス  

100％ひまわりベースのプラリネにキャラメリゼしたひま
わりの種を加えて香ばしさと楽しい口当たりに。爽やかな
酸味のあるアプリコットのジュレと合わせました。

サンシャインな気分

タブレット ヴァニーユ フレーズ（1枚）

2,376円　原産国：フランス  

苺のジュレとヴァニラをアンフュージョンさせたレのガナ
ッシュを2層に。コーティングはベネズエラ産70％のノワ
ール。さらに苺感が楽しめる1枚になりました。

苺らしさをプッシュ

2003年に27歳でMOFを取得。地元サルグミン村に広大なアトリエ兼ショップを
構えパリのショップと共に2店舗を運営。チャレンジ、進化と深化を続けています。
洗練度を増すボンボンショコラだけでなく毎年発表されるカラフルな新作タブレ
ットはもはや新たなシグニチャー。

 Brand / フランク・ケストナー　Country / フランス / ロレーヌ地方・サルグミン　
Chef / フランク・ケストナー氏　

新作「ドーム」

技を駆使して画期的な
オレンジ風味が完成

新作サブレは
軽い食感

サスティナブルなビンボトル

「今年のタブレット、
かなりおすすめだよ! 」

「日本の皆さんのことを
いつも思ってます！」

日本でお先に! 初出しサブレ

とってもグルマン

密かに自信作♡ お客さまは
僕の太陽♡

さらに進化!

渾身&入魂の5粒

Franck KESTENERサルグミン&猫
LOVE
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トゥール ドゥ ロルロージュ（10個入）

4,968円　原産国：フランス    

ヴィダルさんのアイデンティティが詰まったBOX。特におす
すめはマール ド ブルゴーニュや赤ワインのガナッシュ。その
他、フルーツを使った粒やプラリネなども。渾身の新作10種。

オセール&日本への愛

ペルル ドー（9個入）

4,536円　原産国：フランス  

ブルゴーニュ地方でよく飲まれる甘口ワイン＝ラタフィア
が主役の2種のボンボン。紫はマール ド ブルゴーニュのジ
ュレを加えたもの、赤はキャラメルにマール酒をプラス。

愛飲のお酒をテーマに

サブレ パータタルティネ（１箱）

4,968円　原産国：フランス  

アーモンドパウダー入りのサブレ生地で、自家製のヘーゼ
ルナッツのパータ タルティネをサンドしました。チョコレ
ート感強めのタルティネがいい仕事してます。

新登場! さすがのサブレ

マカロン４P（４個入）

2,592円　原産国：フランス  

地元で飛ぶように売れているマカロンを今回、日本で初出
し。生クリームの代わりにフルーツを使ったフランボワーズ、
サクランボ、キャラメルバター、ショコラガナッシュの4種。

日本初お目見えのマカロン

2007年にMOFを取得し、2012年にオセールにお店をオープン。2018年に本店か
ら80km離れたソンスに開いた2号店も4年目を迎えますます快調。ブルゴーニュ
の伝統、味覚の感性とロジックを掛け合わせた繊細なショコラに「天才」との呼
び声も高いシェフ。日本大好き!!です。

 Brand / オリヴィエ・ヴィダル　Country / フランス / ブルゴーニュ地方 オセール　
Chef / オリヴィエ・ヴィダル氏　Olivier VIDALブルゴーニュ

LOVE

オセールの街の象徴＝時計台を
テーマにしたオール新作ボンボン

ブルゴーニュの
銘酒を使って

ぶどうが香る
1、2、3  ! 

「それぞれ
違うベリーと
合わせたよ」

美味トリュフ♡

「冷やして食前酒にしてるよ♡」

人気の秘密
がわかる～

生地とタルティネの
絶妙バランス！

「日本に新作を届けたくて!」
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ボワット アグリュム ソントゥール ドゥ プロヴァンス（9個入）

4,320円　原産国：フランス    

タイム、ローズマリー、バジリコのハーブ３種と、レモン、
マンダリン、オレンジのフルーツ３種を掛け合わせた計9
種のガナッシュ。完成度がとても高いとMバイヤーの弁。

ハーブとフルーツの掛け算

ボワット サヴール イタリエンヌ（9個入）

4,320円　原産国：フランス  

イタリアをテーマにした９粒。カプチーノ、ティラミスはレ
とノワールあり。ピエモンテ産のヘーゼルナッツのジャンド
ゥージャ、リモンチェロを使った粒などビバ・イタリア祭り。

イタリアンな僕を表現

バロタン トリュフ ノワゼット シトロン（1箱）

3,672円　原産国：フランス  

中身はモントン産のレモン果汁を加えたヘーゼルナッツペ
ーストが入っている柔らかなガナッシュ。外はカリッとした
食感のレのチョコレート。柑橘の魅力が活かされたトリュフ。

盤石のトリュフ

コンフィ アグリュム メランジェ（1箱）

4,104円　原産国：フランス  

オレンジ、レモン、マンダリン。毎年人気の定番コンフィを
3種味わえる嬉しいBOX。自家製のコンフィをミキサーに
かけてまろやかな味わいにするのがカンプリニ風。

これぞ「幸せ」のひと箱

2004年にMOFを取得。コートダジュールの3つ星レストランでシェフパティシエを
務めた後、2012年に店舗、2015年に広大なラボをオープン。一流ホテルやレストラ
ンにもショコラを卸しています。2019年にカンヌに新店も開設。南仏らしいショコ
ラで毎回大人気。創造する時間がもっと欲しい!と語る58歳。永遠の柑橘の貴公子!

 Brand / クリスチャン・カンプリニ　Country / フランス / ヴァルボンヌ　
Chef / クリスチャン・カンプリニ氏　Christian CAMPRINI柑橘

LOVE

「サロン・デュ・ショコラ東京は特別
な場所。早く皆さんに会いたいです」

日本のために
クリエーションした
ハーブとフルーツ集

カンプリニさんのオリジナル
クーベルチュール70％を使用

自らのルーツである
「イタリア」をテーマに

「イタリア語
も話せるよ!」

お店でも
爆売れの
ショコラ

３種in BOXは初♡

新アイデア満載

「ありがとう」の気持ちを乗せて
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リシュース10袋（20個入）

3,888円　原産国：フランス    

クララン&マディッグ（16個入）

3,996円　原産国：フランス  

ショコラアソート（９個入）

3,996円　原産国：フランス  

スペシャリティ アソート（1缶）

4,968円　原産国：フランス  

ボルディエ社の発酵バターをたっぷり入れて焼
き上げたガレットブルトンにレとノワールをコー
ティング。開業当時からのレシピは大人から子供
まで愛されています。

砕いたクレープとアーモンドを混ぜた自家製ヘ
ーゼルナッツプラリネをレで包んだ「クララン」。
柔らかな塩バターキャラメルをブロンドチョコで
包んだ「マディッグ」。

自家製のプラリネ、フルーツのガナッシュ、キャ
ラメル。ジャンドゥージャ&ヌガティーヌ、そばの
実やペルー50%、75%のガナッシュなどお店で
人気&厳選の9種が集合。

ひと口サイズのサブレブルトン、ガトーブルトンキ
ャラメル、リシュース。3種類のブルターニュ菓子
を詰め合わせた一缶。焼き菓子がお好きな方に
ぜひおすすめしたい!

ダニエル一番人気スイーツ

ブルターニュの名物を堪能

哲学&美学がつまってる

手が止まらないし

1997年にMOFを取得。1998年に故郷のブルターニュに1号店をオープン。2004
年にル レ デセールのメンバーに選出され、その後レンヌ市内に５店舗を展開。フ
ランス洋菓子協会、MOF選出委員会の会長も務め、2022年にはフランス国家功
労勲章シュバリエが与えられました。

 Brand / ローラン ル ダニエル　Country / フランス / レンヌ　
Chef / ローラン ル ダニエル氏　Laurent Le Danielパティスリー

LOVE

リシュース＝美食家をうならせる!

バターたっぷりの
焼き菓子も得意技♡

クララン レ !

マディッグ・
ドルチェ!

マディッグ・
フラン
ボワーズ!

ゲランド!

1箱で2種食べたい!
にお応え!

素材の味が活きている!

ボルディエバター使用

全28種の粒の
中からセレクト

ラム酒の香りがアクセント
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アソート ラッボワット パルクール ドゥ フランス（7個入）

3,348円　原産国：フランス    

ブルターニュ地方はソバの実、バスク地方はエスプレット唐
辛子、サヴォワ地方はシャルトリューズというお酒、北フラン
ス地方はチコリなど。フランス各地方の素材を使った新作集。

フランス全土を旅するBOX

ボワット キャラメル トンドル（６個入）

3,132円　原産国：フランス  

ヘーゼルナッツ、フランボワーズ、マンダリン、エキゾチッ
クフルーツ、バナナ、洋ナシのキャラメルを入れた6種の
ショコラ。甘さよりもフルーティーさをしっかり前面に。

新作キャラメル・ボックス

ショコラ アソート 12P（12個入）

4,968円　原産国：フランス  

ココナッツ、フランボワーズ、ブラックティー、カシューナ
ッツ、ヒマワリの種、ごまなど。シェフのお気に入り素材を
使ったプラリネやガナッシュなど12種の詰め合わせ。

大好きな素材をチョイス

サブレトゥルビヨン 8P（8個入）

2,700円　原産国：フランス  

サブレの上の渦巻きショコラの中には、シナモン風味のリン
ゴ&洋梨のパートドフリュイ、苺のパートドフリュイ、アーモ
ンドのプラリネ、アーモンドのスペキュロス。

渦巻き型のショコラ&サブレ

2011年にMOFを取得。パリのダロワイヨや有名ホテルを経て、2018年5月、パリ
郊外にブティックをオープン。トゥルビヨンとは「渦巻き」のことで、今や誰もが知
る製菓技法。ブリス氏がMOFの試験など節目の度に渦巻きデザインを用いたこと
から名づけられています。2022年にサン=ルイ島に2号店をオープンしました。

 Brand / トゥルビヨン バイ ヤン ブリス　
Country / フランス / ソ＝レ＝シャルトルー　Chef / ヤン・ブリス氏　TOURBILLON BY YANN BRYS渦巻き

LOVE

お店を代表する
ガナッシュ「トゥルビヨン」

発見の旅を楽しんで！

アプリコットのパートと
バジル&ライム。

サヴォア地方粒

ブルターニュ地方粒

とっても
柔らかくて
フルーティー
なキャラメル

渦巻きサブレは
悩み多き世界を救う!

ぐるぐる美味しさ駆け巡る

4種の味わい

優しさに
包まれる♡

引き出しの多さに改めて脱帽!

6地方の6種と、シグネチャー粒
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ショコラ アソート 6P（６個入）

3,024円　原産国：フランス    

1つの素材で2つのテクスチャーを楽しむ趣向。苺、フラン
ボワーズ、洋梨、エキゾチックフルーツ、ヴァニラ、桃。そ
のキャラメルとガナッシュを作り2層にした6種のボンボン。

同素材で異なる2層

フロランティーヌ（1箱）

3,780円　原産国：フランス  

はちみつ風味のフロランタンのようなアーモンドのヌガテ
ィーヌを、ミルクチョコレートでコーティングしました。フ
ランスの伝統的な焼菓子をバイィ氏流にアレンジ。

ねっとり系食感の新作

タブレット バナンヌ（1枚）

2,700円　原産国：フランス  

ラム酒でフランベしたバナナを使ったキャラメルと、ヴァ
ニラ風味のレのガナッシュを２層にしてノワールでコーテ
ィング。レンガ型タブレットの新作。

盤石の組み合わせ

トリュフココ（9個入）

3,996円　原産国：フランス  

パッションとマンゴー風味のキャラメルをホワイトチョコ
レートで包んで、ココナッツをトッピングした新作トリュフ。
会場にはキャラメルをレで包んだ定番トリュフもあり。

トリュフの新顔

フランス北部のリール出身。パリでMOFパン職人の店や3つ星ホテルで修業。
2013年にクープ・デュ・モンドで優勝を飾り、2017年に満を持してお店をオープン。
同年にサロン・デュ・ショコラ パリで新人賞、C.C.Cで金賞の快挙。いつも明るく
ほがらか。地元愛と遊び心にあふれたシェフです。

 Brand / カンタン・バイィ　Country / フランス / リール　
Chef / カンタン・バイィ氏　Quentin BAILLYリール

LOVE

ONE風味で、
TWOテクスチャー♡

キャラメル&
ガナッシュの
2層の新作

フロランタン!

QB FRANCE
のロゴ入り!

とろ～りとろけるキャラメル感♡

薄い板チョコをオン

愛しの
チョコ
バナナ♡

なるほどの新アイデア

フルーティな酸味がいい!
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ショコラアソート ミニ ボワット（8個入）

2,592円　原産国：フランス    

ギルメさんの気合を感じる今おすすめの8種をアソート。シェ
フが大好きなヘーゼルナッツを活かしたプラリネや、キャラメ
ル、ヴァニラ風味のトンカ豆のガナッシュなど多彩な顔ぶれ。

ギルメのキメ手

カリポム（９個入）

4,428円　原産国：フランス  

アーモンド&ヘーゼルのプラリネをサブレに入れ、その上に
地元産のアイスシードル&りんごジュースのコンフィを乗せ
てショコラでコーティング。レとノワールの2種があります。

ノルマンディー感全開で

レ ブクリエ ヴィキング（15枚入）

4,536円　原産国：フランス  

ノワールにキャラメル、ブロンズにフランボワーズジュレ。
レにヘーゼルのプラリネ、ホワイトにヴァニラガナッシュ。
円形のチョコの中にフィリングを隠した人気ショコラ。

新風味もプラス! 海賊気分で!

サブレ キャラメル アマンド（1箱）

4,860円　原産国：フランス  

下にサブレブルトン、上にはキャラメリゼした香ばしいア
ーモンドとプラリネをのせてショコラでコーティング。美
味しい要素がたくさん詰まった贅沢なサブレです。

欲望を満たします

ノルマンディーのカーン出身。「フォション」「ピエール・エルメ」にも在籍し、
2011年に地元にお店をオープン。2013年ルレ・デセール会員に。現在3店舗を構
え、広大な1000㎡ラボ&ブティックにはパティスリーとショコラそれぞれのお店
があります。

 Brand / アルバン・ギルメ　Country / フランス / ノルマンディー　
Chef / アルバン・ギルメ氏　Alban GUILMETノルマンディー

LOVE

鉄板のサブレ

ノルマンディーの魅力を日本の
皆さんにもぜひ発見して欲しい!

トンカ

ヘーゼルナッツの「クール ディ 
イタリー」はギルメ氏のイチ推し

ビターなハイチ

りんごのジュースとお酒

バイキングの盾

もともとは
日本のため
に作ったもの

いまや定番アイテム♡

はっきり
言って自信あり！

娘さんは日本の海賊アニメ大好き!

ノルマンディー土産にする人多し老若男女に人気

8個入ってるよ!

2段のBOXだよ
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ノワゼット オンロペ（140g）

4,536円　原産国：フランス    

シェフ自ら吟味した実がしっかりしていて香り高いポエテ
ッド品種のヘーゼルナッツをキャラメリゼ。ニコラ・ベル
ジェ氏のミルクチョコレートでコーティングしました。

ヘーゼルナッツ畑を感じて

ノルマンディー出身。2020年にパティシエに就任した5つ星ホテル「シュヴァル・
ブラン」内のレストラン「プレニチュード」は2022年にミシュランで3つ星を獲得。
ノルマンディー地方で家族が育てる乳牛や鶏や卵などの素材を中心に、真面目な
生産者との緊密な関係の中で、シンプルな美味しさを追求しています。

 Brand / レ スクレ ドゥ ノ ヴェルジェ　Country / フランス/ノルマンディー地方　
Chef / マキシム・フレデリック氏　LES SECRETS DE NOS VERGERS 家族も仲間も素材も

LOVE

サロン・デュ・ショコラ東京は僕にとって楽しい冒険! 

まるで畑にいるみたい!?

ほどよい塩気

深いサブレ
愛を感じる～

楽しくシェアして食べてね! 

「サブレは昔から大好き!　
シンプルに美味しいサブレを
皆さんに届けたい! 」

卵は実家の
農家、バターは
コリーヌさんや
クリストフさん・・

「美味しさの中にある
ファミリーや仲間の生産者
の温かさを感じてね! 」

「ヘーゼルナッツ畑にいつもいるよ」

大地へのリスペクト

コーヒーや
お茶のおともに

ヘーゼルナッツへのこだわりもハンパなし!!

タブレット ノートル スクレ（215g/1個）

7,776円　原産国：フランス    

中身は南フランスで栽培されたヘーゼルナッツをベースに
したジャンドゥージャと、シェフのご家族が育てる牛のミル
クを使った濃厚なキャラメル。アクセントはカカオのサブレ。

ヘーゼルナッツ型タブレット

サブレ スピリッツ（1箱）

4,320円　原産国：フランス    

ヘーゼルナッツを石臼で挽いて滑らかにしたものに、ミル
クチョコレートを加えた自家製のジャンドゥージャを、マカ
ロンのように絞って焼いたサブレでサンドしました。

ナッツの魅力を挟んだ旨サブレ

サブレ ディアモン（1箱）

4,320円　原産国：フランス    

チョコレート風味がうれしいマーブル調のサブレ。卵、小
麦粉、バターなどの素材はすべて生産者の顔がわかるも
のを使用。基本的なレシピでシンプルに仕上げました。

昔からみんな大好き!

木から採れた
ヘーゼルナッツ
そのものをイメージ

※パッケージデザインが写真と異なる場合がございます。
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2000年にMOFを取得。数々の受賞歴を誇りC.C.C.でも輝かしい存在感を放って
います。2018年のルレ・デセールの表彰でベストショコラティエに。同年、フラン
スの最高勲章として知られるレジオンドヌール受勲も大きなニュースになりました。
現在フランスで9店舗を展開しています。

 Brand / パトリック・ロジェ　Country / フランス / パリ　
Chef / パトリック・ロジェ氏　Patrick ROGER

断層のように、段差をつけて
並べられたボンボンショコラ。

詰め合わせ方も、
アーティスティック

底一面には薄いタブレットが
敷き詰められています

食べるのがもったいない! 

スフェール＝ドーム型の粒の
美しさは何度でも一目ボレ♡

才能とはこういうこと

ファン垂涎 ! キュン降臨 !

気軽には誘えないわ～♡

審査員をうならせた
伝説のショコラ

クールール カラー（9個入）

9,720円　原産国：フランス    

ライムのキャラメル入りの緑色の「アマゾン」は、ロジェ氏が
MOF試験の時に作りセンセーショナルを起こした有名粒。
ほかに桃キャラメル×甘草、蜂蜜のガナッシュの全3種。

語り継がれるアマゾン

アベイユ（16個入）

9,936円　原産国：フランス  

ヘーゼルナッツを使ったサクサク感のあるプラリネ「デジ
ール」のほか、65％のナチュールガナッシュ、蜂蜜のガナッ
シュ、レモングラス&ペパーミントのガナッシュ。

きらめく代表作4種

アソート BR6（34個入）

18,198円　原産国：フランス  

「キューブ レ」「アンスタン レ」などのプラリネや「アンバンジェ」 
「カトマンドゥ」などのガナッシュ、さらにパートダモンドや半
球体のキャラメルまで。全10種にプレートのショコラも。

ずらり圧巻の作品集

ショコラ アソート 4P（4個入）

3,672円　原産国：フランス  

16個入りアソートのコンパクト版。魅惑のロジェ・ワール
ドに足を踏み入れたい! という方にオススメの代表作4種
入りBOX。さあご一緒に、抜け出せないロジェ沼へ。

沼落ち、確実

独創性
LOVE
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pâtisserie Sadaharu AOKI paris

ショコラ オ フリュイ（25粒入）

3,348円　原産国：日本    

ビターな味わいと果実の酸味や香りがマリアージュ。パート 
ド フリュイにショコラノワールをコートした新作「ショコラ 
オ フリュイ」が5種×3粒。「パート ド フリュイ」も5種×2粒。

広がるフリュイ・ワールド

AOKI 2023（6粒入）

3,348円　原産国：フランス  

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」の3粒にC.C.C.最高位を受賞した「プラリ
ネ オレ」と「パッション」、人気の「フィグ」を詰め合わせ。

果実とお茶がテーマの2023

ショコラカレ 12P（12粒入）

6,480円　原産国：フランス  

新作の「フレーズ ヴァニーユ」「キャラメル ラム」「ミュー
ル」のほか「ピスタッシュ」や「ユズ プラリネ」「カフェ ノ
ワ」「アールグレイ」などバラエティ豊かな12種のカレ。

繊細技法が光る

サブレ ショック ショコラ セット（5枚入）

2,484円　原産国：フランス  

エシレバターを使った香り豊かなサブレショコラにミルク
チョコと抹茶チョコを合わせました。薄めのサブレのほろ
ほろっと崩れる食感とショコラの口どけが絶妙です。

食感&美味にショック!

1968年名古屋生まれ。1998年にパリにアトリエを開設。2007年にルレ・デセー
ルのメンバーに選出。2011年にフランス最優秀パティシエ、農林水産省 料理マス
ターへの選出、パリ市庁賞を受賞。2018年C.C.C.で5年連続の最高位を獲得。世
界で最も注目される日本人パティシエのひとり。 

 Brand / パティスリー・サダハル・アオキ・パリ　Country / フランス / パリ　
Chef / サダハル アオキ氏　

パリ&日本
LOVE

パッション

ユズ

アブリコ

ミルティーユ !

フランボワーズ !

果実感、やっぱり凄っ!!

アオキの「今」! をご披露

カレ＝正方形

冷やすとGOOD!

「パート ド フリュイ」を

ショコラで包むと「ショコラ オ フリュイ」♡

素材への
愛を感じて♡
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ボワット プティサフ（６個入）

4,644円　原産国：フランス  

ノワールコートにはキャラメル、レはモントン産レモンの
キャラメルを、丸くカットしたビスキュイ生地に挟んでいま
す。サロン ド テのある広場の名前を付けました。

リリアンさんのお気に入り

世界最高峰のリゾートホテル「オテル・デュ・キャップ エデン＝ロック」のエグゼク
ティブパティスリーシェフも兼任。2015年アンティーブに自身のブティックをオー
プン。2018年には2号店をオープン。2022年3月ミシュランのパッションデセール
賞受賞。ホテルとお店で多忙な毎日。

 Brand / リリアン・ボンヌフォア　
Country / フランス / アンティーブ　Chef / リリアン・ボンヌフォア氏　Lilian Bonnefoi52歳の俺

LOVE

明るいお人柄! 常に前向き!

苺タルトの
イメージで作った一枚

アフターシリーズ。
新粒見参!

「パッションとエピスの
ガナッシュがおすすめだよ」

リリアン
溺愛サンド

進化した一品。
さらに進化する予定♡

経験がなせる
多彩な味わい

ショコラ アソート 9P（9個入）

5,184円　原産国：フランス    

影響を受けたもの、過去、地元、クリスマスのイメージな
ど。多岐にわたるリリアン氏の想いを形にした9種のボン
ボン。生産者限定のアーモンドを使ったプラリネも。

想いを馳せた9つのストーリー

コフレ アフター（8個入）

4,860円　原産国：フランス  

人気のアフターシリーズ。オレンジヴァニラ、新作のピー
チバーベナ、フィグプラリネ、グリオットのジュレ&桜ティ
ーのガナッシュの4種が2粒ずつ入っています。

言わずと知れた傑作

タブレット ファソン タルト フレーズ（1枚）

2,916円　原産国：フランス  

上の層に苺のジュレ、真ん中はヴァニラ風味のギモーヴ、
下の層はアーモンドサブレ。３つのテクスチャーと味わい
を重ねた苺タルトのような華やかタブレットです。

繊細に重ねた3層

レモン、胡椒、オリーブなど

愛され続ける
ロングセラー
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タブレット ル ブリストル パリ モンブラン（1枚）

4,320円　原産国：フランス  

ラム酒を香らせた栗のガナッシュの上にカシスのパートド
フリュイ。その上に栗のペースト&クリームとバターを合わ
せた層。３層仕立ての贅沢なタブレットです。

リッチな誘惑タブレット

1925年に創業したパリ8区の5ツ星ホテルで、グルマンが集うレストランも3ツ星を
獲得。2021年にそれまでショコラ部門のスーシェフだったジャケティ氏が新シェフ
に就任。MOFに挑戦するなど、さらにクオリティの高いショコラ作りと積極的なク
リエーティブを見せています。

 Brand / ル ブリストル パリ　
Country / フランス / パリ　Chef / ジョアン・ジャケティ氏　Le Bristol Parisコラボ

LOVE

新作の
3層 !

ヴァニラ感満載

ライム&生姜
風味のパート
ド フリュイと
ガナッシュ

シガーで
スモークした
ガナッシュ

キューバ
&タイム

夢とロマンのカシスマロン♡

カフェで優雅にお茶気分

モンブランは
4年がかりで完成

コラボなサブレ

バター
たっぷりの生地

ショコラアソート エピキュール（4個入）

3,240円　原産国：フランス    

田中さんの繊細なデセールの中から4種を厳選。二人で
意見交換を密にしながらショコラにしたという実験的&創
造的な4種。とくに香りを意識したという渾身の新作集。

語りつくせない4粒

ショコラアソート ティータイム アット ザ ブリストル（６個入）

5,400円　原産国：フランス  

ホテルのカフェでのお菓子&ティータイムをイメージした
人気アソート。「オレンジタルト」と「モンブラン」の新作2
粒が加わり6粒入りにパワーアップしました。

エレガントに食したい

サブレ エキゾチック（1箱）

5,724円　原産国：フランス  

ココナッツ風味のサブレの上にエキゾチックフルーツの
パートドフリュイを合わせ、ココナッツとライムのゼストを
トッピング。サブレ部分は田中シェフが作りました。

そそる新作サブレ

今年はホテルのレストラン「エピキュール」
デセール部門シェフ＝田中優さんとのコラ
ボレーションがものすごいことに!
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プティNB（9個入）

5,940円　原産国：フランス  

たっぷりのバターとヘーゼルナッツを入れて焼き上げたサ
ブレ生地と、ミルクチョコレートをドッキングさせました。
サブレとチョコは半分半分の比率。食べ応えのあるサイズ。

エブリバディ大好き!

1966年生まれ。2004年にMOFを取得。2005年のワールド・グルメ・サミットで
は世界最高シェフの一人に選出。コルドンブルーパリ本校や、日本での菓子学校
で講師の経験もあり。2011年パリ郊外にラボ兼ショップをオープン。女性ファン
を魅了するダンディで優しい雰囲気も素敵です♡

 Brand / ニコラ・ベルナルデ　
Country / フランス / パリ郊外　Chef / ニコラ・ベルナルデ氏　Nicolas BERNARDÉ穏やか&闘志

LOVE

「去年はカカオを見にカメルーンに行ったよ」

コンバヴァ

花の香りをテーマに

フィグ

お待ちかねのプラリネ

いよっ! 人気者!

フルーツ・タワーだよ!

レモン
グラス

フランボ
ワーズ

「名刺の代わりにこれ出すよ」

ベルナルデさんからの花束だ♡

ミスター・
プラリネと呼んで!

「早く皆さんと
会いたいなぁ」

大人気サブレ

コフレ ショコラ フリュイ（６個入）

3,780円　原産国：フランス    

フルーツをテーマにしたガナッシュ集。カシス、パッショ
ンフルーツ、フランボワーズ、クンババ、レモングラス。本
国の定番果実とは違う日本のファンのために作った新作。

フルーツと日本に愛を込めて

コフレ クードゥクール フローラル（６個入）

3,780円　原産国：フランス  

オレンジのゼスト&オレンジフラワーウォーター、フランボ
ワーズ&カシス、桜ティー、ニワトコの花などのブレンド茶、
ミント、ダマスのバラ。かぐわしい6種をアソート。

花々の香りをテーマに

コフレ ベストオフ プラリネ（６個入）

3,780円　原産国：フランス  

昨年のプラリネが大好評だったので今年もプラリネが主
役のBOXを作ってくれました。そばの実、ココナッツ、アー
モンドのプラリネにジャンドゥージャやロシェなども。

反響がスゴかったもので



141140

 Yvan CHEVALIER

ショコラアソート８P（Blond）（8個入）

4,320円　原産国：フランス    東京限定

東京限定のブロンドの♡粒はプラリネサラザン。ガナッシュ
ジャンジャンブルシトロンはパキッと目が醒めるような爽快
な味わいのひと粒。新作も愉しめるスイートなアソート。

甘美な世界に浸らせて♡

ショコラアソート16P（16個入）

7,560円　原産国：フランス  

大人かわいいハートの粒たちはそれぞれどんな味か、新作
のパッションフルーツやココナッツはどんな食感か、ひと
粒ずつ大事に確かめながら味わいたいBOXです。

艶めきをまとったひと箱

ショコラバー セット（2本入）

3,024円　原産国：フランス  

ステキな箱の中身は濃厚なナッツの味わいが楽しいプラ
リネバー。食感も風味も気軽に片手でカジュアルに楽し
め、あっと言う間に１本食べてしまいそう。

リピート必至です

ガトー ボヤージュ シトロン（1本）

5,400円　原産国：フランス  

メレンゲと自家製のシトロンコンフィを生地に混ぜて焼き
上げたケーク。シトロンのシロップをかけてコンフィとパー
トドフリュイもトッピング。シトロンを丸ごと愉しんで。

ゼロウェイストのケーク

2019年に若干28歳でMOFショコラティエを取得。ヴァンサン・ゲルレ氏のもとで
長年勤めたのちMOFの試験に挑戦し、一発合格した実力派。2021年に美食の街レ
ンヌにブティックをオープン。ナチュラルで洗練されたブランドとして若い世代を牽
引しつつ、ショコラに対するひたむきでまっすぐな愛情が伝わってくるシェフです。

 Brand / イヴァン・シュヴァリエ　Country / フランス / レンヌ　
Chef / イヴァン・シュヴァリエ氏 　

ひたむき
LOVE

プラリネ
サラザン

キャラメル
ガナッシュ

プラリネ
ノワゼット

どの♡が一番
お気に入り?

NEW! 
プラリネマイス

NEW! 
ガナッシュ
ラクテ

今年も目が
離せない

蕎麦の実のプラリネ♡

ショコラ愛炸裂

ノワール&レ

まるでコスメ?

まるごとシトロン
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フランス・コルシカ島の女性ショコラティエ。1985年の創業以来、クオリティの高
いコンフィを作り出す著名な職人である父とともに、内陸部のソヴェリアで創作活
動に取り組んでいます。柑橘やハーブ、蜂蜜などさまざまな素材に恵まれた美しい
島の独特の空気感と素材感を感じさせてくれるクリエーションが特徴。

 Brand / アレクシア・サンティニ　Country / フランス / コルシカ島　
Chef / アレクシア・サンティニ氏　Alexia Santiniコルシカ

LOVE

オレンジ

島の先人たちの努力で柑橘栽培が
盛んになったというコルシカ・・。
忘れちゃいけない!

レモン

ポムロ

クレモン
テイーヌ

コンフィ職人のお父さまも、
アレクシアさんをサポート

こちらも柑橘♡

質感の違い堪能♡

甘酸っぱさの違い

島の花の
エキスを抽出

ピンクの布袋!

こだわりコンフィ
はもちろん父上製

情に厚い島

おもてなしの島

ショコラアソート 4P サン シルヴェストル（4個入）

1,728円　原産国：フランス    

コルシカ島が誇る柑橘をペーストにしてアーモンドのプラ
リネと組み合わせた4種。「サン シルヴェストル」という名
前はアレクシアさんのお父さまのコンフィズリー店の名前。

娘と父の絆のショコラ

ショコラアソート 9P テール ダグリュム（9個入）

3,672円　原産国：フランス  

オレンジやシトロンのプラリネや、柑橘のコンフィとガナッ
シュの2層、柑橘のペーストとガナッシュの2層など。コル
シカの柑橘をたっぷり楽しみたい方におすすめの9種。

島の柑橘バラエティー

オランジェット（1袋）、シトロネット（1袋）、
パンプルムーセット（1袋）

各3,132円　原産国：フランス  

例えばポムロは樹上で完熟させて一番熟した時に収穫。
オレンジもレモンも最適の収穫方法と時期を選んで慎重
にコンフィに。それをショコラで包みました。

食感も味わいも違う

トリュフ ネビタ エ イモーテル（1箱）

3,780円　原産国：フランス  

コルシカの香りを纏ったハーブのトリュフ２種を詰め合わ
せました。料理によく使われるスパイシーな「ネビタ」と、
化粧品などでもおなじみのまろやかな「イモーテル」。

島の香りを感じて欲しくて
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Bruno Le Derf

ガナッシュセレクション（8個入）

3,564円　原産国：フランス    東京限定

ポム、フィグ、トラディショナルミルク、トラディショナルビ
ターの4種は新作。ボルディエバターを使ったキャラメル
ガナッシュ2種に定番の抹茶とシトロンをアソート。

熱愛ガナッシュづくし

ショコラカクテル（8個入）

3,564円　原産国：フランス  

アマレットとウイスキーを使った新作「ゴッドファーザ
ー」や一番人気の「ラムレーズン」はノワールとレをご用
意。他「コスモポリタン」など全5種のガナッシュ。

ますます人気のカクテル

デュオキャラメル（5個入）

2,268円　原産国：フランス  

ボルディエバターを使ったキャラメルとガナッシュやプラリ
ネを2層にした人気シリーズ。新作「デュオキャラメル カフ
ェ」はコーヒーミルクキャラメルとミルクガナッシュの2層。

ますます広がるデュオ

ショコラセレクション18（18個入）

7,776円　原産国：フランス  

異なる食感と風味が味わえるプラリネは６種。新作を加えた
なめらかなガナッシュ６種、デュオキャラメルシリーズ４種、
カクテルシリーズ２種。様々な味を楽しめる贅沢アソート。

ブルーノ・フェス開催

15才から製菓を学び、ストラスブールの「ネゲル」ブリュッセルの「マイユ」などの
名店でキャリアを積んだ後「ル・コルドン・ブルー日本校」のテクニカルディレク
ターとして活躍。2007年にMOF取得。2012年ブルターニュ地方のヴィトレにショ
コラトリーをオープン。現在、7店舗を展開中。

 Brand / ブルーノ ルデルフ　Country / フランス / ブルターニュ地方・ヴィトレ　
Chef / ブルーノ ルデルフ氏　

ブルターニュ
LOVE

カクテル・パーティ

孤高の味わい。
ゴッドファーザー

チーム・ガナッシュ! 2層のデュオ・キャラメル軍団

新作
カフェ

リクエストの声にお応え!

フルーツ
×

リキュール

絶妙なハモり方♡

ぎっしり18種類!

3段の引き出し型BOX

新作! 
フィグとポム!
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2019年に20代の若さでMOFを取得。自らが惚れ込んだ「顔の見える生産者」の
素材を使ったタブレットチョコレートの制作に取り組んでいます。現在は、ショコラ
アドバイザーなどもしながら、子育てを楽しみ、自分らしさを追求しながら、ひとり
で自宅の庭にあるラボで丁寧にひとつひとつのショコラと向き合っています。

 Brand / ポール・オキパンティ　Country / フランス / モンドリュー　
Chef / ポール・オキパンティ　PAUL OCCHIPINTI自宅

LOVE

「ニコ エ レ ショコラ」のシェフが
自身の名前を冠したブランドで新たな旅立ち

トッピングが
楽しい板3種と

プラリネの
板3種

アーモンドは、生産者
エルベ・ロジエさん作

らしさって大切♡

マルティネさんのヘーゼルナッツ

キミの好きな甘さだよ♡

エクアドルの49％

AOPフィグ
をドライに

「マイペースに作れるからいいね」

アーモンドの薄皮も入れたよ

タブレット エクアドル49％ メランジュ グルマン（1枚）

3,132円　原産国：フランス    

エクアドル49%の板にソリエス産フィグ、アーモンド、ヘー
ゼル、コルシカ産オレンジ、レーズンの華やかトッピング。

次々に多彩な味わい

タブレット ベトナム 70％ -プロヴァンス・ボヴェラ アマンド（1枚）

3,132円　原産国：フランス  

砂糖とシロップ、生のアーモンドにじっくりと熱を入れ、
ベトナム産のスモーキーなカカオを合わせたタブレット。

オトナ仕様にしたくて

タブレット ノワゼット デュ ガール エ エクアドル レ 49％（1枚）

3,132円　原産国：フランス  

エクアドルの49％に、しっかりと火を通して仕上げたヘー
ゼルナッツをガッツリのせました。

食べ応えありです

タブレット プラリネ ノワゼット デュ ガール レ 49％（1枚）

3,456円　原産国：フランス  

グルマンなプラリネ

タブレット プラリネ フランセ アマンド ドゥ プロヴァンス 
エ ノワゼット デュ ガール 70%（1枚）

3,456円　原産国：フランス  

これぞフランス

タブレット プラリネ クルジュ エ ペルー レ 60％（1枚）

3,132円　原産国：フランス  

酸味&塩味! 個性派ミルク
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「ピエール・エルメ」や「パトリック・ロジェ」など数々の名店で修業。「レクレー
ル・ドゥ・ジュニ」の責任者を務めたのち2017年にパリ14区にお店をオープン。
2018年に「パリの15人のショコラティエ」に選出。キューブ型のショコラはシェフ
のシグニチャー。2021年にお店を華やかにリニューアルしました。

 Brand / ショコ オ キャレ　Country / フランス / パリ　
Chef / ジャン＝ピエール・ロドリゲス氏　CHOCO2

キューブ
LOVE 中はプラリネ。

♡の星からやって
きた宇宙船にも
見えるタブレット

墨色の飛沫柄は
プラリネのボンボン

「ガナッシュの新作
3粒は、日本の皆さん
のために作ったよ!」

マニアックな素材も多い
のがロドリゲス氏の特徴

シェフの「推しBOX」

シュトルーゼルは
サブレ生地みたいな感じ

ショコラ アソート キャラメル エ ガナッシュ（9個入）

3,780円　原産国：フランス    

もみの木の蜂蜜を使ったノワールのガナッシュ。カシスと
スミレのケーキをイメージしたレのガナッシュ。生姜とレモ
ングラスを組み合わせたノワールのガナッシュの3種は新作。

3種の粒がNEWエントリー

ショコラ アソート プラリネ（9個入）

3,564円　原産国：フランス  

プラリネ9種を詰め合わせた毎年人気のBOXです。「ノワ
ゼットビスキュイ」「カフェ ノワゼット」「アマンド ヌガテ
ィーヌ」の3粒が新しいクリエーションとして登場。

リピーターが続 と々!

ショコラボックス クヴェルト 4²アソート（16個入）

5,400円　原産国：フランス  

ガナッシュ、キャラメル、中身が2層のタイプ、プラリネと
いったさまざまなテクスチャーを楽しめるアソート。キュー
ブの中で繰り広げられるロドリゲスワールドをご堪能あれ。

世界を制してみない?

左：タブレット グリヨット シトロン エ プラリネ ミュリュティセレアル（1枚）
右：タブレット ヴァニーユ ペカン（１枚）

各3,024円　原産国：フランス  

左の♡はグリヨット&レモンのパートドフリュイとシリアル
のプラリネの2層のレ。右の♡は塩気のあるシュトルーゼル
をミックスしたバニラ風味のピーカンナッツプラリネ。

タブレットも個性的

ガナッシュとキャラメル
を閉じ込めた粒。全9種
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心から愛する地元＝プロヴァンスの文化や風土を盛り込んだショコラが人気。
2002年に独立し2011年にMOFを取得。2018年にはMOFの試験問題を考える役
割も担っています。長く料理学校の講師も務め、彼のテクニックに学ぶ人も多いと
か。素材への探求心もますます深まり、さらにプロヴァンス愛に燃えています!

 Brand / フレデリック・アヴェッカー　
Country / フランス / シャトールナー　Chef / フレデリック・アヴェッカー氏　Frédéric HAWECKERプロヴァンス

LOVE

2022年9月に開店20周年!

苺風味のサブレ

なんとトレイまでショコラ!

今年で日本のサロン・
デュ・ショコラに参加10年!!

メルシー! 日本の皆さん!
「みんなが喜んでくれそうな
ものをチョイスしたよ」

オリーブ畑通いは
シェフの日常

ご近所の朝採れイチゴ

会場には昨年好評だった
プレーンなBOXもあり!

転写プリント
に粒の名前!

ショコラアソート メルシー（9個入）

4,968円　原産国：フランス    

ピエモンテ産のヘーゼルナッツやトウモロコシなどの多
彩なプラリネや、蜂蜜やスパイスティーを使ったガナッシ
ュなど、溢れるようなありがとう! を込めた9種のボンボン。

ハートの粒から食べてね♡

コフレ ユイル・ド・オリーヴ ヌーヴェル（8個入）

4,320円　原産国：フランス  

クリームとバターの代わりにオリーブオイルを使ったシリ
ーズの新作。オレンジマーマレードのジュレとオレンジの
ガナッシュの粒は新作。レモン&バジリコ、苺ミントなども。

オリーブオイルへの熱き想い

レ クール ドウ プロヴァンス レ フレーズ（1箱）

3,564円　原産国：フランス  

アーモンドとヘーゼルナッツのサブレを砕いて、自家製の
苺風味のホワイトチョコを混ぜて成型。さらにホワイトチ
ョコレートでコーティングしています。

ハート型サブレ第3弾

マカロンショコラ（８個入）

4.320円　原産国：フランス  

ホワイトチョコレート、カプチーノ、サンドマング産カカオ、
カカオニブ入りの4種を使って生地の部分もショコラ。オ
ールチョコレートづくしのマカロンです。3種は新作。

ありそうでなかった?!

アロマ感と
優しい味わい

※パッケージデザインが写真と異なる場合がございます。
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2013年にパリ７区にお店をオープン。フランスで人気のあるテレビグルメ番組「Le Meilleur 
Pâtissier」に2018年、2019年と2年連続で優勝。2022年11月に自身初のレシピ本 「Gâteaux」
をフランスで出版。フランスで美味しさを追求していきたいという想いと、フランス本来の美味
しい素材で日本人のアイデアと品質を詰め込んでいきたいという想いを携えて日々活動中。

 Brand / モリ ヨシダ　Country / フランス / パリ　
Chef / 吉田 守秀氏　MORI YOSHIDA日仏への

LOVE

得意としている
「柑橘」シリーズ

新作のバジルは
三越伊勢丹限定

新作「タイム」登場！

美しき島、
コルシカ島
の素材で

トンカ豆の香り
豊かなガナッシュ

定番
ココナッツ

めくるめくヨシダの世界

さらにバージョンUP!

2023年の現在地を体感

マン ド ブッタは仏の
手という意味の柑橘

モリ ヨシダ セレクション8P（8個入）

3,888円　原産国：フランス    

新鮮なバジルをアンフュゼして風味を移した新作のほか
「チャイ」「ノワゼット」「クレモンティーヌ」「ヴァニーユ」
など、ガナッシュとプラリネを合わせた8種。

今届けたいベスト8

モリ ヨシダ セレクション15P（15個入）

7,020円　原産国：フランス  

野性味のある新作ガナッシュ「タイム」と新作「バジル」も。
そのほか「トロピック」「カフェ」「トンカ」「ミエル」「パ
ンプルムース」「アールグレイ」など15種を網羅。

その美味しさに溺れたい

コルシカ（６個入）

4,104円　原産国：フランス  

島の特産素材をショコラに詰め込んだ人気シリーズ。独特
の野性味が特徴のミント＝ネピタ、島に密生する灌木＝マ
キを使った粒や、セドラやレモンリキュールなどの柑橘粒も。

コルシカ島の恵み6種

アグリュム（8個入）

4,104円　原産国：フランス  

こちらも人気シリーズ。南仏マントン産のレモン、シトロン
ヴェール、ベルガモット、マン ド ブッダの4種の柑橘をそ
れぞれガナッシュとプラリネにしたアソートBOX。

柑橘ダブルテクスチャー
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2019年にMOFを取得。フランスやイギリスなどの名店でのパティシエやショコラテ
ィエとしての輝かしい経歴のほか、パンやペストリー、アイスクリームの職人の肩書
きもあるマルチなシェフ。2008年から12年間、辻製菓専門学校でパティスリー講
師も務めています。ご自宅の地下にラボがあり、ご近所でお店をオープン予定。

 Brand / ヴァンサン・デュラン　
Country / フランス / ブレス地方　Chef / ヴァンサン・デュラン氏　VINCENT DURANTブレスの恵み

LOVE

「一人でコツコツ、じっくり作っています」

シグニチャーのボタン型

昨年、サロン・デュ・ショコラ東京に初参加。

MOFの実力を存分にアピール ! 

ヴァリエーションが増えました

良質食材の街、
ブレスから愛を!

伝統的なペンダント
がモチーフ

ガッツリの果実感

レモンのマークのフルーツ缶

きっと大絶賛♡

持ち寄りパーティーにも!

赤い柄は
唐辛子

黄色い柄はサフラン

たっぷりうれしい

6個×4段です♡

ボワットエモーブレッサンス  
キャラメル トロワ ヴァニーエ（24個入）

5,940円　原産国：フランス    

ブレス産バターのキャラメルをベースにマダガスカル、タ
ヒチ、レユニオン島の3種のヴァニラを合わせました。それ
ぞれ合うドゥルセイ、ノワール、レで包んでいます。

個性の違うヴァニラで

コフレ エヴァズィヨン  ガナッシュ オ アグリュム（24個入）

5,940円　原産国：フランス  

ガナッシュに35％の果実分を加えました。たっぷりの果
汁、生クリーム、ゼストの効果でとってもフルーティー。グ
レープフルーツ&レ、レモン&ノワール、ライム&レの3種。

ジューシーガナッシュ

ボワットエモーブレッサンス ドンブ産のサフランと
ブレス産の唐辛子風味のガナッシュ（24個入）

5,940円　原産国：フランス  

ブレス産の唐辛子の香りを移したフランボワーズのガナッシュ
はノワール。ドンブ産のサフランと蜂蜜を合わせたガナッシュ
はレ。唐辛子とサフランという難しい素材に挑戦した意欲作。

伝統素材を美味へ昇華

アソート エモーブラッサンス 
クラシック ヴァニーエ アンフュージョン（45個入）

10,260円　原産国：フランス  

ブレス産の良質バターを使ったキャラメル入りのノワール
とレ、ヴァニラ風味のキャラメル3種、唐辛子とサフランの
アンフュージョン2種を楽しめる贅沢アソート。

フルスペックの網羅缶
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ノルマンディーのカーン出身。パリの有名メゾンで11年間働いた後、2016年に「キャラメ
ル パリ」をオープン。2021年にブランド名を「アトリエ ガトー」とし、進化のリ・スタート
を切りました。パリのお店に加え、2022年に新しいお店をパリの南西のギュイアンクール、
ベルサイユ宮殿の近くに開き、ますます大躍進。日本の皆さんもぜひお店に来てください!

 Brand / アトリエ ガトー　Country / フランス / パリ郊外・ギュイアンクール　
Chef / ニコラ・アレウィン氏　Atelier Gâtoキャラメル

LOVE

キャラメルで、
みんなを幸せに!

タブレットにも燦然と輝く

パリッと割れたキャラメル
を生かしたロゴ

ますます広げてます! 
キャラメルの可能性

2種で7枚入 !
（フランスの謎）

ラグジュアリーなフルもり♡

おなじみ、カーン
の街のレンガ壁

日本でひと足先にご紹介!

プティ ヌーグ サラザン（1箱）

4,212円　原産国：フランス    

ソバの実を低温でグリルしてカリッと香りを立たせたもの
をヌガティーヌと合わせ、レでコーティングした新作。デ
コレーションは食感のよいクレープダンテル。

カリッと香ばしい

アソート プティ ビスキュイ（1箱）

4,212円　原産国：フランス  

ヘーゼルナッツのビスケットにアーモンドとヘーゼルのプラ
リネをのせてレでコートしたものと、塩風味のキャラメル
をのせてノワールでコートしたもの2種をアソート。

ビスキュイ盛り合わせ

タブレット レ キャラメル ボンボン（1枚）

2,592円　原産国：フランス  

キャラメルのパリっとした食感を楽しむタブレット。砂糖
とバターとフルール ド セルでシンプルに仕上げたキャラ
メルを、パリパリと割って砕いたものをレでコーティング。

割れる瞬間が爽快

マンディアン キャラメル ノワール（1箱）

4,860円　原産国：フランス  

ノワールにピーカンナッツ、ヘーゼルナッツ、オレンジコン
フィ、クランベリーをトッピング。ベースのショコラの中は
ブロンド色の薄い板状のキャラメルが入っています。

ナッツも果実も賑やかに
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PASCAL LE GAC

ボンボンショコラ詰め合わせ（8個入）

3,456円　原産国：フランス    

限定&新作の「モヒート」はミントが香るラム酒のガナッシ
ュ。「パッションフルーツとスパイス」も新作。そのほか「ビ
ターガナッシュナチュール」などの定番を加えた全8種。

ル・ガックのフィロソフィー

ボンボンショコラ詰め合わせ（15個入）

5,400円　原産国：フランス  

清々しいハーブが薫る「ヴェルヴェーヌ」、ブランデーが
香る「アルマニャック」などの新作3種に「塩ミルクキャラ
メル」や「プラリネ ココナッツ」など定番12種を詰め合わ
せた全15種。

完成度、品格に酔う

トリュフ詰め合わせ（ナチュール・カフェオレ）（100g）

4,104円　原産国：フランス  

口どけが良くバランスのいい甘さと香りを楽しめる「ナチ
ュール」。コーヒー豆とミルクのコクが特徴の新作「カフ
ェオレ」。2種のトリュフをアソートしました。

魅惑のダブル・トリュフ

クールもなか・ナチュール/フレーズ（1個）

各756円　原産国：日本  東京限定

濃厚でしっとりとした食感のガトーショコラをパリッとし
た食感のもなかで包みチョコレートでコーティング。サロ
ン・デュ・ショコラ東京限定のハート型です。

スペシャルなハート

2008年にお店をオープン。C.C.C.で2009年から2015年まで7年連続で最高位を
受賞。2014年から2018年まで5年連続で「欠かすことのできないショコラティエ」
にも選出。2019年、東京・赤坂に世界2号店を出店。素材と素材の完璧なる「調
和」を追求する円熟のアルチザンとして知られています。

 Brand / パスカル・ル・ガック　Country / フランス / サンジェルマン・アン・レー　
Chef / パスカル・ル・ガック氏　

調和
LOVE

調和の美学。
新作パッション
フルーツとスパイス

まさかのモナカ!

ロゴが燦然と輝く代表作

ビターガナッシュナチュール

新作モヒート

さらなる「調和」へ

とにかく香る～
15粒の香りの旅 ! 

誉れ高き傑作

わりと大きめ♡

新機軸モナカ!
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David CAPY
 Brand / ヴァンサン ゲルレ　Country / フランス / ナント　
Chef / ヴァンサン ゲルレ氏　

2007年にMOFを取得。2005年から2012年に「ヴァローナ」で指導員を務める。2012年にボルドー
に1号店、2016年に2号店をオープン。クーベルチュールの使い手としても、パティシエ&ショコラティ
エとしても高く評価されています。いまや４店舗を構え、いつも多忙で全力フル回転 !!

 Brand / ダヴィド・カピィ　Country / フランス/ ボルドー　
Chef / ダヴィド・カピィ氏

タブレット タルト ノワ 
キャラメル（１枚）

3,456円

原産国：フランス    

ショコラ ブルトン（6個入）

2,808円

原産国：フランス  
  東京限定

ワインアソート（8個入） 

6,156円

原産国：フランス    

チョコロコ パッションフルーツ

（80g）2,592円

原産国：フランス  
  東京限定

サブレ トゥイン（1箱）

4,968円

原産国：フランス  

コフレミニタブレット（20枚入）

5,400円

原産国：フランス  
  東京限定

塩バターキャラメルを中に入
れ、自家製キャラメリゼしたク
ーベルチュールのタブレット
にカリカリ食感のクルミチッ
プをトッピング。

ボルドーに根ざすカピィさん
ならではのこだわりのワイン
ショコラ。ボルドー産の白や
赤などのワインを使った8種の
ガナッシュをアソート。

塩味のあるサブレ生地の上に
キャラメル、さらにミルクジャ
ンドゥージャを重ねた３層の
サブレ。レとノワールでコーテ
ィング。

止まらないタブレット ボルドーのテロワール 食べ応えのある3層サブレ

ボルドー
LOVE

ずらっと新作飛べ! チョコロコ

日本のサロン・デュ・ショコラのために「ガンバリマシタ」

ロコロコ
しようよ♡

GVの
ロゴが輝く

シーソルトもいいね
甘さは意外と
控えめ♡

地元の愛すべき素材

中からとろり
のタブレット

ボルドーの
ワインをテーマに

コーティング２種

緑の粒は洋梨のキャラメル。
その他そばの実のガナッシュ、
ピ―ナッツのプラリネ、ブルタ
ーニュのプルガステルの苺の
ジュレなど。ゲルレ氏の身近
な食材を使ったボンボン。

ゲルレ氏の得意とするフルー
ル・ド・セルが入ったキャラメ
ルをオリジナルの作り方でカ
リッと仕上げ、パッションフル
ーツのチョコレートでコーティ
ング。六角形のBOXに入れて。

タンザニア70%ダーク、塩キ
ャラメルチップスをトッピング
したミルクなどのビーン トゥ バ
ー4種に、クリーミーで甘じょ
っぱいブロンド1種。食べやす
いサイズです。

オールNEWの6種 パリッと! カリッと! ひとりじめしたいわ!

VINCENT GUERLAIS 上質な驚き
LOVE

14歳から修業を始め、1997年に当時22歳で故郷ナントに自身のお店をオープンし、現在６店舗を展
開。伝統製法と素材へのこだわりや、芳醇なエスプリで、高い評価を得ています。2007年より世界最
高峰の洋菓子職人協会「ルレ・デセール」のメンバーになり、2018年に会長に就任。
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ミックスハーブのザータル、ジ
ューシーで甘いグレープフル
ーツ、カルダモンを効かせた
コーヒー、ゴマの調味料タヒ
ニ、蒸留酒アラク。イスラエル
で親しまれる素材5種を使用。

Yumiko SAIMURA 
Piccola Pasticceria Italia

 Brand / イカチョコレート　Country / イスラエル / テルアヴィヴ　
Chef / イカ・コーエン氏　

世界遺産カザーレ モンフェッラートの丘のお店は創業14周年。2011年にワールド チョコレート マス
ターズ イタリア大会で優勝。2015年C.C.C.外国人部門賞、インターナショナル・チョコレート・アワー
ド世界大会では2014～2022年まで数々の金賞や、ボンボンショコラ部門クリスタルの盾受賞。

 Brand / ユミコ サイムラ ピッコラ パスティッチェリア イタリア　
Country / イタリア / ピエモンテ州　Chef / ユミコ・サイムラ氏

イカ・フェイバリット（5個入）

2,970円

原産国：イスラエル  
  東京限定

イスラエル・
フレーバー（5個入）

2,970円

原産国：イスラエル  
  東京限定

死海の塩コレクション（5個入）

2,700円

原産国：イスラエル  
  東京限定

ボン サンヴァレンティーノ～大切なあなたへ～

（10個入）6,480円

原産国：イタリア  
  東京限定

大切な人へ感謝を込めて。ハーブ、フルーツ、
ゼリー、お酒などを使った多彩なガナッシュや、
ナッツが弾むプラリネ、伝統菓子ザバイオー
ネとジャンドゥイアを合わせた粒など10種を
アソート。物語と愛に満ちたショコラたち。

日頃支えてくれるあなたへ

出会いに
LOVE

ミント風味のブラジル 栗を使った森の王様

オール新作粒♡

2023ガンベロロッソ 
トップイタリアンフード
メイドインイタリー
最優秀受賞粒も!

カカオと素材への熱量がすごい!

箱の絵はサイムラ氏作

イスラエルの奥深さ! キャットタンのフレーバーは柄でわかる!

アラクは
クレオパトラ
も愛飲?!

直球勝負よ!

中はソフトで外はパリっ!

ヘーゼルとドミニカ共和国ハーブが香る

素材選びや製法に一切妥協せ
ず極めたシンプルなボンボン
の中からおすすめの5種をア
ソート。塩キャラメル、ラズべ
リー、トンカ豆、ロヒャー、ラ
ム&アーモンド。

ココナッツ、コーン、ブラック
セサミ、オリーブオイル、ヘー
ゼルナッツそれぞれに合わせ
た絶妙な塩加減。塩味の美味
しさや大切さを感じられる口
どけのよいショコラ。

イカのプライド輝く イスラエルの食文化を知る シグネチャーの死海の塩チョコ

IKA CHOCOLATE 風土&文化
LOVE

名だたるショコラティエのもとで修業したのち2011年にアトリエ兼ショップをオープン。女性らしい感
性で表現するクリエイティビティや幼い頃から慣れ親しんだスパイスや塩などの素材を使い、生まれ育
ったイスラエルの風土や文化を感じられるチョコレート作りにこだわっています。

イデンティタ カカオ～創造的なプロセス～

（4個入）3,024円

原産国：イタリア  
  東京限定

発酵に力を入れたジャマイカの豆、野生の森
で収穫されたブラジルの豆、家族で困難を越
えて育てたドミニカ共和国の豆、クリオロ種の
遺伝子を受け継いだコロンビアの豆。4粒の
中に込められた「出会い」を味わえるアソート。

出会いから生まれる多様性
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Frédéric Cassel
 Brand / ボエッラ&ソッリィーズィ　Country / イタリア / トリノ　
Chef / ステーファノ・スィルヴォーラ氏　

1994年にお店をオープン。2003年からルレ・デセール会長を務め現在は名誉会長。2013年のクー
プ・デュ・モンドではフランス代表監督として優勝に貢献。2016年にはE.P.V.(無形文化財企業)の栄
誉を獲得。ロゴマークの天使には「パティスリーという喜びを届ける」という想いが込められています。

 Brand / フレデリック・カッセル　Country / フランス / フォンテーヌブロー　
Chef / フレデリック・カッセル氏

コフレ・バルビゾン（6個入）

3,456円

原産国：フランス    

トリュフ アソート 
ピエモンテージ（8個入）

1,728円

原産国：イタリア  
  東京限定

ボワット・グルマン ショコラ

（1箱）6,480円

原産国：日本    

バーチ・ディ・ダーマ（150g）

2,484円

原産国：イタリア  
東京限定

テリーヌ・ド・ブール カッセル

（1本）2,160円
原産国：日本  

クレミニ ピスタッキオ（12個入）

2,106円

原産国：イタリア  
  東京限定

プラリネルージュ、レモン、バ
ニラ、シャルトリューズ、マロン
&カシス、キャンディ。6色から
イメージした素材や味わいを
ショコラに閉じ込めたアートな
コフレ。

ビスキュイショコラ、オラン
ジェット、マロングラッセ・シ
ョコラなどを詰め合わせたア
ソート缶。箱のデザインはカ
ッセル氏のショコラ色の愛犬 
「フィセル」がモチーフ。

バニラとショコラ風味のバタ
ーを2層にしました。朝食のバ
ゲットに挟んだり、ビスケット
でサンドしてバターサンドにし
たり、夜はお酒と一緒にオー
ドブルにも。

カラフルな毎日を! 大満足のティータイム アレンジ自在なバター

人生
LOVE

赤・黄・橙・緑・紫・虹色

ムラング＝メレンゲも!

パレットショコラ
パティシエならではの
テリーヌ型バター

ビバ・イタリア!!

貴婦人のキス♡

カラフルな包装紙

本国では
未発売の
アソート♡

日本では焼き菓子初

ピスタチオ
もあるよ!

めちゃ癒される～

サブレも!

ビスキュイも!

クラシック、ピスタチオ、パネッ
トーネ、ホワイト４種の味が２
粒ずつ入ったアソート。素材と
ナッツの風味のバランス、なめ
らかな口どけが楽しめます。

チョコをヘーゼルナッツのビ
スコッティでサンド。嚙んだ瞬
間、ほろほろっと崩れていく食
感やナッツの香ばしさがチョ
コとマッチ。現在も創業時の
レシピで作られています。

ホワイトチョコにシチリア産ピ
スタチオを贅沢に練り込みま
した。クリーミーな味わいとピ
スタチオの芳醇な香りとコク。
なめらかな口どけのよさも魅
力的です。

新作バラエティ・トリュフ ころんとご挨拶 四角いはクレミーノ

BOELLA & SORRISI ナッツ
LOVE

1939年創業。ピエモンテ産ヘーゼルナッツを使ったジャンドゥイオット、クレミーノを中心に伝統的な
製法のチョコレートでトリノっ子を楽しませている人気店。要の素材にはピエモンテ産IGPのヘーゼル
ナッツを使用。数少ないジャンドゥイオット協会の加盟店として昔ながらの味を守り続けています。

キュッと
ひねるの
がお約束
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Sébastien BOUILLET
 Brand / ラ･メゾン･ジュヴォー　Country / フランス / プロヴァンス　
Chef / ピエール・ジュヴォー氏　

世界のトップ・パティシエで構成される国際的な菓子職人協会「ルレ・デセール」のメンバーに当時最
年少で認定。「柔軟であり斬新」なブイエ氏らしい個性を発揮して多彩なスイーツの数々をクリエイト。
独創的かつ芸術的なアイデアは常に人々を驚かせ笑顔にします。

 Brand / セバスチャン・ブイエ　Country / フランス / リヨン　
Chef / セバスチャン・ブイエ氏

マカロンショコラ（5個入）

1,944円

原産国：日本    

ボンボンショコラ＆
オランジェット＆シトロネット

（6個・2種入）4,320円

原産国：フランス・日本    

ヌヌースショコラ（9個入）

3,456円

原産国：日本    

ボンボンショコラ（10個入）

4,428円

原産国：フランス  

リヨンサンド（4個入）

2,160円

原産国：日本    

①トワショコラ（1枚）

497円

②アーモンドノワール（1枚）

411円
③ピスタチオクランべリー（1枚）

454円

原産国：日本

口どけの良いショコラに様々
なクリームをサンドしたマカ
ロン型ショコラ。とても手の
込んだ作りの可愛いルックス。
ピスターシュ、キャラメル、マ
ンゴーなど5種。

黒クマはプラリネアマンドの
ノワールがけ、茶クマはプラ
リネノワゼットのレがけ。定番
のキャラメルムーやパッション、
マンダリンなどブイエ氏らし
い9種をアソート。

リヨンの伝統素材＝プラリネ
ルージュを使用し、アーモン
ドプラリネクリームを合わせ
てサンドした「ルージュ」とサ
ブレショコラで自家製ピスタ
チオプラリネクリームをサンド
した「ピスターシュ」の2種。

マカロンがショコラに変身！ 主役はクマさん? ブイエ氏のおやつを新作に

アイデア
LOVE

中にアーモンド

UFOじゃないよ! 
マカロンショコラだよ!

ヌヌース
＝クマの
ぬいぐるみ

真っ赤なお菓子やパンが
リヨンの街にはいっぱい!

味わいは本格派

新作「トワショコラ」

トワ?永遠?!

代表作 パレヴァニーユ

自信作 プラリネシトロン

ジュヴォー沼へ♡

ソフトな食感

毎日ホヤホヤ!リヨンのシンボル、
プラリネルージュ使用

マダガスカルのヴァニラを感
じるガナッシュや、アーモンド
の香味豊かなプラリネなどを
含むショコラ6種に、オランジ
ェット＆シトロネットを入れた
贅沢なアソート。

看板の「パレヴァニーユ」「パ
レオレ」「パレオノワール」、プ
ラリネのノワールやレやシト
ロン。紅茶風味の「パレオテ」、
柑橘香る「ヌガモンテ」、ビタ
ーな「トリュフ」など10種。

アーモンドと3種のショコラを
合わせた新作「トワショコラ」
をはじめ、ナッツとショコラを
組み合わせたソフトクッキー3
種。会場では当日の焼きたて
を販売します。

ジュヴォーを語るBOX たっぷりと世界観 焼きたてビスキュイ

La maison JOUVAUD 伝統
LOVE

1948年に誕生。プロヴァンスへの熱い想いとともにジルベルト氏、フレデリック氏、ピエール氏が３代、
70年以上に渡って伝統を守り、さらに新たな飛躍を目指すメゾン。ストレートな美味しさで地元の人々
に長く愛され続けているショコラトリー、パティスリー、コンフィズリーです。

アールグレー
香る粒も!

①

②

③

側面にドライ♡
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さらなる輝きがまぶしい。

世界からLOVEビーム&リスペクト!
ますます活躍する日本のシェフたち

日本的な繊細な発想やこだわりを持ちながら、

大胆かつ新鮮なクリエイションで

私たちを驚かせてくれる日本のショコラティエたち。

素材やカカオへの想いや関わり方も年を追うごとに深みを

増しています。ベテランのシェフから新進気鋭のシェフまで。

挑戦と進化をやめないその姿に、今年も感動の拍手です。

The Japanese Chef
Mature and Emerging

ワールド チョコレート マスターズBOX 2023 （8個入: 8ブランドから各１個）

4,752円  原産国:日本

世界一のショコラティエを決める世界大会「ワールド チョコレート マスターズ」で歴代日本代表シェフ
8人が作る8粒をアソート。昨年10月のパリ サロン・デュ・ショコラで行われた決勝戦では田中二朗シェ
フが世界の強豪シェフを相手に大健闘し、BONBON部門含む3部門でトップの評価を受けました。

さらなる輝きがまぶしい。

Selection Box 4

"World Chocolate Masters"



World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld World 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld World 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

Chocolate Masters W
orld Chocolate Masters 

World Chocolate Masters W
orld Chocolate 

Masters W
orld Chocolate Masters W

orld 

171170

Naomi Mizuno

1978年、京都府福知山市生まれ。2007年のワールド チョコレート マスター
ズ世界大会で総合優勝。ベスト・アントルメショコラ、ベスト・チョコレートピ
エスモンテの両部門賞も受賞。2018年のワールド チョコレート マスターズ
から審査委員長を歴任。水野氏の弟子だった方々もショコラ界で活躍中。

 Brand / ナオミ ミズノ　
Country / 日本 / 京都　Chef / 水野 直己氏

アセンブルカカオ（17個＋30ｇ入）

7,398円

原産国：日本  

自然や生産者への敬意とともにカカ
オの楽しみ方を追求。オレンジやフィ
グ、ココナッツ、イチゴ、ゆず、ラズベリ
ーなど。多彩な果実とカカオのマリア
ージュを中心としたバラエティ豊かな
17種の粒。ピスタチオのチョコも入っ
ています。

大自然そのものをいただく

タブレットハーブガーデン（4個入）

3,543円

原産国：日本  

お店の裏庭で採れたハーブをタブレ
ットに練り込みました。風に乗った柔
らかなハーブの香りとショコラの組み
合わせ。爽やかなレモンマートル、甘
い香りのディル、力強いローズマリー、
安らぎのカモミールの4種。

ハーブの庭からこんにちは

福知山
LOVE

＃HINOKI: 檜　
〈垣本 晃宏〉2013年・2018年代表 
印象的な檜の爽やかな香り。ヘーゼルナッツの香ばしさと
ホールフルーツチョコレートのカカオの酸味にマイルドな
ミルクチョコを合わせています。

＃RIPE: ライプ 
〈山本 健〉2005年代表 
サクッと香ばしく焼き上げたスパイスクッキーと、南国の香
り豊かなマンゴーとホールフルーツチョコレートの酸味を合
わせたガナッシュ。

＃COMPLETE: コンプリート　
〈水野 直己〉2007年代表 
深煎りのエスプレッソの香りをうつしたマジパンと、柔らか
な酸味が特徴のホールフルーツチョコレートのガナッシュを
合わせました。

＃EVOCAOTROPIQUE: エヴォカオトロピック　
〈平井 茂雄〉2009年代表 
マカダミアナッツのクラックランと、ホールフルーツチョコ 
「エヴォカオ」を使ったパイナップル&バナナのガナッシュ。
プラントベースです。

＃TEROIR: テロワール 　
〈植崎 義明〉2011年代表 
ホールフルーツチョコレートエヴォカオを100％を使った果
実感あふれるピュアガナッシュ。キャラメルのコクとアマレ
ットの甘い香りも。

＃AMAZAKE: 甘酒 　
〈小野林 範〉2015年代表 
京都産米で作った甘酒をキレのあるホワイトチョコのガナッ
シュに。アプリコットジャムと合わせ、カカオ感強めのチョ
コでコーティング。

＃PURPUR: プルプル　
〈和泉 光一〉2005年代表 
爽やかな酸味をもつ苺とキャラメルと甘い香りのバナナの
ガナッシュのマリアージュ。華やかな香りのミルクチョコレ
ートで包みました。

＃PB-MINTSTRAWBERRY: プラントベースのミントフレー ズ　
〈田中 二朗〉2022年代表 
ホールフルーツチョコレートを使ったミント風味のガナッシュ
と爽やかな苺のパートドフリュイの2層。プラントベースのボ
ンボンショコラ。

甘い香り

浅煎りのピスタチオをプラリネ
入りのホワイトチョコでコート

葉っぱのデザイン

ラムマロン

シトロン
プラリネ

刺激的

壮大な
テーマ
のBOX

心を平和に。
深呼吸。

麻のバッグに
入ってるよ！
※バッグは
インド製
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シャインマスカット&ダージリン
セカンドフラッシュ2021 タルザム茶園

マンゴー&蜜香黄金芽

苺&芳香小野菊

紅玉りんご&ジャーマンカモミール

シンプルでPOP

果実の
ポテンシャルを
引き出す
新テク駆使

繰り返した実験の成果

PÂTISSIER eS KOYAMA
ショコラ界の頂点で輝き続け2022年に開催されたC.C.C.では9度目の最高位を獲
得。外国人部門最優秀ショコラティエ賞も3度受賞。2013年に設立した子供専用
パティスリー「未来製作所」がキッズデザイン賞を受賞。絵本も出版しています。
2019年には「トップ・オブ・ショコラティエ100」の一人として表彰を受けました。

 Brand /パティシエ エス コヤマ　
Country / 日本 / 兵庫　Chef / 小山 進氏　

es-TABLET 木苺&ライチ（1枚）

1,620円　原産国：日本  

テリーヌ ドゥ ショコラ ヘッコンダ（1本）

1,998円　原産国：日本  

相性が素晴らしい木苺とライチを2層に。見た目
はチョコレートなのに口の中に入れると「フレッ
シュな果肉?!」と錯覚してしまうようなみずみずし
さ。華やかなマリアージュを楽しめます。

生チョコのようなねっとり感と、舌に乗せるとゆ
るりと溶ける魅惑の口どけ。70％のショコラ・ノ
ワールを使っているのでカカオ感たっぷり。濃厚
ながらもフルーティーでキレのよいあと味です。

SUSUMU KOYAMA'S  CHOCOLOGY 2022（4個入）

1,728円　原産国：日本  

まるでフレッシュな果実そのものを味わっている
かのような自家製のフルーツチョコレート。不思
議なトリックでお茶をマリアージュさせて、フル
ーツ以上のフルーティーさへと導きます。

フルーツを超えたフルーツショコラ

Official Tea Fukaborism 2022（6個入）

2,808円　原産国：日本  

お茶の「深掘りスト」がすすめる６種類のお茶で、
深掘り主義の小山氏が創ったボンボン。深い歴
史やテロワール、茶摘み、製造の工程など。お茶
の一生がショコラを通して感じられます。

深い深いお茶の世界

進化系・フルーツタブレット

濃厚好きなら必食! 

子供たち
LOVE

Welcome to the NEW POP WORLD
新たな技法を盛り込んだ意欲作

キンと冷やして
薄くスライス!

赤ワインやロゼの
シャンパーニュと

中国系烏龍茶、
台湾紅茶など
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2016年にお店をオープン。「上質な素材」「香りのマリアージュ」を追求
し、こだわりのビーントゥバーショコラを作っています。2020年 日経新
聞全国フォンダンショコラ・ランキング第1位、インターナショナル・チョ
コレート・アワード2020アジアパシフィック大会銀賞受賞など国際的に
も評価されています。

あえてシンプルな設計

注目の新作

ティザンヌ・ホウヅキ

おやつ時間が
待ち遠しい!

2022 C.C.C.で
Award de l' harmonie
を受賞!! おめでとう
ございます

祝!

きなこ!

木頭柚子

オレンジ

金木犀

W.Boléro

ボンボンショコラC.C.C.2022（4個入）

1,458円

原産国：日本  

C.C.C.に2022年夏に出品したボン
ボン4粒セット。マンゴーを使いオ
ペラをイメージした「オペラ・エテ」
「ノワゼット・バナーヌ」「ペルー･プ
リュス」「抹茶アプリコット」の4種。

祝・受賞ボンボン

ボンボンショコラ テ・ユイット2023
（8個入）

2,538円

原産国：日本  

中国の紅茶、白茶、台湾の半発酵茶、
ダージリンなどのお茶をアンフュゼ
して使用。ギリギリの感覚と発想で
練られたカカオ、副素材のフルーツ。
3つのマリアージュ。

すべてを研ぎ澄まして

ガレット･カカオ（7枚入）

2,160円

原産国：日本  

カカオニブ、カカオパルプ、ローのカ
カオプードルを使ったザックザクの
サブレを70%のダークチョコレート
でコーティング。カカオの風味を堪
能できるサブレです。

ザックザク!

2015年から2019年まで4年連続でC.C.C.の金賞を獲得し、2019年にア
ワードを受賞。世界のトップショコラティエとしての地位を確立していま
す。手間を惜しまない製法を貫き、年に2回はフランス各国へ赴くなど、
生産者や地元の食を探求。常に自己研鑽に余念が無いシェフとして知ら
れています。

 Brand / ドゥブルベ・ボレロ　
Country / 日本 / 滋賀　Chef / 渡邊 雄二氏　

向上心
LOVE

PRESQU’ÎLE 
chocolaterie
 Brand / プレスキル ショコラトリー　
Country / 日本 / 東京　Chef / 小抜 知博氏

インスピレーション（4個入）

1,728円

原産国：日本  

長野県蓼科のオールドローズ、石垣
島のバニラ、熊本の金木犀、徳島の
柚子の風味を引き出すカカオを選
定。素材の味わい、カカオの上品な
苦味をしっかりと感じられます。

生産者への敬意を込めて

プラリネ レコルト（8個入）

3,240円

原産国：日本  

まろやかな甘みをもつプーリア地方
の古代種アーモンドを使ったプラリ
ネ4種と、風味を残すため低温焙煎
したピエモンテ産のヘーゼルナッツ
を使った4種のプラリネ。

イタリアの恵みに感謝

ペカン ドゥルセ きなこ（100g）

2,160円

原産国：日本

チョコレートにきなこを合わせたお
つまみショコラ。ペカンナッツにトン
カ豆の香りを移し、香ばしさと塩味
のあるブロンドチョコレートで包み、
さらにきなこ!

やみつき必至です

上質素材
LOVE

「調和」に対して高い評価

塩、ココナッツ、 レモンなどと合わせて

優しい
甘みのきなこ
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le bonbon 
et chocolat

大阪で８年間パティシエとして働いたのちリヨンの「フランソワ・ジメネー
ズ」やアルザスの「ダニエル・レベー」で研修を積み帰国。2015年に地
元の長浜市にショコラ専門店をオープン。2019年からビーン トゥ ボンボ
ンの製造も開始。店頭には1年中、宝石のようなチョコレートたちが並ん
でいます。

 Brand / ボンボンショコラ　
Country / 日本 / 滋賀　Chef / 前田 こず枝氏　

le fleuve

水野直己氏のもとで修業したのち2014年に独立。農家に育ち、実家が
営む「麦畑自然農場」の平飼い卵や純粋生はちみつなど妥協のない素
材選びには信頼が寄せられている。2022年インターナショナル・チョコ
レート・アワードのアジア太平洋大会では金賞、銀賞、銅賞を受賞。

 Brand / ル・フルーヴ　
Country / 日本 / 兵庫　Chef / 上垣 河大氏

プラント6（6個入）

2,808円

原産国：日本  

鮨や和食のようにショコラを表現し
たいとシェフ。シークワーサーや日
本茶など、素材の旨味が存分に引き
出された最新のクリエイションが詰
まった6種。

透き通る素材感

ボタニー10（10個入）

4,860円

原産国：日本  

素材感を追求する中で辿り着いた
乳不使用の表現。インターナショナ
ル・チョコレート・アワード アジア
太平洋大会2022で金賞を受賞した
プラリネなど全10種。

未体験の解像度

タブレットヘーゼルナッツ（1個）

1,944円

原産国：日本  

ビターチョコ・シチリア産のヘーゼ
ルのプラリネ・ヘーゼルクリームの
３層にカリカリ食感のヘーゼルをト
ッピング。王道素材を使った斬新な
表現にチャレンジ。

バランスが抜群 !

3層

ココソイ!

金賞の日本茶!

シェフ♡の柑橘。シトロンベルガモット
良質ヘーゼルとの
出逢いから♡

自信のバリエ♡

渾身のコレクション
口紅より大きめかな?

フェミニン箱

バーショコラ（3本入）

2,301円
原産国：日本  

フランボワーズ&チョコレートケー
キ、くるみとキャラメル&パッション
ミルク、ピスタチオ&ガナッシュの3
種のバーショコラをアソート。食感
も楽しい新作です。

新機軸のショコラバー

オレンジサブレ（17枚入）

2,700円

原産国：日本  

稀少な国産のバレンシアオレンジの
皮と果肉を使ったオレンジサブレに、
ダークチョコレートをコーティング。
パリッとした食感とオレンジの香り
が楽しめます。

鉄板人気のサブレ

ボンボンショコラ15（15個入）

3,910円

原産国：日本  

香ばしい自家製プラリネのチョコレ
ートや、パートドフリュイとガナッシ
ュが2層、シンプルなガナッシュな
ど15種。噛みしめた時の香りとふわ
っとした食感が特徴です。

ショコラの宝石箱

サクサク

ピスタチオ

ファン増量中♡

キャラメル

丁寧仕事
LOVE

缶にずらっと
美サブレ

前田イズム堪能♡

素材感
LOVE
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 Brand / ヨシノリ・アサミ　
Country / 日本 / 東京　Chef / 浅見 欣則氏

美味しさ
とびだせ!

箱デザインは切り絵

コウノトリ&大聖堂のステンドグラス

ルックス、
映え映え

ノンストップ系♡

ぶどう!

柑橘!

ピスタチオ

リンゴも
とびだせ!

Pâtisserie 
Le Pommier

2005年にお店をオープン。店名はノルマンディー名産の「リンゴの木」
に由来しています。2009年にフランス政府から国家功労勲章、2015年
にフランス教育功労賞、2018年にフランス農事功労賞を受勲。伝統の味
に忠実なお菓子は、どこか懐かしく自然と笑顔がこぼれるような温かさ。
心まで満たされます。

 Brand / パティスリー ル・ポミエ　
Country / 日本 / 東京　Chef / フレデリック・マドレーヌ氏

Yoshinori Asami

ストラスブールの老舗「キュブレー」でシェフパティシエを務めたのち帰
国。2015年に東京・巣鴨にお店をオープン。国内外の有名コンクールで
数々の受賞歴があり、2011年MOFのグラシエ部門では外国人初のファ
イナリストに選出。新作アイスクリームは毎年会場で大人気です。

ショコラアソート（４個入）

1,620円

原産国：日本  

大聖堂に使われているヴォージュ山
脈の岩を模したフランボワーズの新
作ガナッシュや、ぶどうやオレンジ
リキュールのガナッシュ、パンデピ
ス風味のプラリネの4種。

シェフの思い出の味

ショコラアソート（8個入）

3,240円

原産国：日本  

プラリネは、パンデピス風味、ノワ
ゼット&レモン&ライムピール、ピス
タチオ&アーモンドなど。ガナッシュ
はぶどう、アプリコット、ライチなど。
全8種をアソート。

アルザスの魅力を表現

ガトーノワ（1箱）

1,944円

原産国：日本  

ヘーゼルやアーモンドなどナッツ系
のケーキを得意としているシェフが
初めてくるみを使用。サブレ生地に
キャラメリゼしたくるみをのせ、チョ
コを絞っています。

初ナッツのくるみ

ポムダムール マジュール（4個入）

4,320円

原産国：日本    東京限定

おなじみのリンゴのショコラ。今年
はカシスとマロンの2つのフレーバ
ーでご用意しました。素材のピュー
レをふんだんに使用。アルコールタ
イプのアソートです。

看板娘のリンゴ

カマンベール オ ショコラ（6個入）

4,320円　原産国：日本  

特産チーズから着想を得たユニーク
なショコラ。カマンベール&ホワイト
チョコのガナッシュと、いちじく、蜂
蜜、フランボワーズ風味のビターガ
ナッシュを二層にした3種。

カモン! カマンベール

ポップコーン オ キャラメル ショコラ

（200g）3,240円

原産国：日本  

キャラメルポップコーンを58%のベ
ルギー産ショコラでコーティングし
ました。北海道産バターとゲランド
のフルール・ド・セルを使い、素材
も味わいもリッチです。

新しいぞ食べたいぞ

ほのぼの
LOVE

アルザス
LOVE

ノルマンディーといえば

寒い冬にぴったり! 

新作!!



181180

ショコラアソート ボンボン ジャポネ
（6個入）

2,808円

原産国：日本    東京限定

和菓子職人の技を活かしたボンボ
ン6種。市田柿のペーストを使った
ガナッシュの粒、2種類の栗クリー
ムを使った粒のほか日向夏、西京白
みそ、きなこ、煎茶を素材に。

和の素材を駆使

et les Japonais

和菓子舗の次男に生まれ、幼いころから工房が遊び場だったという 〈ク
ラブハリエ〉の山本シェフが手がける「和菓子×ショコラ」のブランド。和
菓子づくりを支える職人技を多くの人々に伝え、未来へつなげたいという
想いをチョコレートにのせて。日本から世界に向けて日本人の繊細な感
性と匠の技を発信していきます。

 Brand / エ レ ジャポネ　
Country / 日本 / 滋賀・近江八幡　Chef / 山本 隆夫氏　

MUSÉE DU CHOCOLAT
THÉOBROMA

C.C.C.で2014年から6回連続金賞を受賞。2022年もインターナショナ
ル・チョコレート・アワード 世界大会で金賞、アカデミー・オブ・チョコ
レートで銀賞などを持つ「味覚の魔術師」。20年前から世界のカカオ農
園を訪問し小規模カカオ農家への支援も行っています。

 Brand / ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ　
Country / 日本 / 東京　Chef / 土屋 公二氏

スペシャリテ2023（4個入）

2,484円

原産国：日本  

ラムレーズン、レモンのプラリネ、リ
ンゴ&シナモン、ピスタチオ&フラン
ボワーズの人気素材を組み合わせ
た、C.C.C.金賞受賞のアソートです。

C.C.C.受賞アソート

チョコレートバスクチーズケーキ（1個）

2,592円

原産国：日本  

チョコレート味のバスクチーズケー
キ。クリームチーズの濃厚でクリー
ミーな味わいとともにチョコのほろ
苦さ、カカオのフルーティーな味わ
いが口の中に広がります。

濃厚でなめらか

コインチョコ、ベアグミアソート
（コインチョコ18枚+グミ100g）

2,951円
原産国：日本  

コイン型チョコレート2種とチョコ
味のクマ型のグミを、画家・樋上公
実子さん描きおろし新作デザイン缶
に詰めました。ビターはカカオ66%、
ミルクはカカオ45%です。

プレゼントにもいいね

芝犬だワン!

直径12cm!

ほっこり、
ほっこり

技術指導している
マダガスカルの
農家の豆使用

毎日、
焼いて会場へ

匠が奏でる斬新羊羹

シェフのエッセンスがギュッ!

きなこ・柿・日向夏はホワイトチョコ

レモン

和の心♡ クマグミ♡

柿! 

リンゴ&シナモン

羊羹 ! 

フランボワーズ

きなこ

ほこほこショコラ抹茶（4個入）

1,728円

原産国：日本  

ほこほことした時雨生地に宇治抹
茶を加え、香り高く仕上げた餡でガ
ナッシュを包みました。ほろりとした
口溶け、抹茶の香り、ほろ苦いチョ
コの味わいが広がる一品。

かわいい抹茶時雨

羊羹ショコラ（1本）

1,404円

原産国：日本    東京限定

カカオのほろ苦さを活かした羊羹と、
ブランデーがほのかに香るショコラ
羊羹を2層にしました。なめらかな口
当たりと口の中でゆっくりと変化す
る味わいが楽しめます。

楽しい&驚きの羊羹

和菓子も
LOVE

カカオ農家
LOVE

芳醇な香り

new
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大阪、東京のお店に続き、2014年に清里高原にBean to Bar工房を設
立。カカオ豆の選別、焙煎からチョコレートを作る本格派。英国のチョコ
レート品評会アカデミー・オブ・チョコレート2022で金賞を受賞。2014
年に〈アルチザン　パレ ド オール〉、2019年にホワイトチョコレート専
門の〈ショコラティエ　パレ ド オール　ブラン〉も開設。

 Brand / ショコラティエ　パレ ド オール　
Country / 日本 / 東京　Chef / 三枝 俊介氏　

プラリネコレクション（6個入）

2,981円　原産国：日本  

フルーツやナッツの自家製プラリネ
と自家製チョコを掛け合わせた風
味豊かなショコラの詰め合わせ。苺、
柚子、みかん、八ッ橋、ピスタチオ×
抹茶、くるみの6種。

なみなみならぬ自家製

ラムペアリング（6個入）

3,240円　原産国：日本  

ラム酒をふんだんに練り込んだ
ショコラ6種。ビター、ホワイトの
プレーンタイプと、ラム&レーズン、
ラム&カフェ、ラム&ナッツ、ラム&
パイナップルの6種。

ラムがふくらむ

ザッハトルテ ガーナ（1個）

3,564円　原産国：日本  

生地やグラズールに自家製ガーナ
産チョコレートやカカオパウダーを
使用。ウィーンの古典的なお菓子を、
カカオ感を生かしたチョコレートケ
ーキに仕上げました。

温故知新

ROND-POINT

2021年、中野坂上にオープンしたショコラトリー。蜂蜜やハーブ、スパイ
スなどを操りフランス料理やカクテルのテクニックも駆使。洗練された香
りを1粒のショコラで表現しています。ロンポワンとは信号のない環状交
差点のこと。田中丸シェフの「丸」を中心に多くの人たちが行き交い、幸
せを分かち合いたい思いを店名に込めています。

 Brand / ロンポワン　
Country / 日本 / 東京　Chef / 田中丸 博文氏

レ・ザグリュウム（6個入）

2,484円

原産国：日本  

レモン、かぼす、ベルガモット、文旦、
デコポン、ゆずをすべて国産の蜂蜜
とマリアージュ。柑橘が美味しくな
る冬だから作れる新作のセレクシ
ョンボックスです。

6種の柑橘&蜂蜜

レ・ミエル（6個入）

2,484円

原産国：日本  

蜂蜜メーカー出身のシェフならでは
のスペシャリテ。北海道産シナ蜂蜜、
愛媛伽藍山蜂蜜、レモングラス、ラ
ベンダー、エルダーフラワー、フラン
ボワーズの6種です。

国産蜂蜜を使い分け

セレクションボックス10（10個入）

3,564円

原産国：日本  

良質素材を使った定番粒が集合。
単一ピウラケマゾン、アルアコ、フ
ランボワーズ、ウイスキー、シナ蜂
蜜、胡椒など全10種。それぞれ全く
違うレシピで構成されています。

美味しさ三重丸

ベルガ
モット

みかん
プラリネ

デコ
ポン

フラン
ボワーズ

八ツ橋!

柑橘の酸味を
蜂蜜の甘さが包む♡

パレード♡

バランス良好BOX

フルに新作ショコラ! 

表面シャリッ

三枝式バランス

愛媛の蜂蜜

ラム&パイ
ナップル

ラム&
レーズン

CHOCOLATIER 
PALET D'OR 本格

LOVE
蜂蜜
LOVE

自然な甘さ
×果実感

ラム酒の
芳醇な香り

new
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tealCARAMEL 
et CACAO

国際的パティシエコンクール「クープ デュ モンド」2009に出場しシュガ
ーピース部門第1位に。「ル ショコラ ドゥ アッシュ」にて長年統括シェフ
を務めていた経験を生かし2023年に現ブランドを立ち上げました。「ひ
と粒に欲張りな幸せを」をコンセプトに、選び抜いた素材を使って、キャ
ラメルとガナッシュの2層のボンボンショコラを作っています。

 Brand / キャラメル エ カカオ　
Country / 日本　Chef / 若林 繁氏　

キャラメル エ カカオ フリュイ（6個入）

2,501円
原産国：日本    東京限定

キャラメルとガナッシュの2層で表
現した6種のボンボンショコラ。ス
ペシャリテの塩キャラメル以外はレ
モン、洋梨、マンゴー、ブラッドオレ
ンジ、フランボワーズなど国産のフ
ルーツを使ったキャラメルとガナッ
シュの組み合わせ。東京限定の粒も
2種入っています。

魅せます! キャラメル技

キャラメル エ カカオ 12粒（12個入）

4,381円
原産国：日本  

抹茶キャラメル×柚子、生姜キャ
ラメル×人参芋、塩キャラメル×杏、
パッションマンゴー×パッションバ
ナナ、赤紫蘇キャラメル×ルバーブ、
塩キャラメル×クルミ味噌など。キ
ャラメルと素材のマリアージュ12種
類を詰め合わせたショコラアソート。

日本の美味素材と

2017年 のトップ・オブ・パティシエ・イン・アジアのベスト・ショコラティ
エ賞を受賞し「パスカル・ル・ガック東京」のシェフショコラティエだった
眞砂氏と日本橋兜町の「パティスリー イーズ」の大山氏がタッグを組み、
互いの個性と技術を活かしたチョコレート＆アイスクリームショップをオ
ープン。　

 Brand / ティール　Country / 日本 / 東京　
Chef / 眞砂 翔平氏,大山 恵介氏

チョコレートクッキーと
カモのクッキー缶（1缶）

4,200円

原産国：日本  

カカオ&ダークチョコ、ラムレーズン
&チョコチップ、金ごま&ミルクチョ
コのクッキーや、お店のロゴ＝「カ
モ」のカタチのサブレとチョコレー
トも入っています。

はじめましてのクッキー缶

ボンボンショコラアソート（６個入）

3,240円　原産国：日本  

ほうじ茶×ヘーゼルナッツ、赤ワイ
ン×スパイス、フランボワーズ×胡
蝶蘭、桃×セイロンティーなど。素
材の組み合わせを生かした6種。新
しい発見があるはず。

なめらか新ガナッシュ

チョコレートバー8本セット（8本入）

4,325円

原産国：日本  

クッキーにキャラメルソースとナッ
ツ&クランベリーをのせチョコでコ
ートしたキャラメルバー。ブラウニー
にカシスジャムとフルーティなガナ
ッシュを重ねたチョコバー。

大人気のバー2種

チョコ＆アイス
LOVE

ほうじ茶

愛媛ブラッドオレンジ じっくり炊き上げたキャラメル

北海道、高知、福島などからの素材も

斬新な掛け合わせ

セイロン茶

多彩!

ロゴのカモ

青森のリンゴもWで

それぞれ違う魅力

らしさ、光る

これもカモ

宮崎マンゴー
＋パッション
バナナ

新開業
LOVE

新食感&新たな味わい

たっぷり
26枚♡

new
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MAISON CACAO

コロンビアの自社管理農園でカカオ栽培からオリジナルのクーベルチュ
ール作りまで取り組む鎌倉発祥のアロマ生チョコ専門店。全国を巡って
探した素材とチョコレートを掛け合わせ、驚きの美味しさを表現。水分量
をギリギリまで高めた口どけのよいショコラは各国の要人にも愛される
香りと味わい。

 Brand / メゾンカカオ　
Country / 日本 / 鎌倉　Chef / 石原 紳伍氏

アロマ生チョコレート BIWA（16個入）

3,024円

原産国：日本    東京限定

みずみずしい長崎県のビワ「なつた
より」を使用。丁寧に煮詰めて香り
を凝縮しミルクチョコと合わせまし
た。繊細なビワの味わいを表現する
のは至難の技だったとか。

数年かかって完成

アロマ生トリュフ（6個入）

3,888円　原産国：日本  

看板のアロマ生チョコレートよりも
さらにとろける口どけ。新感覚の生
トリュフ。パリッと薄いコーティング
の中から濃厚でなめらかなチョコレ
ートが溢れ出します。

チョコレートの生感

アロマ生チョコレート MAISON
（16個入）

3,240円　原産国：日本  

追熟させ糖度と味わいを高めた山
梨産シャインマスカットを使用。ビ
ターなコロンビア産カカオと合わせ
た生チョコ。シグニチャーな一品が
さらに美味しくなって登場です。

毎年完売フレーバー

フランス修業時代にミッシェル・ショーダン氏に師事。2006年にお店
をオープン。2014年C.C.C.セレクションジャポンで５タブレットを受賞。
100種類以上のクーベルチュールを使い分け、独自のブレンドを素材と
合わせ美味しさを追求するショコラ職人。絶えず新しい試みを続けてい
ます。

 Brand / マ・プリエール　
Country / 日本 / 東京　Chef / 猿舘 英明氏

ショコラ･カフェ･セレクション（6個入）

2,754円

原産国：日本    東京限定

ブルーマウンテン、モカ、マンデリン
など。それぞれのコーヒーの特徴を
生かして、ガナッシュやキャラメル、
プラリネ、ウイスキーなどと合わせ
た6種をアソートしました。　

大人なコーヒー三昧

サブレ・シトロン・ジャンジャンブル
（7個入）

2,754円

原産国：日本    東京限定

レモンと生姜のコンフィ入りのサブ
レを、猿舘シェフ厳選のクーベルチ
ュール7種類をブレンドしたチョコレ
ートでコーティング。ビターとミルク
の2種があります。

爽やか&まろやかサブレ

コンプリートBOX（20個入）

8,208円

原産国：日本    東京限定

サロン・デュ・ショコラで限定販売
していたキャラメル、カカオハンター
ズ、ハチミツ＆プラリネ、ムースガナ
ッシュの各セレクションBOXに入っ
ていたショコラ全20種を網羅。

限定ものをコンプリート

新たな
とろ～り

自然の恵み
シリーズ

大ヒット

大粒なビワなのよ♡

こだわった水分量

山梨に専用農園も!

コラボ
ヒストリー

ブル
マン!

アイリ
ッシュ

ハートはキャラメルモカ

2018年から2021年。4年間の集大成

心づかいの
個包装♡

Ma Prièreアロマ
LOVE

職人魂
LOVE
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ミシュラン３つ星「ラトリエ・ド・ジョエル・ロブション香港」等を経て、パ
リ8区の「ジョエル・ロブション 獺祭」のシェフ・パティシエに。有名なレ
ストランガイド「ルベイ」2019年度版で最優秀デザートに選ばれました。
2022年に日本に帰国し、自身のプライベートブランドを本格始動し、大
阪にデゼールサロン「équ」を開業。

 Brand / タダシ ナカムラ エキュ　
Country / 日本 / 大阪　Chef / 中村 忠史氏　

ボンボンショコラ詰め合わせ（６個入）

3,175円　原産国：日本    東京限定

ロブション氏のスフレを表現した 
「ピスターシュ・シャリュトリューズ 」
や「Dassai オレ」などの人気3粒に
「フォレノアール」「パンデピス」など
の限定3粒をアソート。

充実のナカムラBOX

ボンボンショコラ詰め合わせ（9個入）

4,423円　原産国：日本    東京限定

獺祭を使ったオレとノワール。ロブ
ション氏が絶賛した中村氏のチョコ
レートケーキやフランス伝統のタル
トタタンをショコラで表現したもの
など珠玉の9種をアソート。

躍動するオリジナリティ

オランジェット（5個入）

3,969円　原産国：日本  

コルシカ産の肉厚なオレンジのコン
フィを銘酒・獺祭入りビターのガナ
ッシュでコーティング。さらにホワイ
トチョコをかけて二層に仕上げまし
た。相性抜群の味わい。

獺祭とオレンジの蜜月

香り、口溶け、コクをショコラの命と考え「日本に合うショコラ」を提案。
ヨーロッパとは異なり、四季によって気温や湿度の変化が激しい日本で
質の高いショコラを作るため、専用のアトリエでショコラティエたちが丁
寧にひとつひとつ手作りしています。

 Brand / ベルアメール　
Country / 日本 / 東京　

プレミアムビターショコラ
「ハニー＆スパイス」（8個入）

3,240円

原産国：日本   

エッジィな酸味を持つベリーズ産と
カカオ感が強いベネズエラ産を合
わせたオリジナルのクーベルチュー
ルを使用。蜂蜜とスパイスをテーマ
にしたアソート。

黄金比のプレミアムビター

フルーツバターショコラ（5個入）

2,160円　原産国：日本  

ホワイトチョコとブロンドチョコの
それぞれをバタークリームに混ぜ合
わせ、セミドライレーズンや長野県
産の干し柿をミックス。クラッカー
を添えました。

バター×チョコレート

ショコラキャラメルサンド（5個入）

2,376円　原産国：日本  

香ばしいヘーゼルナッツパウダー入
りのサクサククッキーにキャラメル
をサンドし、ビターチョコレートとミ
ルクチョコレートをコーティングし
ました。

食べやすい新作

マロンや
ラベンダーに
ハチミツ!

キャラメル
サンド

バター
新世界

クグロフも限定粒♡

獺祭×オレ

獺祭×
ノワール

獺祭×柑橘

これパレ

バター香る&とろける

みんな好きなやつ～

ココナッツのプラリネ

感動的ですらある♡

紅茶風味のマンジャリ

TADASHI 
NAKAMURA équ ホワイトチョコ

LOVE
BEL AMER 四季

LOVE

カカオ分73％



BIG IMPACT 
BOX

フルーツ多め

初の大容量! さすがの圧巻ぶり!!

さらにカカオ産地別まで網羅

並んだショコラが満天の星のように
きらめく大容量BOX。
ショコラティエの魅力や
個性をたっぷりと堪能して! 

〈オリヴィエ・ヴィダル〉ショコラ アソート 36P（36個入）10,800円　原産国：フランス    

Olivier VIDAL

28
粒

36
粒 36

粒

32
粒Christine FERBER

〈クリスティーヌ・フェルベール〉

レ ラパン エ レ ズ ショコラアソート 28P（28個入）

12,420円　原産国：フランス    

Christian CAMPRINI〈クリスチャン・カンプリニ〉ショコラアソート 32P（32個入）10,368円　原産国：フランス    

CHOCO 2

〈ショコ オ キャレ〉ショコラボックス 6 2（36個入）
12,204円　原産国：フランス    

ワールド全開

シグニチャーの柑橘系もずらっと!

プラリネ推し

シンプルにウマっ!
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25
粒

36
粒

28
粒

24
粒

Le Bristol Paris
〈ル ブリストル パリ〉
ショコラアソート 
ブリストル グラン（25個入）

16,200円　

原産国：フランス    

Philippe BEL

〈フィリ
ップ・ベル〉

ショコラ アソート 28P（
28個

入）

7,992円　

原産国：フ
ランス

  
  

Franck KESTENER
〈フランク・ケストナー〉ショコラアソート36P10,044円　原産国：フランス    

ケストナー氏自ら厳選

Mバイヤー、イチ推し !

キャラメルも、
プラリネも

うれしい2段BOXです!

WEB販売のみになります

全13種入り!

TOURBILLON BY YANN BRYS
〈トゥルビヨン  バイ ヤン・ブリス〉ショコラアソート24P9,072円　原産国：フランス    

Bマークはシンプルガナッシュ

いいとこどりの28粒
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Everyone likes  
Sablé サブレにはついつい力が入るシェフたち。

ひろがるサブレ・ワールドへようこそ!

30
粒

23
粒

W.Boléro

〈ドゥブルベ・ボレロ〉

ボンボンショコラ 

コンプリートBOX 202
3（30個入)

7,236円　原産国：日本    

Alban GUILMET
〈アルバン・ギルメ〉ショコラアソート（23個入）
5,940円　原産国：フランス    

さすがの匠技

バリエーション豊富! 　

自家製パータタルティネ

全30種のうち5種は新作

赤ハートはジュレとガナッシュの2層

マカデミアナッツ、カプチーノティムット胡椒、キャラメルなど!

タブレット クール ノワール（1箱）

5,940円　原産国：フランス    

〈オリヴィエ・ヴィダル〉
サブレブルトンをノワールでコート。ハート
にはパータタルティネが入っています。

Olivier VIDAL

サブレ クール フリュイ ルージュ（1箱）

5,940円　原産国：フランス    

〈クリスチャン・カンプリニ〉
チョコサブレの上にフランボワーズのジュレ&
レでコート。カシスのジュレ&ノワールでコート。

Christian CAMPRINI

サブレ クール（1箱）3,348円　原産国：フランス    

〈トゥルビヨン バイ ヤン ブリス〉
ヒナゲシ風味のフランボワーズのガナッシュと、黒ベ

リーのジュレとガナッシュをサブレと合わせました。

TOURBILLON BY YANN BRYS

2種入り

ハート型のサブレ2種入り

完熟した果実を使うのがコツ
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アソート クッキー（1箱）
3,780円　原産国：フランス  

〈リリアン・ボンヌフォア〉
ヘーゼルナッツ&カカオニブ。くる

みとレーズン入り。黒ゴマのロース

ト&ペースト。

Lilian Bonnefoi

Atelier Gâto

フーセック（1箱）

4,644円　

原産国：フランス
    

〈アルバン・ギルメ〉

ぜんぶ激ウマ! ヴァニラ風味やチ

ョコのサブレディアマン、ヘーゼ

ルナッツのサブレなど。

Alban GUILMET

サブレ キャラメル レ（1箱）

5,940円　

原産国：フランス
    

〈ル ブリストル パリ〉

厚めのサブレの上にキャラメルを

のせ、さらにレでコーティング。仕

上げの塩がアクセント。

Le Bristol Paris

サブレジャンデュージャ（1箱）

4,212円　

原産国：フランス
    

〈アルバン・ギルメ〉

ヘーゼルナッツ入りのサブレの上

にヘーゼルナッツのジャンドゥー

ジャを重ね、薄いショコラをオン。

Alban GUILMET

サブレ フルールドセル 
ノワール（1箱）3,996円　原産国：フランス    

〈カンタン・バイィ〉フルール ド セル入りのシン
プルなサブレをダークチョ
コレートでコーティング。

Quentin BAILLY

ビスキュイ ノワゼット（1箱）
4,860円　原産国：フランス    

〈アトリエ ガトー〉ヘーゼルナッツのビスキュイに

キャラメルとジャンドゥージャ

を合わせレでコートしました。

３種のクッキーをアソート

 Mバイヤー激賞

さらにクラッシュナッツ、
レでコート

生地にバターたっぷり

六角形になりました ! 
シェフのお気に入りサブレ♡

お店で一番人気

ことしは2層タイプ
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ギャレット デュ ノール（5枚入）3,024円　原産国 : フランス

〈カンタン・バイィ〉
しっとり焼き上げた生地の中に5つの風味の濃厚なクリーム。昨年も大人気でした。

右 : クレームグラッセ ビター＆焼き栗（1個）

左 : クレームグラッセ ビター＆ラムレーズン（1個）

各957円

〈ヨシノリアサミ〉

チョコアイスにマロングラッセ。チョコ&ラムレーズン

アイスにピスタチオクリームの2種。

フロランタン サブレ フーレ プララン（9個入）

5,400円　原産国：フランス  

〈クリスティーヌ・フェルベール〉
ヘーゼルナッツとヴァニラ風味のサ
ブレに、プラリネ、フロランタンをの
せてチョコで包みました。

Christine FERBER サブレ ショコラ レ（1箱）5,184円　原産国：フランス  

〈フィリップ・ベル〉バターたっぷりのサクサク食感
の生地と相性抜群のレのショ
コラを合わせたベル印のサブレ。

Philippe BEL

左：サブレ ノワゼット（1箱） 
右：サブレ アマンド（1箱）
各3,888円　原産国：フランス  

〈フランク・ケストナー〉
ヘーゼルナッツ入りサブレをノ
ワールとレで半面コート。アー
モンドのサブレもあります。

Franck KESTENER

オレンジ風味&アーモンド感も

ベルさん作のクーベルチュール使用

ドモリ社の
ショコラ使用

香ばしさ、爆発

ガラスのボトル Take This & 
Eat in Part2のサロン・デュ・ショコラ東京で楽しめる

お持ち帰りスイーツや、会場でしか食べられない
ショコラなスイーツをご紹介! 

会場で逢いましょう!

この出逢いはレアです♡

そのまま食べても

温めて食べてもOK

2種のレーズンを

漬け混んだ

ラムレーズン

フィユテ オ マロン オブセ（1個）702円　原産国：日本

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉パリ直輸入のパイ生地で、マロンのクリームとコンフィチュール、ショコラを包みました。

Yoshinori Asami

Quentin BAILLY

pâtisserie 
Sadaharu AOKI paris

苺とカシスクリーム、キャラメルソースと紫芋のパフをトッピング

マロン ヴァニラ チョコレート

ラム酒&ヴァニラ

サラザン
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ケークショコラバナーヌ（1個）
4,860円　原産国：フランス

〈トゥルビヨン バイ ヤン ブリス〉バナナを入れたケーク生地にエキゾチックフルーツのガナッシュを流し、コーティング。

ボワット パティスリー（2個入）

3,240円　原産国：フランス

〈ショコ オ キャレ〉

茶の方はジャンドゥージャやキャラメル

入りのガナッシュなど。白い方はピーカ

ンナッツのクリームとガナッシュなど。

ケーク マーブレ（1個）

2,808円　原産国：フランス

〈アレクシア・サンティニ〉

グアナラ70％のチョコとマダ

ガスカル産ヴァニラを使用。上

にもヴァニラの鞘をのせています。

ケーク オランジュ ショコラ（1個）
3,024円　原産国：フランス

〈アレクシア・サンティニ〉
コルシカ島産のオレンジのコン
フィを、ケークの中にも上にも
たっぷりと使っています。

ケーク フランボワーズ（1個）
3,780円　原産国：フランス

〈カンタン・バイィ〉
アーモンドのケーキにフランボワ
ーズのシロップ、ヨーグルトのガ
ナッシュ、チョコのグラサージュ。

ケーク フランボワーズ ルビー（1個）
5,940円　原産国：フランス  

〈クリスチャン・カンプリニ〉
レモン風味のビスキュイ生地
の間にルビーチョコとフラン
ボワーズのガナッシュをサンド。

ケーク プラリネ（1個）

4,860円　原産国：フランス

〈アトリエ ガトー〉

ヘーゼルナッツを丸ごと! 生地

にはナッツ風味のシロップを

染み込ませて、さらにプラリネを。

ケーク アンプリュション ショコラ レ（1個）

3,780円　原産国：フランス

〈アルバン・ギルメ〉

生地にヘーゼルのペースト、フ

ランボワーズのパートド フリ

ュイを入れて焼き上げました。

ケーク マリーギャラント（1個）
4,536円　原産国：フランス

〈リリアン・ボンヌフォア〉
ノワールの生地とノワールのガナッシュを重ねて。ヘーゼルナッツのジャンドゥージャもオン。

ケーク マロン（1個）

3,888円　原産国：フランス  

〈カンタン・バイィ〉

栗のコンフィ入りのフォンダン

ケーキの上に栗のキャラメルを

のせ、ニブ入りのレでコート。

モワルー ショコラ バニーユ（1本）
3,780円　原産国：フランス

〈フランク・フレッソン〉
バニラ風味の柔らかいショコラ
のケーキの中に、バニラクリー
ムが詰まっています。

ケーク ショコラ パッション（1個）

4,860円　原産国：フランス

〈ニコラ・ベルナルデ〉

パッションフルーツ風味のガ

ナッシュノワールが真ん中に。

レのチョコでコーティング。
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思い出も詰まってる

アーモンドを

トッピング

日本サイズ
でお届け！

とろけるよ
うな味わい

ミルクチョコでコーティング

フランボワーズ

づくし! リピーター多し!

フレッシュな
バナナを
ふんだんに使用

コルシカを感じて! 

ノワールとホワイトの2種セットケーク生地は

ビスキュイ・

サシェール

お花の

デコレーション! 
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クロンヌ デ デュック ショコラ（1個）

4,536円　原産国：フランス

〈アルバン・ギルメ〉

アーモンド&ハイカカオのミルクチョコを使用。

南仏産のアーモンドはコーティングにも。

Alban GUILMET

バターはノルマンディー産、ヴァニラはタヒチ産

ケーク アプリコ（1個）
4,428円　原産国：フランス

〈トゥルビヨン バイ ヤン ブリス〉アプリコット風味のアーモンドケークの上に蜂蜜を少し加えたアーモンドプラリネをオン。

TOURBILLON BY YANN BRYS

サヴォイヤージュ（1個）

6,912円　原産国：フランス

〈パトリック・アニヨレ〉

サヴォワ地方がフランス領になって150周年の

記念に誕生したチョコレートづくしのケーキ。

PATRICK AGNELLET
タルト ルイーズ（1個）
2,268円　原産国：フランス

〈パトリック・アニヨレ〉柔らかいタルト生地の中にブルーベリーたっぷりの層。上にヘーゼルナッツを散らしました。

PATRICK AGNELLET

ドライの
アプリコ

ット
も上に

サヴォワのエンブレム柄

お母さまへの

オマージュ
JEAN-PAUL HÉVIN 
 Brand / ジャン＝ポール・エヴァン　Country / フランス / パリ　
Chef / ジャン＝ポール・エヴァン氏　ブランドプロフィールはP.104をご参照ください。

ミルフォイユ グラッセ ショコラ マロン

（1個）1,210円

エヴァンのミルフォイユとアイスが
一度に食べられたら。素敵な夢を叶
えるために、カカオが香るパイにマ
ーマレードを添えて、マロン風味の
チョコレートアイスをサンドしました。

グルマンのためのデザート

ムニュ タルト オ ショコラ カメルーン

（1セット）1,595円

ムニュ タルト オ ショコラ マダガスカル
ムニュ タルト オ ノワ ドゥ ペカン

（各1セット）各1,496円

2022年にカメルーンのカカオ農園
を訪れたエヴァン氏。カカオの魅力
と風味を活かすための絶妙なバラン
スで焼き上げたタルトをドリンクと
セットで。

カカオへのオマージュ

ムニュ SDC

（1セット）1,595円

サロン・デュ・ショコラ限定のアン
テロガション、サブレ ロン キャラメ
ルとクール レ ローズの3点とお飲物。
ショコラ ショかJPHオリジナルの紅
茶とお召し上がりください。

新作・限定をお気軽に

創造力
LOVE

サクサク

カメルーン

マダガスカル

新作。日本初登場

マーマレードのアクセント

会場で焼いてます

ラストオーダー : 各日閉場30分前 203202



いちごとカカオのパフェ（黒）

（1人前）3,300円

アマゾンカカオのクリームや苺、カシスとバルサ
ミコのソースを重ね、ヴァニラのクランブル、自
家製チョコレートジェラートなども。オリーブオ
イル&チョコのソースで仕上げます。

とろ～りチョコレートパフェ

いちごとカカオのパフェ（白）

（1人前）3,300円

フランボワーズのコンフィチュールと苺のマリネの
上にカカオ出汁のジュレ。ヨーグルト風味のシャ
ンティをのせ、柑橘のグラニテや、カカオティー
風味のバニラジェラートなども盛り付けました。

花咲く爽やかパフェ

カカオの
メレンゲ

フランボワーズの
コンフィチュール&
苺のマリネ

カカオ出汁
のジュレベルガモット

のグラニテ

アプリコット&
バラのソース

teal 
 Brand / ティール　Country / 日本/東京　
Chef  / 眞砂 翔平氏,大山 恵介氏　ブランドプロフィールはP.185をご参照ください。

パフェ
LOVE

le sputnik

カカオ産地への「旅」をコンセプトにしたアシェットデセールとアルコールのペアリングを提案する東
京・六本木のミシュラン一つ星店。髙橋シェフはパリのパティスリーでの修業経験を生かし、出会った
食材たちの産地、テロワールを一皿で表現する人物。

 Brand / ル スプートニク　Country / 日本 / 東京　
Chef 髙橋 雄二郎氏　

カカオ旅　
LOVE

蝦夷鹿パイ包み “カカオ”

（1皿）5,500円

Voyage～コロンビアへの旅～

（1人前）3,080円

Voyage～沖縄への旅～

（1人前）2,640円

蝦夷鹿とフォアグラをフィユタージ
ュショコラに包んで焼き上げました。
ソースはアマゾンカカオ入り。ボリュ
ームたっぷりなので、シェアして食べ
ていただくのがおすすめです。

カカオポッドをイメージした飴の中に
はカカオハンターズのチョコレートで
作ったムース、グァバや柑橘などのフ
ルーツ、アイスクリームが入っています。

カラキ、月桃、シークワーサー、泡
盛などの沖縄食材とOKINAWA 
CACAOを使ったラビオリ。蒸したて
のラビオリの香りと、別添えの多彩
なソースもお楽しみください。

蝦夷鹿の旨味を閉じ込めて

飴の中はコロンビア

沖縄が詰まったラビオリ

カカオを
練りこんだ
パイ生地

コロンビアを感じる
花の香りがアクセント

月桃の葉で
包んで蒸します

自家製
セミドライぶどう

泡盛ソース

中央のソースは
OKINAWA CACAOで
作った温かいムース

カカオニブのジュレ

　

ラストオーダー : 各日閉場30分前ラストオーダー : 各日閉場30分前　※20歳未満の方、お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。 205204



BRAND INDEX

開催期間の出店ブランド。

黒色はPart1、赤色はPart2

ア

アニエス エ ピエールー 98 ★

アトリエ ガトーー156

アマゾンカカオー78

アルバン・ギルメー126

アレクシア・サンティニー142

アレノ&リヴォワールー96 ★

アンチドートー50

イヴァン・シュヴァリエー140

イカチョコレートー163

ヴァンサン ゲルレー161

ヴァンサン・デュランー154

ヴェストリー73

エ レ ジャポネー180★

エリタージュー38

エル セイボ ボリビアー27

オリヴィエ・ヴィダルー116

カ

カカオサンパカー70

カカオストアー60

カカオハンターズー22

神楽坂 ふしきのー90

カネルブレッドー86

カルーナ チョコレートー43

カンタン・バイィー124

キャラメル エ カカオー184 ★

クナ・デ・ピエドラー24

クリスチャン・カンプリニー118

クリスティーヌ・フェルベールー106

クルイゼルー71

サ

サチ・タカギー58

シーベジタブルー85 ★

シブ チョコレートー26

シャテルー28

ジャン=ポール・エヴァンー102・203

ショコ オ キャレー148

ショコラティエ　パレ ド オールー62・182

ショコラトリー モランー41

ショコラマダガスカルー30

スベンスカ・カカオー44

セバスチャン・ブイエー166

タ

タイ料理 みもっとー84 ★

ダヴィド・カピィー160

タダシ ナカムラ エキュー188

ダリ ケーー67 

チョコレートツリーー40

チョコレート ナイーブー48

チランー89 ★

ティールー185・205

テオ アンド フィロー33

ドゥブルベ・ボレロー174

トゥルビヨン バイ ヤン ブリスー122

トシ・ヨロイヅカー61

ドブレ カーー82 ★

ドモーリー39

ナ

ナオミ ミズノー171

ニーナチョコレートー28

ニコラ・ベルナルデー138

ネル クラフト チョコレート トーキョーー64・91

ノエルベルデー34

ハ

パカリー20

パスカル・ル・ガックー158

パティシエ エス コヤマー172

パティスリー イーズー65

パティスリー・サダハル・アオキ・パリー132

パティスリー ジュン・ウジター54

パティスリー ル・ポミエー178

パトリック・アニヨレー94 ★

パトリック・ロジェー130

ビストロ  ネモー87 ★

フィリップ・ベルー110

フィルフィル カカオファクトリーー51

ブーランジェリー ビストロ エペー88

フーワンチョコレートー29 ★

フェルクリンー45

フォッサチョコレートー49

ブノワ・ニアンー72

フョークチョコレートー44

フランク・ケストナーー114

フランク・フレッソンー101

フランツー86 ★

ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニーー87

フリスホルムー42

ブルーノ ルデルフー144

プレスキル ショコラトリーー175

プレスキル ショコラトリー カカオエディションー55

ブレッド&ワイン チセー88

フレデリック・アヴェッカーー150

フレデリック・カッセルー164

ペイサージュー80

ベルアメールー189

ベルナシオンー112

ボエッラ&ソッリィーズィー165

ポール・オキパンティー146 

ボナー36

ボンボンショコラー176

マ

マ・プリエールー187

マルゥー32

ミッションチョコレートー25 ★

ミニマル -ビーン トゥ バー チョコレート-ー66

ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマー181

ミルトスー52

メゾン カカオー186

明治ー68

モリ ヨシダー152

ヤ

ユミコ サイムラ ピッコラ パスティッチェリア イタリアー162

ヨシノリ・アサミー179

ラ

ラ･メゾン･ジュヴォーー167

ラティテュードクラフトチョコレートー31

リストランテ　カシーナ カナミッラー83 ★ 

リリアン・ボンヌフォアー134

ル ショコラ ドゥ アッシュー56

ル スプートニクー204

ル ブリストル パリー136

ル・フルーヴー177

ル・フルーヴ＆ファーマーズー59

レ スクレ ドゥ ノ ヴェルジェー128

レガル・ド・チヒロー63 ★

レスピラシオンー76 ★

ローラン ル ダニエルー120

ロス・タコス・アスーレスー77

ロンポワンー183 ★

※ブランド名のカタカナ表記順に並んでいます。

※★のマークは、サロン・デュ・ショコラ

　初出店ブランド。

207206




