
サロン・デュ・ショコラ 2023

カタログ掲載商品

店頭完売情報

ブランド 商品名 税込価格 カタログ

<アトリエ ガトー> アソート プティ ビスキュイ（1箱） 4,212円 P157

<アトリエ ガトー> ケーク プラリネ（1個） 4,860円 P200

<アトリエ ガトー> タブレット レ キャラメル ボンボン（1枚） 2,592円 P157

<アトリエ ガトー> ビスキュイ ノワゼット（1箱） 4,860円 P196

<アトリエ ガトー> プティ ヌーグ サラザン（1箱） 4,212円 P157

<アトリエ ガトー> マンディアン キャラメル ノワール（1箱） 4,860円 P157

<アニエス エ ピエール> コフレ ニュアージュ（4個入） 2,916円 P99

<アニエス エ ピエール> コフレ195°（8個+1枚入） 3,888円 P99

<アニエス エ ピエール> ショコラアソート（9個入） 3,672円 P99

<アルバン・ギルメ> カリポム（９個入） 4,428円 P127

<アルバン・ギルメ> ケーク アンプリュション ショコラ レ（1個） 3,780円 P201

<アルバン・ギルメ> サブレ キャラメル アマンド（1箱） 4,860円 P127

<アルバン・ギルメ> サブレジャンデュージャ（1箱） 4,212円 P197

<アルバン・ギルメ> ショコラアソート ミニ ボワット（8個入） 2,592円 P127

<アルバン・ギルメ> ショコラアソート（23個入） 5,940円 P194

<アルバン・ギルメ> フーセック（1箱） 4,644円 P196

<アルバン・ギルメ> レ ブクリエ ヴィキング（15枚入） 4,536円 P127

<アレクシア・サンティニ> オランジェット（1袋） 3,132円 P143

<アレクシア・サンティニ> シトロネット（1袋） 3,132円 P143

<アレクシア・サンティニ> パンプルムーセット（1袋） 3,132円 P143

<アレノ&リヴォワール> コフレ ドゥ スティック（6個入） 3,888円 P97

<イヴァン・シュヴァリエ> ガトー ボヤージュ シトロン（1本） 5,400円 P141

<イカチョコレート> 死海の塩コレクション（5個入） 2,700円 P163

<ヴァンサン ゲルレ> チョコロコ パッションフルーツ(80g) 2,582円 P161

<ヴァンサン・デュラン> 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 P155

<ヴァンサン・デュラン> 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 P155

<ヴァンサン・デュラン> 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 P155

<ヴァンサン・デュラン> 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 P155

<オリヴィエ・ヴィダル> サブレ パータタルティネ（１箱） 4,968円 P117

<オリヴィエ・ヴィダル> タブレット クール ノワール（1箱） 5,940円 P195

<オリヴィエ・ヴィダル> トゥール ドゥ ロルロージュ（10個入） 4,968円 P117

<オリヴィエ・ヴィダル> ペルル ドー（9個入） 4,536円 P117

<オリヴィエ・ヴィダル> マカロン４P（4個入） 2,592円 P117

<カンタン・バイィ> ギャレット デュ ノール（5枚入） 3,024円 P199

<カンタン・バイィ> ケーク フランボワーズ（1個） 3,780円 P200

<カンタン・バイィ> ケーク マロン（1個） 3,888円 P200

<カンタン・バイィ> サブレ フルールドセル ノワール（1箱） 3,996円 P197

<カンタン・バイィ> タブレット バナンヌ（1枚） 2,700円 P125

<カンタン・バイィ> トリュフココ（9個入） 3,996円 P125

<カンタン・バイィ> フロランティーヌ（1箱） 3,780円 P125
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<クリスチャン・カンプリニ> コンフィ アグリュム メランジェ（1箱） 4,104円 P119

<クリスチャン・カンプリニ> サブレ クール フリュイ ルージュ（1箱） 5,940円 P195

<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 P191

<クリスチャン・カンプリニ> バロタン トリュフ ノワゼット シトロン（1箱） 3,672円 P119

<クリスチャン・カンプリニ> ボワット サヴール イタリエンヌ（9個入） 4,320円 P119

<クリスティーヌ・フェルベール> 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 P109

<クリスティーヌ・フェルベール> フロランタン サブレ フーレ プララン（9個入） 5,400円 P198

<クリスティーヌ・フェルベール> 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） 5,400円 P109

<クリスティーヌ・フェルベール> ボワット クラシック ～ル ヴィラージュ～（9 個入） 4,860円 P107

<クリスティーヌ・フェルベール> 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 P108

<クリスティーヌ・フェルベール> ボワット ル グーテ ～ショコラプール グーテ～（9 個入） 4,860円 P108

<クリスティーヌ・フェルベール> 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 P107

<クリスティーヌ・フェルベール> 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 P109

<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 P190

<ショコ オ キャレ> 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 P149

<ショコ オ キャレ> ショコラ アソート プラリネ（9個入） 3,564円 P149

<ショコ オ キャレ> ショコラボックス 6² （36個入） 12,204円 P191

<ショコ オ キャレ> ショコラボックス クヴェルト 4²アソート（16個入） 5,400円 P149

<ショコ オ キャレ> タブレット ヴァニーユ ペカン（１枚） 3,024円 P149

<ショコ オ キャレ> ボワット パティスリー（2個入） 3,240円 P201

<セバスチャン・ブイエ> リヨンサンド（4個入） 2,160円 P166

<セレクションBOX> セレクションBOX 1 アンサンブル～ともに～(16個入) 9,072円 P8

<セレクションBOX> セレクションBOX 3 メサージュ～想い～(9個入) 5,616円 P15

<セレクションBOX> セレクションBOX4 ワールド チョコレート マスターズBOX 2023 (8個入） 4,752円 P169

<ダヴィド・カピィ> サブレ トゥイン（1箱） 4,968円 P160

<ダヴィド・カピィ> タブレット タルト ノワ キャラメル（１枚） 3,456円 P160

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> 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 P123

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> ケーク アプリコ（1個） 4,428円 P202

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> ケークショコラバナーヌ（1個） 4,860円 P201

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> サブレ クール（1箱） 3,348円 P195

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> サブレトゥルビヨン 8P（8個入） 2,700円 P123

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> ショコラ アソート 12P（12個入） 4,968円 P123

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> ショコラアソート24P 9,072円 P193

<トゥルビヨン バイ ヤン ブリス> ボワット キャラメル トンドル（６個入） 3,132円 P123

<ニコラ・ベルナルデ> ケーク ショコラ パッション（1個） 4,860円 P200

<ニコラ・ベルナルデ> コフレ ショコラ フリュイ（６個入） 3,780円 P139

<ニコラ・ベルナルデ> コフレ ベストオフ プラリネ（６個入） 3,780円 P139

<ニコラ・ベルナルデ> プティNB（9個入） 5,940円 P139

<パトリック・ロジェ> ショコラ アソート 4P（4個入） 3,672円 P131

<フィリップ・ベル> サブレ ショコラ レ（1箱） 5,184円 P198

<フィリップ・ベル> ショコラ アソート 28P（28個入） 7,992円 P193

<フィリップ・ベル> ショコラ アソート（10個入） 4,536円 P111

<フランク・ケストナー> サブレ アマンド（1箱） 3,888円 P198

<フランク・ケストナー> サブレ ノワゼット（1箱） 3,888円 P198

<フランク・ケストナー> サブレ ブルターニュ（1瓶） 3,888円 P115

<フランク・ケストナー> タブレット ヴァニーユ フレーズ（1枚） 2,376円 P115

<フランク・フレッソン> ショコラ アソート 12P（12個入） 4,968円 P123

<フランク・フレッソン> ショコラ アソート 4P（4個入） 3,672円 P131

<フランク・フレッソン> ミヌレイ ロレーヌ（1 箱） 3,996円 P101

<フランク・フレッソン> モワルー ショコラ バニーユ（1本） 3,780円 P200



<フレデリック・アヴェッカー> マカロンショコラ（８個入） 4,320円 P151

<フレデリック・アヴェッカー> レ クール ドウ プロヴァンス レ フレーズ（1箱） 3,564円 P151

<ベルナシオン> ショコラアソート キューブ エデン（12個入） 11,556円 P113

<ベルナシオン> タブレット アグリュム（1枚） 4,428円 P113

<ベルナシオン> タブレット ポワーブル ティムット（1枚） 4,536円 P113

<ベルナシオン> タブレット マイス（1枚） 4,428円 P113

<ボエッラ&ソッリィーズィ> トリュフ アソート ピエモンテージ（8個入） 1,728円 P165

<ポール・オキパンティ> 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 P147

<ポール・オキパンティ> 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 P147

<ポール・オキパンティ> タブレット プラリネ クルジュ エ ペルー レ 60％（1枚） 3,132円 P147

<ポール・オキパンティ> 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 P147

<ポール・オキパンティ> 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 P147

<ポール・オキパンティ> 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 P147

<モリ ヨシダ> アグリュム（8個入） 4,104円 P153

<モリ ヨシダ> モリ ヨシダ セレクション8P（8個入） 3,888円 P153

<リリアン・ボンヌフォア> アソート クッキー（1箱） 3,780円 P196

<リリアン・ボンヌフォア> ケーク マリーギャラント（1個） 4,536円 P201

<リリアン・ボンヌフォア> コフレ アフター（8個入） 4,860円 P135

<リリアン・ボンヌフォア> ショコラ アソート 9P（9個入） 5,184円 P135

<リリアン・ボンヌフォア> タブレット ファソン タルト フレーズ（1枚） 2,916円 P135

<リリアン・ボンヌフォア> ボワット プティサフ（６個入） 4,644円 P135

<ル ブリストル パリ> サブレ エキゾチック（1箱） 5,724円 P137

<ル ブリストル パリ> サブレ キャラメル レ（1箱） 5,940円 P197

<ル ブリストル パリ> タブレット ル ブリストル パリ モンブラン（1枚） 4,320円 P137

<ル・フルーヴ> タブレットヘーゼルナッツ（1個） 1,944円 P177

<ローラン ル ダニエル> クララン&マディッグ（16個入） 3,996円 P121

<ローラン ル ダニエル> ショコラアソート（９個入） 3,996円 P121

<ローラン ル ダニエル> スペシャリティ アソート（1缶） 4,968円 P121

<ローラン ル ダニエル> リシュース10袋（20個入） 3,888円 P121

※各日開店時点での情報となります。

※カタログ掲載商品のみの情報となります。

※最新の完売状況は店頭係員にお問い合わせください。

その他、一部ブランドの店頭商品情報を、下記よりご案内しております。

一部混雑が予想されるブランドの店頭商品情報

・一部ブランドの全ての商品をご覧になれます(カタログ不掲載品含む)。

・完売情報をご案内しております。

・在庫状況の反映にタイムラグがございます

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f_14

