
25個入(2段詰)/2,700円（本体価格：2,500円）

6個入/864円（本体価格：800円）

16個入/1,728円（本体価格：1,600円）

サンクストゥ―ユーの旅

13個入/1,080円（本体価格：1,000円） 8個入/648円（本体価格：600円）

コレクションボックスストーリーブック

冬のノスタルジックメモリー

あるとき キツネがレモンをくわえてやってきた。

すっぱいもの好きの、ちょっと変わったキツネが届ける

キュンととろける甘酸っぱさ。

心を明るく灯す

黄金の実「レモン」にまつわるお菓子。

キツネが主役の可愛いお菓子のブランド。

キツネとレモンをめぐる、心を動かす物語から生まれるお菓子と共に

明るい気持ちを皆様のもとへお届けいたします。

新ブランド

6個入/1,404円（本体価格：1,300円）

3個入/702円（本体価格：650円）

夢見るキツネのレモンフラワー

DREAMING KITSUNE’S LEMON FLOWER

6個入/1,296円（本体価格：1,200円）

3個入/594円（本体価格：550円）

眠りキツネのレモンケーキ

SLEEPING KITSUNE’S LEMON CAKE



NEW

―コフレ―

何気ない日常にときめきを。

「COFFRET：コフレ」はフランス語で「小箱」。

花の持つ力や美しさを閉じ込めた新しいチョコレートブランドです。

何気ない日常にときめきを届けます。

ブルーミングブーケ
20個入/2,160円

（本体価格：2,000円）

フルールドショコラ
21個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

フルールドショコラ
32ｇ（6個）入/378円
（本体価格：350円）

コフレドショコラ
8個入/648円

（本体価格：600円）

コフレドショコラ
17個入/1,620円

（本体価格：1,500円）

ビジュードフルール
9個入/864円

（本体価格：800円）

お花をかたどったチョコレートや、

オレンジの花の蜂蜜を使用したガナッシュなど、

心ときめく、さまざまな味わいを

花束のようにとりあわせました。



― ショコラギャラリー ―

感謝を伝えるアートなショコラ
さまざまな分野で活躍する人気アーティスト9人が

「感謝」というひとつのテーマを、個性豊かに表現しました。

あなたが そばにいてくれること
16個入/1,620円（本体価格：1,500円）

普段伝えづらい感謝の気持ちも、毛糸で
あそぶ子犬にのせて気軽に伝えられたらと
思い制作しました。

by ZUCK

幸せな時間 星降る夜に
10個入/1,080円（本体価格：1,000円）

スペシャルティータイム
9個入/1,080円（本体価格：1,000円）

希望はめぐる
8個入/864円（本体価格：800円）

Full Glasses
9個入/648円（本体価格：600円）

Warm day
5個入/540円（本体価格：500円）

優しい思い出
8個入/540円（本体価格：500円）

毛糸玉と子犬
6個入/540円（本体価格：500円）

感謝というキーワードから、「優しい思い出」
「門出」などの意味を持つスイートピーを
モチーフに描いてみました。

by ほりはた まお

かわいくおじぎしていたり、花を渡していたり、
ハグ、握手していたりと、互いに感謝を
伝え合う様子を描きました。

by 朝野ペコ

「自分のまわりの人やモノに、なみなみと
感謝の気持ちを注ぎたい」という思いを、
水で満ちたグラスやボトルで表現しました。

by unpis

日々植物は花を咲かせ、実を結び、種を落とし
散っていきます。そのいさぎよくゆるぎないいのちの
営みが、わたしの暮らしのすぐそばにあることにとても
励まされます。このチョコレートはさまざまな植物の力を
借りて作られています。植物から託された希望が、
あなたの暮らしのなかで新しい希望となりますように。

by 柊有花

感謝している相手へ、たくさんの流れ星に
幸運を祈るイメージです。

by 花松あゆみ

感謝の気持ちいっぱいでティータイムの
準備も万端！なイメージで描きました。
いつもよりちょっとだけ特別な時間を過ごす
ときに、手に取ってもらえたらうれしいです。

by 山川はるか

朝 気持ちよく起きれること 元気に走れること
美味しく食べれること 大声で笑えること
夜ぐっすり眠れること あなたがそばにいてくれる
毎日に ありがとう

by tupera tupera

どんなふうに感謝を伝えようかと考えているときの
ワクワクした気持ちを描きました。私は特に、
美味しいものを食べた時に「あの人にも食べて
ほしい」と大切な人の顔が思い浮かびます。

by 谷小夏

10個入/1,080円（本体価格：1,000円）



― ディック・ブルーナ ―

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。

2022年はもこもこボア素材がかわいい、ミッフィーの

フェイス型ポーチが新登場。カラフルなミッフィー型

チョコレートが楽しい詰合せです。

NEW

ミッフィーポーチ
40ｇ（8個）入/1,320円
（本体価格：1,200円）

※消費税率10％

ミッフィーコフレ
13個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

ミッフィーフェイスポーチ
24ｇ（5個）入/990円
（本体価格：900円）
※消費税率10％

ピクチャーブック
37ｇ（15個）入/864円

（本体価格：800円）

ミッフィーコレクション
11個入/702円

（本体価格：650円）

ふたの一部が
マグネットとして
使用できます。



― ビートル ―

大人の夢が、走り出す。

フォルクスワーゲン社を代表するモデル、

通称「ビートル」とモロゾフのコラボレーションブランド。

2022年は旅の途中のビートルをイメージした「トラベルビートル」が新登場。

ビートルとの旅を楽しんでいるようなワクワクするひと品です。

NEW

トラベルビートル
11個入/2,376円

（本体価格：2,200円）

プチビートル（ブルー）
50ｇ（7個）入/918円

（本体価格：850円）

ツーリングバス（レッド）
5個入/918円

（本体価格：850円）

12個入/1,512円
（本体価格：1,400円）

18個入/4,320円
（本体価格：4,000円）

ツールキット

スイートビートル

NEW



―コーヒーラボ―

オニバス ブレンド
オニバスクランチ、オリジナルチョコレート18個、

オニバスビーンズ20ｇ入
1,620円（本体価格：1,500円）

オニバス クランチ コーヒーボンボン オニバス ショコラ オニバス ビーンズ

グアテマラ ケニアホンジュラス

コーヒーとチョコレートの胸躍るペアリング。

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。

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、豆を丸ごと味わえるビーンズチョコレート、
洋酒や蜂蜜入りトリュフのアソートなど「コーヒーラボ」の
世界を贅沢に味わえるアソートメント。

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。

香り高い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。
心ときめく新感覚のボンボンチョコレートです。

オニバスコーヒーこだわりの
豆から作った香り高いガナッシュや
コーヒークランチを閉じ込めました。

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。コーヒー豆とチョコレートの絶妙な相性にこだわった
ビーンズチョコレートです。

10個入
918円（本体価格：850円）

4個入
648円（本体価格：600円）

16個入
1,080円（本体価格：1,000円）

各70ｇ入
864円（本体価格：800円）



―プラウド―

チョコレートを楽しむすべての大人たちへ。

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

人と人とをつなぐ“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です。

プレーンチョコレート

127ｇ（24個）入/1,080円

（本体価格：1,000円）

トリュフアソートメント

20個入/1,620円

（本体価格：1,500円）

ブランデー＆ウイスキーボンボン

21個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

カルヴァドスボンボン

10個入/540円

（本体価格：500円）

ウイスキーボンボン

6個入/324円

（本体価格：300円）

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シリーズ。

３つのカテゴリーから構成された「プラウド」の美しい

一粒一粒は、まさにモロゾフのものづくりの原点です。



― カリーヌ ―

カリーヌ

24個入/1,620円

（本体価格：1,500円）

カリーヌ

15個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

カリーヌ

10個入/810円

（本体価格：750円）

カリーヌ（ドリーミー）

12個入/540円

（本体価格：500円）

カリーヌ（フローラル）

10個入/540円

（本体価格：500円）

カリーヌ（フローラル）

25g（6個）入/324円

（本体価格：300円）

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。

パリジェンヌ‐

カリーヌからの贈り物

素敵な物語とともに

NEW

Merci à toi
君にありがとう

Elle mʼ attire
気になるあの子

Un petit cadeau
小さな贈りもの

Agréable dès le matin
朝から素敵

Un Bouquet pour toi
花束をあなたに

Mélodie fleurie
花咲くメロディー

NEW



―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広がるアソートをご用意しました。

お好みの香りにあわせて贅沢なひと時をお楽しみください。

オー・ド・フルール
［フローラルシャイン］

6個入/702円（本体価格：650円）

オー・ド・フルール
［フルーティーシトラス］

オー・ド・フルール
［オリエンタルスイート］

オー・ド・フルール

34個入/2,160円（本体価格：2,000円） 11個入/810円（本体価格：750円）

オー・ド・ミエル ［ノワール］

6個入/702円（本体価格：650円） 6個入/702円（本体価格：650円）

心が躍る華やかなフローラルの香りに
喜びあふれるひとときが始まる

アソートメント。

気持ちを明るくする柑橘の香りで
心もからだもリフレッシュする

アソートメント。

東洋を感じる高貴な香りが
ゆったりと優雅で神秘的な気分を誘う

アソートメント。

異なる花から採れる蜂蜜を使ったガナッシュ入りチョコレートやトリュフ
チョコレート、アロマを感じるマンディアンなどを贅沢にアソートしました。

蜂蜜をまとったナッツやチョコレートをアソートしました。
蜂蜜のおいしさを存分に味わっていただけます。



― 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｣、

甘さを抑えた上品なカカオの風味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種をお届けします。

マイルドカカオ

20個入/540円（本体価格：500円）

リッチカカオ

20個入/540円（本体価格：500円）

宇治抹茶

20個入/540円（本体価格：500円）

マイルドカカオ＆リッチカカオ

40個入/1,080円（本体価格：1,000円）

リッチカカオ＆宇治抹茶

40個入/1,080円（本体価格：1,000円）

宇治抹茶＆マイルドカカオ

40個入/1,080円（本体価格：1,000円）



―レオン―

センスを感じる
素敵なあの男性へ

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。

レオン
20個入/2,160円（本体価格：2,000円）

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
などをゴージャスに詰め合わせました。

アンバサダー
8個入/864円（本体価格：800円）

腕時計をイメージしたデザインの缶に、風味豊かなトリュフ、
ロゴ入りチョコレート、幸運とも言われる馬蹄型など8つの
チョコレートを詰め合わせた一番人気のアイテムです。

16個入
1,296円（本体価格：1,200円）

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
チョコレートをアソート。

※洋酒不使用

88ｇ（17個）入
810円（本体価格：750円）

スイート、ミルク、エキストラミルク、
３つの味わいのプレーンチョコレート。
※洋酒不使用

レオン ブランデー＆アイリッシュ
ウイスキーボンボン

アイリッシュウイスキーとフランス産原酒
使用のブランデーをそれぞれ使った
ボンボンの詰合せ。

ピアリッジ ウィッティー

15個入

1,080円（本体価格：1,000円）



― アレックス＆マイケル ―

アレックス＆マイケル
20個入/2,160円

（本体価格：2,000円）

ラブリーベア
5個入/1,760円

（本体価格：1,600円）
※消費税率10％

カタリナアイランド
27個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

ボンニュイ
22個入/864円

（本体価格：800円）

ハイドアンドシーク（イエロー）
16個入/648円

（本体価格：600円）

ハイドアンドシーク（ブルー）
16個入/648円

（本体価格：600円）

アメリカ西洋岸の風を感じる

上質カジュアルな愛らしさ

アメリカ西海岸の空と海。

「アレックス＆マイケル」は、のびやかな

ビーチエリアの洗練されたライフスタイルを表現する、

上質でキュートなスイーツブランドです。

今年は可愛らしいぬいぐるみ付の「ラブリーベア」、

かくれんぼがテーマの「ハイドアンドシーク」が新登場。

NEW

NEW

NEW

※全品洋酒不使用



― ティーバー ―

24個入（2個入×12袋）/1,728円
（本体価格：1,600円）

14個入/1,080円
（本体価格：1,000円）

タイニーカン
（フローラルガーデン）

タイニーカン
（フルーティータイム）

タイニーカン
（オリエンタルノート）ティーバーティーブレイク

伝統的スタイルの枠を超えた

ティーカルチャーが展開されるいま。

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「TEA BAR」。

4種類の茶葉とチョコレートのハーモニーを

お楽しみください。

いまを感じる、

紅茶とチョコレートの融合。

8個入/540円
（本体価格：500円）

8個入/540円
（本体価格：500円）

12個入/540円
（本体価格：500円）



― ジュエル ―

磨かれた味わいを美意識とともに。

宝石のようなひと粒に奥深き

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。

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
ジュエル

＜カフェ＆ストロベリー＞
16個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

ジュエル
＜コーヒー＆ティー＞

11個入/540円
（本体価格：500円）

ジュエル
＜ストロベリー＞
5個入/540円

（本体価格：500円）

ジュエル
＜ガナッシュ オ ショコラ＞

6個入/540円
（本体価格：500円）

ジュエル
＜トリュフ＞
5個入/540円

（本体価格：500円）

ジュエル
＜カカオ＞

43g（9個）入/540円
（本体価格：500円）

32個入/2,160円
（本体価格：2,000円）

NEW



― アミティエ ―

フランス語で友情を意味する「アミティエ」

幸運の7色の小箱に詰まった7種類のメッセージチョコレートと

ラッキーモチーフチョコレートが、贈る人、贈られる人の心と心を温かくつなぎます。

LOVELY RED
［愛情・感謝］

SUCCESS PINK
［成功・達成］

DREAM YELLOW
［夢・希望］

HAPPINESS GREEN
［幸福・健康］

GOOD LUCK PURPLE
［幸運・飛躍］

THANKS BLUE
［感謝］

RESPECT BROWN
［尊敬・感謝］

各13個入/800円（本体価格：740円）

各5個入/432円（本体価格：400円）

２段詰



― マドラー ―

阪急・阪神・髙島屋限定

チョコレートで愉しむ進化系ハイボール

さまざまな素材の組合せで進化を遂げるハイボールの魅力を

オリジナルチョコレートで表現しました。

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。

2022年は新たに「シングルモルト駒ヶ岳2021エディション」を使用。

フルーティな香りとバニラの豊かな風味の中に、シェリー樽由来の

ナッツを感じる、2021年限定瓶詰めの贅沢な一品。

マドラー
20個入/2,160円（本体価格：2,000円）

マドラー
15個入/1,620円（本体価格：1,500円）

マドラー
10個入/1,080円（本体価格：1,000円）

マドラー（ブリックイエロー）
5個入/648円（本体価格：600円）

マドラー（ロイヤルブルー）
5個入/648円（本体価格：600円）

マドラー（モスグリーン）
5個入/648円（本体価格：600円）

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。

香り高い和紅茶や抹茶にウイスキーを
掛け合わせた新感覚ハイボールを
イメージした詰合せ。

日向夏や白桃などを合わせたフルーティな
ハイボールをイメージした詰合せ。



―リッカティル―

リッカティル
10個入/1,080円

（本体価格：1,000円）

リッカティル
4個入/486円

（本体価格：450円）

リッカティル
18個入/864円

（本体価格：800円）

リッカティル
15個入/1,404円

（本体価格：1,300円）

リッカティル（イヌ）
5個入/324円

（本体価格：300円）

リッカティル（ハリネズミ）
5個入/324円

（本体価格：300円）

NEW

NEW

NEW

ノルウェー・オスロのイラストレーター「ダーリン・クレメンタイン」が

可愛い動物たちを描いた“リッカティル（あなたに幸運を）”。

「ダーリン・クレメンタイン」はトニエとイングリットによるデザイン

ユニットです。2006年にオリジナル・ステーショナリーブランドを

立ち上げて以来、紙製品やポスターコレクション、インテリア雑貨や

アクセサリーなど世界中で広がりを見せています。

北欧テイストのデザインが可愛らしい魅力いっぱいのシリーズです。

イオングループ限定

ノルウェー・オスロのイラストレーター
「ダーリン・クレメンタイン」との

コラボレーションブランド。


