
ジャン＝ポール・エヴァン氏

～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン·デュ·ショコラ
1月28日（水）～2月3日（火）  7階催物会場

「サロン·デュ·ショコラ」

※混雑の状況により、ラストオーダーのお時間が早まる可能性があります。
　予めご了承ください。

ARNAUD LARHER
《 アルノー・ラエール 》フランス_パリ

▶ショコラ・アソート
パトリモワンヌ ユニヴェルセル
【60箱限り】6個入 2,700円

カカオの進化で、もっと変わる！
「10年、20年前と比べて、ものすごく
カカオの質が向上しているんです」と
目を輝かせながら語るシェフは、
2007年にM.O.F.取得、2013年に
C.C.C.で5タブレットを獲得し、
2014年に殿堂入りを果たす。

アルノー・ラエール氏

Philippe BEL
《 フィリップ・ベル 》フランス_リヨン地方モンブリゾン

David Capy
《 ダヴィド・カピィ 》フランス_ボルドー

HUGO & VICTOR
《 ユーゴ&ヴィクトール 》フランス_パリ

HENRI LE ROUX
《 アンリ・ルルー 》フランス_ブルターニュ

PIERRE MARCOLINI
《 ピエール マルコリーニ 》ベルギー_ブリュッセル

Michel Chaudun
《 ミッシェル ショーダン 》フランス_パリ

Tokyo Chocolate
《 トーキョー チョコレート 》日本_東京

Frédéric Hawecker
《 フレデリック・アヴェッカー 》フランス_シャトールナー

Olivier Vidal
《 オリヴィエ・ヴィダル 》フランス_ブルゴーニュ地方オクセール

▶サロン・デュ・ショコラ
限定詰め合わせ 9個入 3,240円

ヒットを連発！
新進気鋭のシェフがつくる“未来”
2012・2013年連続でC.C.C.の最高位5タブレット受賞。
2014年は同誌にてフランス最優秀ショコラティエ20、
タブレットドール、Les Coups de coeurの3冠を受賞。

▶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 ブラック 
【180箱限り】3,371円

美味しさは、
カカオ愛から
数々の受賞歴を誇り、
世界各地にファン持つ
彼は、カカオ豆の選別
からこだわり、「本当に
美味しいものを少し
だけ。」というブランド
哲学のもと、毎年進化を
続けています。

CACAO SAMPAKA
《 カカオ サンパカ 》スペイン_バルセロナ

▶KAKAWA 12個入(12種×各1個） 3,780円
※12種類の原産地別カカオを味わうための小冊子と
　テイスティング用ミネラルウオーター付き。

芸術の街バルセロナの息吹を感じて
スペイン王室御用達のショコラテリアのオーナー。
人工の保存料を一切加えず驚きに満ちた斬新なアイデアと
技術によって、新しいチョコレートを作り続けています。

MUSÉE DU CHOCOLAT  THÉOBROMA
《 ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ 》日本_東京

カカオを極めたショコラの伝道師
カカオに造詣が深いことで知られ、
2012年から3年連続でC.C.C.4タブレットを獲得。
2015年C.C.C. 5タブレット ゴールドを獲得。

▲クラヴィエ 
4個入 3,240円
ビターショコラ×1個・
ボンボンショコラ×3個

▶THE LAST-NARUTO THE MOVIE-チョコレート 
 【200箱限り】9個入 1,944円

▶ミニキャビア
【200箱限り】

5個入 3,024円

©岸本斉史スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©劇場版NARUTO製作委員会2014

思わずうっとり。
ショコラの芸術
スイス人の
ショコラティエに師事し、
チョコレートのおもしろさに魅せられたシェフ。
繊細な味わいのボンボンショコラや
アーティスティックな表現で高い評価を得ています。

愛される「トーキョー」の今を描く。
2010年、パリのサロン・デュ・ショコラが評価する「世界の最も優れた
チョコレート専門店20店」に選出。翌年からC.C.C.で3年連続4タブレットを、
2014年度には最高位のゴールドタブレットを獲得。

▶ショコラ・アソート
【30箱限り】11個入 3,888円

質の追求が、そのまま未来につながる
2004年M.O.F.を取得。
「量を増やすとかお金を儲けるとか
じゃなくて、仕事の質を追求したい」と
チョコレートへの情熱を
言葉にしてくれました。

Pick Up!

Pick Up!

▶ボワット フィンガー
【25箱限り】6個入 3,456円

たった8gでも感動は伝わる！
創造性とショコラへの熱意に富んだ彼は
「ボンボンショコラは1個で8 ～10g。
ショコラティエはそれを食べてもらって
感動を与える仕事」と語っています。
2007年M.O.F.取得。

▶カルネ・オマージュ・オ・
パトリモワン
【60箱限り】12個入 4,536円

過去から未来へ
革新的なブランドが「未来」をテーマに、
今、過去を振り返るという大勝負に
出る― カカオへの探求心が、
どんな新しいチョコレートづくりに
つながるのでしょう！？

◀ショコラ・アソート 
ベスト オフ
【15箱限り】6個入 3,240円

やっぱり「愛」だね、「愛」
「愛ひとすじにショコラをつくれば、
お客さまにもそれが伝わる」と
ショコラへの愛を語るシェフ。
2011年M.O.F.取得。

▲エスカルゴ
【20箱限り】7個入 4,860円

ショコラへの情熱、ノンストップ!
ショコラの話を始めたら止まらない情熱家の
シェフが大切にするのは、良質な原料を選ぶこと。
いつの時代も、原料選びから
こだわることが最高の味をつくる
秘訣だと教えてくれました。
2007年M.O.F.取得。

フィリップ・ベル氏

ダヴィド・カピィ氏

ユーグ・プジェ氏

オリヴィエ・ヴィダル氏

フレデリック・
アヴェッカー氏

アルベルト・リウス氏

ピエール 
マルコリーニ氏

ジュリアン・グジアン氏

土屋公二氏ミッシェル 
ショーダン氏

ジャン＝ポール・エヴァンの世界が
カフェメニューで堪能できます。

ジャン＝ポール・エヴァン カフェ
●午前10時30分～午後8時 ※イートインのラストオーダーは午後7時
◀ショコラショ パリジャン＋カットガトー
「ボワヤジュール」【各日200セット限り】1セット 1,351円

フランスの伝統菓子「ゴーフル」を
チョコ生地でアレンジしました。
プラリネ入りチョコクリームが
やみつきになります。
▼〈ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ〉
ショコフル 1個 324円

香ばしいヘーゼルナッツと
チョコレートのMIX。
◀〈バビ〉 
ソフトジェラート
（ヘーゼルナッツ&チョコ）
（2種類）1本 432円

王道のショコラティエ
「ミッシェル・ブラン」
ならではの、
濃厚でなめらかな
冷たいショコラ。
◀〈ミッシェル・ブラン〉
グラスショコラ
1杯 901円

「ルレ・デセール」 パティシエ（ショコラティエ）の意見交換を主な目的として設立された「最高の菓子作り」のための協会。
「C.C.C.」 著名人や政治家が所属するショコラ愛好家の会。テイスティングを行い最優秀ショコラティエはパリのSDCで発表され、格付けはタブレットの数で表現される。
「M.O.F.」 「フランス国家最高職人」の称号。「Meilleur Ouvrier de France」の略。　「タブレット」 フランス語で「板チョコレート」のこと。
「ノワール」・「レ」 カカオの含有量が多いビターチョコレートを「ノワール」という。これに対し、「レ」は甘めのミルクチョコレートのことをいう。

パリ発、チョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」のすべてが分かる1冊。
世界で活躍する人気ショコラティエとパティシエ約40人へのインタビューや
現地取材など、チョコ好きにはたまらない情報満載です。
パリ会場内のレポートや新作ショコラも写真付きで紹介しています。
サロン・デュ・ショコラ オフィシャル・ムック 2015
（2015年度版/株式会社KADOKAWA/全128ページ）1,001円  
販売場所：地下1階 ヨックモック横　※サロン・デュ・ショコラ開催中は7階会場内でも販売します。

「サロン・デュ・ショコラ」をもっと身近に！

「サロン・デュ・ショコラ」のWEBカタログがご覧いただけます。

名古屋三越栄店｜ nagoya.mitsukoshi .co. jp

詳しくは名古屋栄三越ホームページをご覧ください。
チョコレートの祭典
2015 ショコラモード

トップショコラティエがおくる魅惑のショコラの数々。次世代にも伝えたい、まさに逸品 ! !

おしゃれでカワイイ♡でも味は本格派。センスが光るショコラ! !

世界が認めた、日本屈指のショコラティエ。その芸術的で洗練された味わいを堪能 ! !

サロン・デュ・ショコラ2015 セミナー開催!

JEAN-PAUL HÉVIN
《 ジャン＝ポール・エヴァン 》フランス_パリ

◀ボワットゥ スモーキング
16個入 6,854円

ショコラの美学を
散りばめた名品が一堂に
世界中のトップショコラティエから
尊敬を集めるショコラ界の第一人者。
1986年M.O.F.を取得。
2013年にメゾン誕生25周年を迎え、
ショコラに吹き込んだ新しい
世界観に注目が集まります。

Tsujiguchi Hironobu / Fève
《 フェーヴ 》日本_東京

pâtisserie Sadaharu AOKI paris
《 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ 》フランス_パリ

Pâtissier es koyama
《 パティシエ エス コヤマ 》日本_兵庫

▲パレットショコラ
6個入 1,801円

日本人の感性を、ショコラに託して
「サロン・デュ・ショコラ パリ」では2年連続で
最高位である、5タブレット金賞を獲得しています。

洗練されたミニマリズムと甘美な趣
フランストップ5ショコラティエに選出されるなど、
世界で注目を集める彼のショコラには果物が持つ
本来の味を活かすべく、徹底した素材へのこだわりが
あります。2014年、C.C.C.にて最も栄誉のある
「les incontournables」を日本人初受賞。

世界が才能を認めた味覚の錬金術師
C.C.C.では、2011年から４年連続最高位を獲得。2014年、
外国人最優秀ショコラティエ賞を受賞し、日本人初となる
３度目のW受賞を達成。

▲AOKI 2015 6個入 2,916円

▲SUSUMU KOYAMA'S
CHOCOLOGY 2014
【200箱限り】4個入 1,401円

PIERRE HERMÉ PARIS
《 ピエール・エルメ・パリ 》フランス_パリ

▲ガレ 【60箱限り】21枚入 2,376円
クロエ・アンフィニマン・カラメル×各7枚

パティスリー界の
ピカソが描く至福の味
独創的な「味覚・感性・歓喜の世界」を
構築し“パティスリー界のピカソ”と
称される。現在は「ルレ・デセール」
副会長を務め、パティスリー界の
クオリティ向上に大きく貢献しています。

手づくりを貫く
天才的なアルチザン
「ルレ・デセール」創始者のひとりとして、
名実共に、「フランスの至宝」と称される。
「フランス最優秀パティシエ賞」
「フランス最優秀職人賞」
「フランス最優秀ショコラティエ賞」など数々の賞を受賞。

豆乳ショコラと
砂糖を使わない豆スウィーツ!

Michel Belin
《 ミッシェル・ブラン 》フランス_アルビ

▲セレクションボックス
【190箱限り】9個入 3,240円

“ユズ”
高知県馬路村産の柚子を
なめらかなガナッシュに。
柚子独特の酸味と苦味を
お楽しみください。

“抹茶＆パッションのプラリネ”
京都宇治抹茶の苦み×パッションフルーツの
酸味×南アフリカ産クリオロ種カカオの
ショコラオレの甘み。３つの個性を、
ヘーゼルナッツでまとめた名品。

香ばしいローストヘーゼルナッツを散りばめました。
B〈ピエール・エルメ・パリ〉
ショコラ レ ノワゼット グリエ【100箱限り】100g 1,728円

京橋千疋屋が厳選したドライフルーツと
ミッシェル ショーダンのショコラがひとつに。
C〈ミッシェル ショーダン〉
ショコラ ノワール オ フリュイ セック 1個 2,916円

ペルー産の希少なホワイトカカオを使用したタブレットです。
A〈ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ〉
カカオブラン ピウラセレクト【100箱限り】50g 1,620円

ミッシェル・ブラン氏ピエール・エルメ氏

辻口博啓氏 小山進氏青木定治氏

e〈丸山珈琲〉
丸山珈琲のブレンド・・・・・・・100g 681円
バレンタインブレンド・・・・・・・100g 779円
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軽井沢で生まれたコーヒー専門店、丸山珈琲。
素材そのものの持ち味を生かした香り高い
高品質コーヒーを、アジア人初
2014ワールドバリスタチャンピオンに輝いた
井崎氏が実演販売いたします。

井崎英典
バリスタ来場 
●2月1日（日）・
　2日（月）

個性が魅力の“タブレット”
A

B

C

男性にも喜ばれそう
な

デザインBOX。

スモーキングとは、

タキシードの意味!

日本では「サロン・デュ・ショコラ」でしか
買えないブランド・商品です。

サロン・デュ・ショコラを楽しむためのキーワード

チョコレート用語集

●ラシック 1階ラシックパサージュ 
●1月 30日（金） ～2月15日（日）※ラシック営業時間は午前11時～午後9時
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　　　　　　　　　　今年のショコラを代表するトレンドのひとつが「タブレット」。
　　　　　　　　　　日本では板チョコとして親しまれてきたショコラは、
　　　　　　　　　　フランスでは「タブレット」と呼ばれます。
「ビーン トゥ バー」と呼ばれるカカオから、タブレットになるまで一貫して行う
本格派タブレットはもちろん、ユニークなタブレットが勢揃い。見た目や素材、フレーバー、
デザインを通して、ショコラティエたちの“熱意と遊び心”が伝わってきます。
各ブランド総数約100種類のタブレットをご用意いたしました。

限 定 ブ ラ ン ド ＆ 限 定 商 品

NEW


