
― ショコラギャラリー ―

さまざまな分野で活躍する人気アーティスト8人が

「感謝」というひとつのテーマを個性豊かに表現します。

フレームの中におさまったアート作品を思わせるボックスは

部屋に飾って楽しむなど、あとづかいも楽しめます。

あなたへ
9個入/500円

赤い花とけもの
8個入/800円

ぼくの好きなもの
42g（8個入）/500円

※価格はすべて本体価格です。

いちごとミツバチ
6個入/500円

good relationship
9個入/1,000円

a little garden
10個入/1,000円

NEW

選んだ人の思いを、ねこと

ねずみが相手のところまで

届けてくれるような

イメージで描きました。

by umao

毎日同じようにアトリエで

線画を描いています。

絵柄はシンプルに、

いつもの日常から

感謝を込められるように。

by ヤマモトダイゴ

いつもは言い出しにくかったり、

素直に言えないありがとうを

チョコレートに込めてという

イメージで描きました。

by 西淑

プレゼント
5個入/500円

you make my day
16個入/1,500円

色は抑えめだけど、文字の雰囲気や飾りで
「あなたのおかげで、今日一日がいい日に
なった！」という感謝を精一杯表しました。
by CHALKBOY

生きとし生けるすべてのものに

感謝の花を

by 福田利之

赤い花が咲いたとき、

満月の夜、野生の血が騒ぐ。

自然の持つ大きな力を

もらっていることに、

日々感謝して、生きていきたい。

by ミロコマチコ

ささやかな気持ち

がんばった自分へも

だいすきなあの子に

いつもやさしいあの人へ

小さな恋人たちへも

部屋をいろどるような気持ちで

by yamyam

蜜を集めるだけではなく、

果実を実らせる受粉の

お手伝いも行うミツバチと、

いちご。感謝し合う関係を

描きました。

by kata kata

in the forest

１０個入/１,０００円

身近なたいせつな相手や自分に、
ちょっとだけ特別な感じで、
気軽に贈ったり買ったりしたく
なるようにと思って描きました。
by 西淑



― ディック・ブルーナ ―

ピクチャーブック
37ｇ（15個）入/800円

ミッフィーコレクション
20g（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

描くミッフィーの世界が、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。

2021年はミッフィー型チョコレートが入った

ころんと可愛い丸型パースが、新登場します。

ミッフィーポーチ
40ｇ（8個）入/1,200円

ミッフィーコフレ
13個入/1,000円

ミッフィーパース
25g（5個入）/850円

※価格はすべて本体価格です。

NEW

うら

おもて

NEW



― 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。

2021年はカリフォルニアの海岸沿いをイメージした新商品「ビーチサイドビートル」が登場。

いっそう魅力的なラインナップでお目見えします。

ビートルガレージ
9個入/2,000円

プチビートル（レッド）
58ｇ（6個入）/85０円

ビーチサイドビートル
12個入/2,000円

ツーリングバス（ブルー）
5個入/85０円

スイートビートル
20個入/4,000円

２段詰

NEW

※価格はすべて本体価格です。



― コーヒーラボ ―

オニバス ショコラ
4個入/600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胸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 ビーンズ
各70g入/800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

コーヒー豆とチョコレートの相性にこだわった

ビーンズチョコレート。3種のコーヒー豆を

それぞれに合う2種類のチョコレートで

ひと粒丸ごとコーティングしました。

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

コーティングした新感覚の味わいです。

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。

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。

オニバス ブレンド
18個、20g入/1,500円

コーヒーガナッシュやコーヒー豆クランチ入り

薄型チョコレート、豆をまるごと味わえるビーンズ

チョコレート、新登場の洋酒やはちみつ入り

コーヒートリュフなど、「コーヒーラボ」の世界を

贅沢に味わえるひと箱です。

ケニア グアテマラ ホンジュラス



1931年、神戸のトアロードでチョコレートショップとしてスタートしたモロゾフ。

バレンタインをはじめとするギフト向けの高級チョコレートをいち早く開発し、

人と人をつなぐ“贈り物文化”を育ててきました。

本物であることにこだわった、贅沢なチョコレート。

2021年プラウドは、モロゾフのバレンタインを代表する

ブランドとして、リニューアルしました。

シンプルな中に、こだわりの味わいを追求したプレーンチョコレート、

チョコレートと洋酒のマリアージュが楽しめるトリュフ、

創業以来の人気アイテムのボンボンの3つのカテゴリーから構成されています。

思いを込めて丁寧に作られた美しい一粒一粒はまさにモロゾフのものづくりの原点です。

トリュフアソートメント
２０個入/1,500円

カルヴァドスボンボン
１０個入/５００円

ウイスキーボンボン
６個入/３００円

― プラウド―

※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
１２７ｇ（２４個）入/1,000円

NEW



カリーヌ（フラワー）
28個入/1,000円

― カリーヌ ―

カリーヌ（ドリーム）
79g（19個）入/700円

カリーヌ（ドリーム）
28ｇ（6個）入/300円

※価格はすべて本体価格です。

フランス語で“愛らしい”という意味の“カリーヌ”。

憧れの街パリに住む猫、カリーヌのそれぞれの物語を

パッケージに込めました。

カリーヌ
10個入/75０円

カリーヌ
24個入/1,500円

NEW

Merci à toi
君にありがとう

Ton cœur et mon cœur
あなたの心と私の心

L’avenir brille
未来は輝く

Un petit cadeau
小さな贈りもの

Mes favoris
私のお気に入り



※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。

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。

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。



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よろこびがふくらみます。

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
（ローズピンク）
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
（クラシックブルー）
9個入/8００円

※価格はすべて本体価格です。



― ル ショコラ ―

北海道産生クリームを使用した口どけなめらかな生チョコレート。

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種のチョコレートが織りなすコクにコニャックが香る「リッチカカオ」、

石臼挽き宇治抹茶のほろ苦く気品高い味わいの「宇治抹茶」、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

リッチカカオ＆宇治抹茶
40個入/1,000円



― レオン―

洗練された風采の中に、さらりと漂う遊び心。

「LEON-レオン」。それは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。

クラシカルな空間に合う上質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―。

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。２０２１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。

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

ラブリーベア
15個入/1,600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

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、

テディベアやマリンテイストのデザインで愛らしいブランド。

2021年は蜂の巣をイメージした六角形のボックスにはちみつ味や、さわやかなフルーツの

トリュフをお花畑風にアソートした「ベビービー」が新登場。全品洋酒不使用です。

NEW

ボンニュイ
22個入/800円

２段詰

ベビービー
11個入/600円

NEW

ラブリーベア
各5個入/各650円

（レッド） （ブルー）



― 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

いまを感じる、紅茶とチョコレートの融合。
4種類の茶葉と、それぞれに相性の良いチョコレートや素材を選び、掛け合わせました。

細かく粉砕した４種類の茶葉と、それぞれに合う
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。

アッサムティー、ダージリン
ティー、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＞

16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―。

こだわり素材の個性とチョコレートの魅力をひとつに。

フルーツ、洋酒、コーヒーなど多彩な味わいとカカオのマリアージュが

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＞

43ｇ（9個）入
/500円



― 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・希望）

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5個入/各400円

２段詰

NEW

NEW



阪急・阪神・髙島屋限定

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。

セレクトしたのは国内外で人気のクラフトウイスキー3種と、フルーツやお茶などこだわりの国産素材。

2021年は新たに「シングルモルト駒ヶ岳リミテッドエディション2020」を使用。

熟したプラムやバニラの香りに、オレンジのような果実感とカカオを思わせる

ビターな味わいをお楽しみ頂ける、2020年限定瓶詰めの贅沢な一品。

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。

「マドラー」の美味しさを堪能できる贅沢なアソートメント。

レモンやジンジャーにウイスキーを

掛け合わせた定番のハイボールを

イメージした詰合せ。

香り高い抹茶やコーヒーとウイスキーを

掛け合わせた新感覚ハイボールを

イメージした詰合せ。

― マドラー ―

白桃やいちごなど、フルーティな

ハイボールをイメージした詰合せ。


