
NEW 

※価格はすべて本体価格です。 

～オー・ド・フルール～ 

アロマを纏う  

大人のご褒美チョコレート  

異なる花から採れる蜂蜜を使用した３つの香りのガナッシュを中心に 

アロマ＆チョコレートの新しい魅力が開花したアソートをご用意しました。 

好きな香りを選ぶように気分にぴったりのひと箱をお楽しみください。 

オー・ド・フルール ３４個入/２,０００円  オー・ド・フルール １２個入/１,０００円  

３種類の蜂蜜を使ったガナッシュ入りチョコレートと、 

トリュフチョコレートを贅沢にアソートしました。 

マンディアンやハニーフレーバー 

アーモンドを加えた、選りすぐりのアソートメント。 

オー・ド・フルール [フローラルブーケ]   
６個入/６５０円  

華やかなフローラルの香りをイメージした 

アソートメント。 

オー・ド・フルール [フルーティーシトラス]  
６個入/６５０円  

オー・ド・フルール [オリエンタルスイート] 
 ６個入/６５０円 

柑橘の爽やかな香りをイメージした 

アソートメント。 

オリエンタルで高貴な香りをイメージした 

アソートメント。 



薔薇の花をあしらった上品なパッケージがどなたにも愛される、 

モロゾフのバレンタインを象徴するシリーズです。 

それぞれのパッケージの華やかさに贈る喜びがふくらみます。 

フロレゾン 
21個入/2,000円 

ピーリペック  
131ｇ（26個）入/1,000円 

ローズ デ ローズ 
（ルージュ） 
9個入/8００円 

― モンクール ― 

ラメラ 
18個入/700円 

ラメラ 
6個入/300円 

ローズ デ ローズ 
（ヴィオレ） 
9個入/8００円 

※価格はすべて本体価格です。 



鮮やかに洗練されたパッケージに、チョコレートをボリュームたっぷりに詰め合わせたシリーズ。 

プレーンチョコレートやトリュフ、ボンボンなど人気の味わいを取り揃えました。 

どなたにも喜ばれる正統派のチョコレートシリーズです。 

ＶＡＬＥＮＴＩＮＥ ＢＡＳＩＣ 

セピアアソートメント  
20個入/1,500円 

トリュフアソートメント  
12個入/1,000円 

ウイスキーボンボン  
12個入/５００円 

― バレンタイン ベーシック ― 

※価格はすべて本体価格です。 

ブランデー＆ウイスキーボンボン  
21個入/1,000円 

プレーンチョコレート 
135ｇ（29個）入/1,000円 



― ル ショコラ ― 

素材にこだわった口どけなめらかな生チョコレート 「ル ショコラ」。 

北海道産生クリームとミルクチョコレートの調和がまろやかな「マイルドカカオ｣、 

2種のチョコレートとコニャックでコク深く仕上げた「リッチカカオ」、 

石臼挽き宇治抹茶でほろ苦い大人の味わい「宇治抹茶」の3種をお届け。 

マイルドカカオ 
20個入/500円 

宇治抹茶 
20個入/500円 

マイルドカカオ＆リッチカカオ 
40個入/1,000円 

※価格はすべて本体価格です。 

リッチカカオ 
20個入/500円 

宇治抹茶＆マイルドカカオ 
40個入/1,000円 



― レオン― 

こだわりの美学を持つ、おしゃれな大人の男性に贈りたい、スペシャルなブランド。 

高級感あふれるシックなボックスに、ファッショナブルなときめきを閉じ込めて―。 

2020年、デザインも新たにラグジュアリーな世界がより豊かに広がりました。 

アンバサダー 7個入/800円 

ピアリッジ  
16個入/1,200円 

ウィッティー 
44ｇ（9個入）/45０円 

※価格はすべて本体価格です。 

レオン 20個入/2,000円 

レオン  
ブランデー＆アイリッシュ 
ウイスキーボンボン 

15個入/1,000円 

洋酒を使ったトリュフやロゴ入りのプラリネチョコ 
レートなど多彩な詰合せ。腕時計をイメージした 
2020年限定の缶入りです。 

上質なダークブラウンのボックスに洋酒をきかせた 
トリュフ、コーヒーやナッツの味わいのチョコレート 
などを詰め合わせました。 

キラッと輝く硬貨や地球儀をイメージした 
チョコレートなど、アイデアが詰まった 
多彩なチョコレートの詰合せ。 
知的なイメージのブック型の装いにリニューアル。 

紳士のお洒落な小物を描いた 
パッケージにプレーンチョコレート
を詰め合わせました。 

アイリッシュウイスキーとフランス産原酒
を使用したブランデーのボンボン詰合せ。 



― アレックス＆マイケル ― 

アレックス＆マイケル 
20個入/2,000円 

アレックス＆マイケル 
10個入/1,000円 

カタリナアイランド 
11個入/50０円 

※価格はすべて本体価格です。 

カイユ 
１００g入/800円 

ラブリーベア 
9個入/1,000円 

アメリカ西海岸に暮らす兄弟のピュアな世界を表現した、マリンテイストで愛らしいブランド。 

テディベアやマリンテイストのデザインで、キュートな夢の世界を繰り広げます。 

2020年はハンディーなストライプボックスに、浜辺の小石に見立てたアーモンド 

チョコレートを詰めた「カイユ」が新登場。全品洋酒不使用です。 

カイユ 
50g入/500円 

NEW 

ボンニュイ 
22個入/800円 

２段詰 



― ヴェルジュール ― 

ヴェルジュール（トリュフ） 
10個入/1,000円 

ヴェルジュール（カフェ） 
34個入/1,000円 

ヴェルジュール（ノワ） 6個入/700円 

ヴェルジュール（プティショコラ）  
14個入/1,000円 

ヴェルジュール 24個入/2,000円 

※価格はすべて本体価格です。 

贅沢を知る大人のためのハイクラスなアソート。 
 シンプルで美しい一粒ひと粒を 上品な黒のボックスに詰め合わせました。 

ヴェルジュールの個性的な４つのカテゴリーからセレクトした
チョコレートを、美しくコーディネート。 

ナッツの香ばしさを贅沢に味わえる、 
ジャンデュイヤやプラリネの詰合せ。 

ナッツを使ったジャンデュイヤにコーヒー
テイストをプラスしたレイヤードチョコレート
など風味豊かなチョコレートの詰合せ。 

キルシュやグランマルニエなど 
洋酒の芳醇な香りを楽しめる 
トリュフの詰合せ。 

ジャンデュイヤやフルーツのガナッシュ 
など、さまざまな味わいが楽しめるショコ
ラアソート。 



運河沿いの休日 
28個入/1,000円 
    

― ハーティー ― 

お気に入りの石畳 
12個入/500円 

セーヌ通りの小部屋  
28ｇ（6個）入/300円 

パリを眺めて 
15個入/1,200円 

しっぽのあるパリジェンヌ 
10個入/75０円 

※価格はすべて本体価格です。 

ハーティーは４つのメッセージをあしらった、大人かわいい贈り物。 
女の子の憧れの街“パリ”を描いたパッケージには、猫の姿がそっと描かれています。 

すべて洋酒不使用のチョコレートの詰め合わせです。 

message： Ｌｏｖｅ＆Ｓｍｉｌｅ 「愛、笑顔」 message：Ｃｈａｒｍ＆Ｇｒａｔｉｔｕｄｅ「魅力、感謝」 

message：Ｓｗｅｅｔｎｅｓｓ＆Ｔｈａｎｋｓ「優しさ、感謝」 message：Ｐｅａｃｅ＆Ｄｒｅａｍ「安らぎ、夢」 



― ビートル ― 

フォルクスワーゲン社を代表するモデル「ビートル」との、コラボレーションブランド。 

2020年は新商品「ビートル キャンバス」が加わって、いっそう魅力的なラインナップでお目見えします。 

ピックアップビートル 
14個入/1,800円 

プチビートル（グレー） 
50ｇ（7個入）/85０円 

ビートルキャンバス 
 56g（13個入）/1,800円 

ツーリングバス（グリーン） 
5個入/85０円 

スイートビートル 
20個入/4,000円 

２段詰 

初代ビートルから受け継がれてきた人気インテリア 
「フラワーベース」が象徴するビートルらしい遊び心を 
カラフルなプリントチョコレートで表現しました。 
花柄プリントのミニカー付き。 

スイート、ミルク、エキストラミルク、ラズベリーの 
４つの味わいから１枚ずつピックアップして楽しめる、
プレート型チョコレートです。 
レッドのソフトトップタイプミニカー付き。 

ビートル型のプレーンチョコレートや、フォルクスワーゲン
TYPE2（バス）型の3つの味わいのチョコレートをオリジナル⽸
に詰め合わせたシリーズです。 

NEW 

※価格はすべて本体価格です。 

洋酒のガナッシュや、ミニチュアサイズのビートル
型チョコレート、新登場のコイン型チョコレートを
贅沢にアソート。ミニカー２台付き。 



― ティーバー ― 

ティーバー 
14個入/1,000円 

モーニングガーデン  
8個入/500円 

ティーブレイク 
24個入（2個入×12袋）/1,600円 

※価格はすべて本体価格です。 

デイバイデイ  
19個入/500円 

トワイライトデュウ  
6個入/500円 

スタイリッシュ＆クールに紅茶の楽しみ方を提案するチョコレートブランドです。 
シックなデザインとこだわりの味わいが、「紅茶×チョコレート」の上質なバレンタインシーンを創造します。 

細かく粉砕した４種類の茶葉と、４種類のチョコレート
を組み合わせた薄型チョコレートの詰合せ。 

紅茶を使ったチョコレートのバリエーションを 
一箱で楽しめる、ゴージャスなアソートメントギフト。 

アッサム、ダージリン、セイロンティー
のチョコレートの詰合せ。 

ティーキャディスプーン型チョコレート
とラズベリーティートリュフの詰合せ。 

フレーバーティーが味わえるミニトリュフ
やセイロンティーチョコレートの詰合せ。 



― ジュエル ― 

ジュエル 
32個入/2,000円 

ジュエル 

＜ガナッシュ オ ショコラ＞ 
6個入/500円 

ジュエル 
＜カフェ＆ストロベリー＞ 

12個入/1,000円 

※価格はすべて本体価格です。 

宝石のような一粒に、奥深きチョコレートの世界を閉じ込めて。 
2020年は人気の味わい「ストロベリー」が仲間入り。 

カカオポッド型チョコレートもお目見えして 
より印象豊かにチョコレート好きの心を魅了します。 

ジュエル 

＜トリュフ＞ 
5個入/500円 

ジュエル 

＜ストロベリー＞ 
5個入/500円 

ジュエル 

＜カフェ＞ 
11個入/500円 

ジュエル 

＜カカオ＞ 
9個入（４３ｇ）
/500円 

NEW 

NEW 

NEW 



― アミティエ ― 

各１３個入 
/各740円 

※価格はすべて本体価格です。 

LOVELY RED 
（愛情・感謝）  

SUCCESS PINK 
（成功・達成）  

GOOD LUCK PURPLE 
（幸運・飛躍） 

THANKS BLUE 
（感謝） 

HAPPINESS GREEN 
（幸福・健康）  

DREAM YELLOW 
（夢の実現） 

RESPECT BROWN 
（尊敬・感謝） 

カラーパレットのように鮮やかなパッケージに、それぞれに異なるメッセージと 
ラッキーモチーフのチョコレートをアソート。贈る人、贈られる人の心と心を温かくつなぎます。 

各色5個入 
/各400円 

２段詰 



― スピカ― 

「乙女座の一等星（スピカ）」のようにはっと目を惹き、たちまち心を奪われる 

甘やかな輝きに満ちたギフト。大人可愛いイラストレーションのボックスに 

アクセサリーやジュエリーを表現したチョコレートを詰め合わせました。 

コフレ 19個入/1,500円 

ショコラ デュ ビジュー 9個入/800円 

マーメイド/700円 
チョコレート ４個入 
パールパフチョコレート10g入×2種 

三越伊勢丹限定 

※価格はすべて本体価格です。 

コフレ 13個入/1,000円 

ショコラ デュ ビジュー  
(プランタングリーン） 

6個入/500円 

ショコラ デュ ビジュー  
(ソレイユオレンジ） 

4個入/500円 

NEW 

繊細なゴールド箔をアクセントに、ジュエリーのような 

美しいチョコレートを贅沢にアソートしました。 

「人魚の涙」とも呼ばれるパール。 

丸く愛らしいチョコレートをパールになぞらえて 

詰め合わせました。 

ネックレスやイヤリングなど、アクセサリーをイメージした

お洒落なチョコレートを詰め合わせました。 

イラストレーター  谷 小夏（たに  こなつ） 

 

印象的な人物画をメインに色鉛筆・透明水彩など 

様々な画材を駆使して、繊細で豊かなタッチを 

表現するイラストレーター。 



― コーヒーラボ ― 

オニバスブレンド 
17個入/1,350円 

オニバスショコラ 
8個入/1,200円 

コーヒー豆を産地から厳選し、焙煎方法や淹れ方までこだわり抜いた一杯を提供する「オニバスコーヒー」

とのコラボレーションブランド。コーヒーとチョコレートの心躍るペアリングだけではなく、チョークボーイ氏 

デザインの洗練されたパッケージでフォトジェニックな魅力も楽しめます。 

オニバスキャニスター 
12個（2種 各6個入）/1,000円 

オニバスクランチ 
16個入/1,000円 

コーヒーボンボン 
10個入/850円 

コーヒー豆の保存用キャニスターをイメージした缶に 

コーヒーガナッシュやアイリッシュウイスキー入りコーヒー 

ガナッシュが入ったトリュフボールチョコレートを詰め合わせました。 

オニバスコーヒーの抽出液と芳醇な 

アイリッシュウイスキーをブレンドし、 

スイートチョコレートでコーティング。 

サクサクした食感がアクセントになった、薄型

チョコレートのアソート。香り高い４種のコーヒー

豆を、細かく砕いて混ぜ込んでいます。 

ラム酒やシナモンをきかせたコーヒーガナッシュ入りのプリント

チョコレートや、コーヒー豆の食感を楽しめる薄型チョコレート 

など、「コーヒーラボ」の世界を贅沢に味わえるひと箱です。 

コーヒーガナッシュやコーヒー豆 

クランチ入りプラリネなど４種の 

チョコレートを詰め合わせました。 

※価格はすべて本体価格です。 

NEW 



― ディック・ブルーナ ― 

ピクチャーブック 
47ｇ（11個）入/800円 

ミッフィーコレクション（ホワイト） 
4個入/500円 

オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんが描くミッフィーが、素敵なチョコレートに。 

そのキュートさは、みんなの心をとらえて放しません。2020年はお星様に乗ったミッフィーの姿が 

キュートな新商品も登場します。 

ミッフィーポーチ 
50ｇ（10個）入/1,200円 

ミッフィーコフレ  
13個入/1,000円 

ミッフィーコレクション 
11個入/650円 

※価格はすべて本体価格です。 

NEW 

※蓋の一部はマグネットとして後使いできます。 



髙島屋・阪急・阪神限定 

NEW 

さまざまな素材の組み合わせで進化を遂げるハイボールの魅力をチョコレートで表現。 

ウイスキー業界の世界的コンテスト「アイコンズ・オブ・ウイスキー」にて最優秀賞受賞歴を

持つ「本坊酒造（株）マルスウイスキー」こだわりのクラフトウイスキーと、フルーツやお茶など

の国産素材を掛け合わせた、甘美な驚きを愉しめる新ブランドです。 

マドラー 20個入/2,000円 マドラー 15個入/1,500円 マドラー 10個入/1,000円 

マドラー（ロイヤルブルー） 
 5個入/600円 

マドラー（モスグリーン） 
 5個入/600円 

マドラー（ブリックイエロー） 
 5個入/600円 

※価格はすべて本体価格です。 

厳選したクラフトウイスキー3種と、国産素材を掛け合わせたハイボール仕立ての 

チョコレートをスタイリッシュに詰め合わせました。 

レモンやジンジャー、さわやかな酸味の 

シークワーサーと選ばれたウイスキーの 

心地よいハーモニーがお楽しみいただける、 

定番のハイボールをイメージした詰合せです。 

香り高い抹茶や柚子、甘酸っぱいいちごと 

ウイスキーを小粋に組み合わせました。 

新感覚ハイボールをイメージした詰合せです。 

コーヒー、すだち、トマトなど個性派 

ハイボールをイメージした詰合せ。 

際立つ素材とこだわりのウイスキーが、 

新しい味わいを奏でます。 

― マドラー― 



― プルミエ生ショコラ― 

ボリビアとベネズエラ・マラカイボ、2カ国のカカオと、その魅力を引き出すこだわりの素材をブレンドした 

贅沢な生チョコレート「プルミエ生ショコラ」。チョコレートと、フルーツや洋酒のマリアージュをなめらかな 

口どけとともにお楽しみください。 

店舗限定 

ボリビア＆トラジャコーヒー 
 12個入/1,200円 

ボリビア 
 12個入/1,200円 

マラカイボ＆ラズベリー 
 12個入/1,200円 

マラカイボ＆マッカランウイスキー 
 12個入/1,200円 

マラカイボ 
 12個入/1,200円 

まろやかさと豊かな香りをもつマラカイボ産 

クリオロ種の味わいをシンプルな洋酒不使用の

チョコレートに仕上げました。 

マラカイボ産クリオロカカオのコクと、スコッチを 

代表するシングルモルトウイスキー「マッカラン」の 

華やかさをお楽しみいただけます。 

マラカイボ産カカオならではの香りとコクに 

ラズベリーのみずみずしい甘酸っぱさを 

プラス。後味もお洒落なチョコレートです。 

カカオ分の異なる2種のボリビア産クリオロ種カカオの 

チョコレートをブレンドし、生クリームで口どけなめらかに 

仕上げました。 

コーヒーのやさしい苦味とまろやかな甘みに 

ボリビア産カカオの豊かな風味が心地よく冴える 

大人の味わいのチョコレートです。 

※価格はすべて本体価格です。 


