
いとしい花をいけるように愛の心をこめて。

いけばな三大流派のひとつ「草月流」の大胆で斬新な発想から生まれた、コラボレーションブランド

です。「花」、「実」、「枝」それぞれに見立てたチョコレートが、ひと箱ごとに愛の証（＝Foi D’amour）

を感性豊かに表現します。

― フォアダムール by 草月 ―

草月 27個入/2,000円
草月（花） ９個入/1,200円

草月（実） ６個入/600円 草月（枝） １５個入/600円

葉を切子のように立体的に表現した透明な仕切が印

象的なシリーズです。

水紋を表した遊び心のある仕切に、実をイメージした

柚子や木苺、黒すぐりのトリュフチョコレートをいけました。

２段詰

家元デザインの雫型チョコレートを、大きな木の枝に

いけました。

NEW

※価格はすべて本体価格です。

いけばなの基本となる丸水盤をイメージしたひと箱。

水面を思わせる透明なドーム型の仕切に、花、実、枝

のチョコレートをたゆたうようにいけました。



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。

2019年はそれぞれに華やかさをアップして、贈る喜びもいっそう楽しくふくらみます。

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
（チェリーピンク）
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
（ディープブルー）
9個入/8００円

※価格はすべて本体価格です。



色鮮やかでシンプルなパッケージに、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。

２０１９年はパッケージをリニューアルし、洗練された華やぎをまとってお目見えします。

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 ―

ボリュームも、素材へのこだわりもアップして生まれ変わった「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―

こだわりの美意識を持つ、お洒落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―。

2019年、デザインも新たにラグジュアリーなひとときを提案します。

アンバサダー 7個入/800円

ピアリッジ
20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 ボンボンアソート
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。クロノグラフの腕時計を
イメージした缶入りです。

ウイスキーやブランデーなど大人の味わいのチョコ
レートの詰合せ。

ジャンデュイヤやコーヒー、マール
ド シャンパーニュやオレンジなど
大人の味わいの詰合せ。

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
24個入/2,300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。

ラブリーベア ミニボックス
各5個入/各600円

ラブリーベア
15個入/1,800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。

全品洋酒不使用です。



― 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。

２０１９年は新商品「ツールキット」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
72ｇ（14個）入/1,800円

プチビートル（グリーン）
58ｇ（6個入）/85０円

ツールキット 12個入/1,400円

ツーリングバス（レッド）
5個入/85０円

スイートビートル
18個入/4,000円

２段詰

ビートルのフロントトランクに、予備タイヤとともに搭載されて
いた「⼯具箱」を モチーフにしたオリジナル⽸に、人気のチョコ
レートをアソートしました。

スイート、ミルク、エキストラミルク、パッションフ
ルーツの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。
ミニカー付き。

ビートル型やフォルクスワーゲンTYPE2（バス）型の
プレーンチョコレート２種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
型チョコレートをアソート。
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
19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
8個入/500円

トワイライトデュウ
6個入/500円

新しい”ティーカルチャー”がトレンドのいま。
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。

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。

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。

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。



― ジェムルージュ ―

ジェムルージュ 7個入/750円

ジェムルージュ（トリュフ）
10個入/1,200円

ジェムルージュ（トリュフ）
7個入/800円

ジェムルージュ（プレーン）
50ｇ（9個入）/50０円

ジェムルージュ 24個入/2,000円

※価格はすべて本体価格です。

「ジェムルージュ」は、大人の女性が秘める「情熱と知性」を「赤と黒」の世界で表現したブランド。
きらめきをリアルに見せるパッケージで、赤い宝石のまばゆさを華やかに演出します。

宝石の輝きをデザインしたハート型の缶に、キャラメル
や、カシスガナッシュ入りショコラを詰め合わせました。
専用バッグ入り。

カシスやシャンパン、フランボワーズなど、大人の
味わいのチョコレートの詰合せ。

グランマルニエ、キルシュ、ウイスキーなどの洋酒を使った大人のトリュフと、
猫レリーフのキュートなショコラの詰合せ。

ミルク、セミスイート、ヨーグルト風味、紅茶
風味のプレーンチョコレートの詰合せ。



― 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。

ナッツの風味豊かなジャンデュイヤに
コーヒーテイストをプラスしたレイヤード
チョコレートとコーヒーガナッシュが入った
チョコレートの詰合せ。

キルシュ、コニャック、マール ド
シャンパーニュ、グランマルニエ
など洋酒の芳醇な香りを楽しめる
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

message：Ｓｗｅｅｔｎｅｓｓ＆Ｔｈａｎｋｓ「優しさ、感謝」

― ハーティー ―

お気に入りの石畳
12個入/500円

陽気なアコーディオン
28ｇ（6個）入/300円
message：
Ｐｅａｃｅ＆Ｄｒｅａｍ「安らぎ、夢」

パリを眺めて
15個入/1,200円
message：Ｃｈａｒｍ＆Ｇｒａｔｉｔｕｄｅ「魅力、感謝」

しっぽのあるパリジェンヌ
10個入/75０円
message： Ｌｏｖｅ＆Ｓｍｉｌｅ 「愛、笑顔」

※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。



― ジュエル ―

ジュエル
31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
＜トリュフ＆ガナッシュ オ ショコラ＞

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。
2019年はいっそう豊かなカカオの風味と、多彩に広がるガナッシュの味わいで、

より印象的に、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
＜ナッツ＞

5個入/500円

ジュエル
＜カフェ＞

5個入/500円

ジュエル
＜カカオ＞

12個入/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・合格）

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)

7色のパッケージのそれぞれに異なるハッピーメッセージを添えました。
メッセージカード型、ラッキーモチーフ、ハッピーテイストのチョコレートをアソートしています。

各色5個入
/各400円

２段詰



― イン ザ シェル ―

いにしえより人々の心を魅了してやまないパールの愛らしくも神秘的な魅力を、

チョコレートで表現しました。「イン ザ シェル」は、ファッションブランド「シアタープロダクツ」と、

モロゾフのコラボレーションブランドです。

ショコラ デュ ビジュー
チョコレート 29個入
パールパフチョコレート11ｇ入
/3,000円

イン ザ シェル
9個入/1,000円

イン ザ シー
9個入/1,000円

三越伊勢丹限定

※価格はすべて本体価格です。

ショコラ デュ ビジュー
チョコレート 12個入
パールパフチョコレート 7ｇ入
/2,000円

イン ザ シェル
5個入/700円

イン ザ シェル
5個入/650円

２段詰 ２段詰



― 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。チョークボーイ氏デザインのオリジナルマグカップ付きクランチや、額縁に

収まった絵画のようなチョコレートなど、フォトジェニックなアイテムが加わりました。

オニバスマグ
5個入/1,300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

髙島屋・阪急・阪神限定

クッキークランチチョコレートの中に細かく挽いた

オニバスコーヒーの豆を混ぜ込みました。

オリジナルデザインのマグカップ付き。

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、クランチにし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。

オニバスコーヒーの豆から作った

ガナッシュやクランチ入りの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。ティーパーティをイメージした新アイテムも加わって、

いっそう楽しく魅力的になりました。

ミッフィーポーチ
42ｇ（8個）入/1,200円

ミッフィーコフレ
13個入/1,000円

ミッフィーティーパーティ
10個入/1,200円

大丸松坂屋限定

※価格はすべて本体価格です。

（ポーチ裏面）


