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催情報

国内外から約150ブランドが集まる 日本最大級のチョコレートの祭典

2016 アムール・デュ・ショコラ

■会期：1月20日
（水）
〜2月14日
（日） ■場所：10階 催会場
今回で16回目の開催となる
「アムール・デュ・ショコラ」は売上・規模ともに日本一のチョコレートのイベントです。
国内外から
約150ブランドが出店し当店だけの限定品や新作などを取り揃えます。
前回の実績

前回の売上ランキング（会期：2015年1月22日〜2月14日

売上高

15億円以上
来場客数
60万人以上
販売点数
150万個以上

24日間の累計）

1位 クラブハリエ

6位 パティシエ エスコヤマ

2位 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ

7位 シェ・シバタ

3位 ゴディバ

8位 ミッシェル・ブラン

4位

9位

銀のぶどう

5位 マックス・ブレナー

ベルアメール

10位 ピエール マルコリーニ

世界でここだけ!ジェイアール名古屋タカシマヤ限定商品（全50種類以上）
愛媛県宇和島産とスペイン産のレモンを使った限定ショコラ
当店
限定

マルコリーニ氏が初めて1店舗だけのために作った限定品

爽やかでスッキリとした酸味が特徴の
宇和島産とスペイン産レモンを使用した
当店だけの限定ショコラ「シトロン」や
「マッチャプラリネ」など7つの味が楽し
めるBOX。

当店
限定

〈ピエール マルコリーニ〉バレンタイン
セレクション 9個入り リミテッド エディ
ション ゴールド
3,456円

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
ボンボン リュックス
（8個入）
3,996円
エヴァン氏渾身のショコラを名古屋モチーフのBOXに入れて
当店
限定

1店舗だけの限定品を販売するのはマルコリーニ
史上初 ! ホワイトチョコレートの中にマンゴ味の
キャラメルソースが入った当店限定ショコラなど
9粒を当店限定ゴールドBOXに詰めました。

フランスの伝統菓子 パート ド フリュイ とショコラのハーモニー

今までにない口どけの良さを追求した限定
ショコラ「エクスプレッションカカオ」など
6粒を茶の湯文化や金の鯱など名古屋を
イメージした限定BOXに詰めました。

当店
限定

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ボワットゥショコラ 6個入 NAGOYA
（6個入）
3,082円

歯ごたえのあるゼリー菓子 パートド フ
リュイ 。
「オレンジとパッションフルーツ風
味」
「フランボワーズ風味」のパートド フ
リュイをダークチョコレートでコーティング
した独創的な味わいと食感のショコラ。
〈ピエール・エルメ・パリ〉パート ド
フリュイ アンロベ
（8個入）2,916円

フランスの巨匠が日本の素材を使って仕上げたショコラ
新潟県魚沼の酒と米粉を使ったショコラ
当店
限定

日本で出会った 山椒 を使用

日本のお酒の風味がいきるアルコール度
えち ご さむらい
46度の魚沼の酒「越後武士」のガナッ
シュと、魚沼産コシヒカリの米粉を使い
サクサク感も楽しめる日本の素材にこだ
わった限定ショコラ。
〈ミッシェル・ブラン〉
スピリッツ
（6個入）

当店
限定

ル・ガック氏が日本滞在中に出会った日本
料理に馴染みのある 山椒 とパッション
フルーツを合わせた当店限定粒のほか
「ビターガナッシュナチュール」
など全4味
が楽しめます。
〈パスカル・ル・ガック〉
ボンボンショコラ詰め合わせ
（4個入）
1,836円

2,916円

地元名古屋の人気ブランド
「愛・三・岐」東海地方の素材を使ったショコラ
当店
限定

「愛知吉良町の饗庭塩と西尾抹茶」、
「三重の苺」、
「岐阜の飛騨山椒」を
使った愛三岐素材のショコラに、
お店で
人気の塩キャラメルのエクレアをショコラ
に仕上げた4つの味が入る限定BOX。

会場で焼き上げる昆布だしの旨味入りタルトの抹茶味が登場
実演

〈シェ・シバタ〉
エス・セレクショーネ（4個入）
1,728円〈各日100箱限り〉

当店
限定

前回大人気だった昆布だしの旨味でカ
カオの香りを引き出すタルトに、ベトナム
の辻口茶園で栽培した『天空抹茶』
を
使った新商品が登場。
〈フォルテシモ アッシュ〉
DNA天空抹茶タルト・DNAショコラ
タルト
（各1個入）
1,001円

※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。※天候・交通事情等により、販売開始が遅れたり、販売を中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

【ジェイアール名古屋タカシマヤニュース】
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初出店の注目ブランド
（初出店全38ブランド）
美食家も酔いしれる世界的ジュエラーのショコラ

パリで今最も注目されるショコラティエの一人!
初出店

当店
限定

ピエール・エルメ氏に認められ、
〈フォション〉
でシェフパティシエを務めたゴダール氏の
ショコラは伝統をシンプルに表現したもの。
パリで大注目のショコラティエです。
〈セバスチャン ゴダール〉
ボンボン ショコラ 6個入り

初出店

当店
限定

ブ ル ガリ

2,700円

イ ル・チ ョ コ ラ ー ト

東京で3店舗を構えるフランス人パティシエの人気店

滝本真氏は
〈パティスリー・サダハル・アオキ・
パリ〉
のスーシェフとして経験を積んだのち
2009年岐阜県各務原に自らの店をオー
プン。ほうじ茶や和紅茶など日本各地の
お茶とショコラを組み合わせた力作。

初出店

当店
限定

〈タキモト〉
お茶のボンボン
（5個入） 2,160円

数々の世界コンクールで優勝経験のある
サントス・アントワーヌ氏が手がける限定
B O Xは、シェフの大 好きな日本 素 材
「落花生」
を使った当店限定ショコラなど
8つの味が楽しめます。
〈エコール・クリオロ〉
エヴォリュション
（8粒入） 3,024円

売上1位!〈クラブハリエ〉の新商品
毎年行列必至のショコラスウィーツの新作!
先行
販売

イタリアの世界的ジュエラー〈ブルガリ〉が手がける
ショコラが初登場。巧みな職人による当店限定の
宝石のようなショコラと2つの味をジュエリーボックス
を彷彿とさせる美しいBOXに詰めました。
〈BVLGARI IL COCCOLATO〉
チョコレート・ジェムズ（3粒入）
オリジナルセット
2,700円

岐阜・各務原の人気パティスリー
初出店

当店
限定

★印の商品は毎日午前9時から地下2階入口にて
整理券を配布して販売します。

過去の完売スウィーツを今年も販売!

滋賀県の朝宮抹茶を使用した香り豊かな
生チョコレートを、サクサクのミルクチョコ
レートとブラウニー生地に合わせました。
〈クラブハリエ〉抹茶ブラウニー 1,890円★
ショコラバーム
〈1/20（水）〜2/4（木）各日300個限り〉 カステラショコラフォンデュ ハートブラウニー
1,944円
2,970円★
1,944円★
〈2/5（金）〜2/14（日）各日500個限り〉
※お一人様2点限り
〈各日360個限り〉 〈1/20（水）〜2/4（木）各日480個限り〉
〈2/5（金）〜2/14（日）各日600個限り〉

2015年世界大会に出品した作品を販売!

思わず欲しくなる!チョコレートスウィーツの数々!

フランスで行われた製 菓の国 際コン
クール「ワールドチョコレートマスターズ
2015」に出品し2位を獲得した小野林
シェフが手がけたBOX。
2種類 キャンディのような一口
2012年WPTCに出品し ペカンナッツと塩、
〈クラブハリエ ヴァンクール〉
サイズのハート型チョコ。
マスターズボックス
（4個入）1,296円 優勝した詰め合わせ。 の味のキャラメル。
※2月1日（月）からの販売
ホロスコープ
（3個入） キャラメル（8個入） シュセットショコラ
756円 （3個入） 1,296円
1,296円

会場で楽しむチョコレートスウィーツ
前回大行列のチョコレートチャンクピザが名古屋バージョンに!
イートイン

当店
限定

前回大行列となったチョコレートチャンク
ピザに小倉あんをトッピングした会場
限定フレーバー。絶妙な塩味がクセに
なるおいしさです。
ドリンクの「アイスラズ
ベリーチョコレート」
も限定メニュー!

〈マックス ブレナー〉
小倉チョコレートピザ&ドリンクセット
951円
歩きながら味わえる!濃厚なチョコレートドリンク
当店
限定

辻口シェフの手がける「豆スウィーツ専門店」のスウィーツ
当店
限定

〈フェーヴ〉パルフェグラッセ
ショコラフランボワーズ（1本）
501円
毎年行列のできるボリューム満点のパフェ

フランスパティスリー界の巨匠が手がけ
るカカオの香りがいきた少しビターで濃厚
なチョコレートドリンク。
アイスクリームの
トッピングも楽しめます。
〈ミッシェル・ブラン〉
ベル グラスショコラ

ショコラフランボワーズ味のパルフェ
グラッセ（アイスに似たもの）
を会場で
チョコレートコーティングするかわいい
スウィーツ。

721円

当店
限定

京都・祇園のきなこスウィーツが人気の店。
コーヒーゼリー、
黒糖パウンドケーキ、
ソフト
クリーム、
アイスクリーム、
チョコソースと盛り
だくさんのパフェ。
〈京きなな〉
バレンタインきななパフェ
601円〈各日500個限り〉

※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。※天候・交通事情等により、販売開始が遅れたり、販売を中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

【ジェイアール名古屋タカシマヤニュース】

