
冷蔵

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉
フォルマン メルヴェイユーズ

50点限り 3,888円8個入、フランス製

4
890-523

セレクションボックスM.O.F.ボックス
20点限り 3,240円6個入、フランス製

11
890-593

〈カカオ サンパカ〉ロサード セレクション 2022
30点限り 2,700円5個入、スペイン製

13
890-613

冷蔵

〈フィリップ・ベル〉
ショコラアソート10P

20点限り 4,536円10個入、フランス製

8
890-563

冷蔵

〈BABBI〉ピスタチオマニア Part X
96点限り 3,240円10個入、イタリア製

14
890-623

80点限り 3,888円10個入、ベルギー製

5
890-533

冷蔵

〈ピエール・エルメ・パリ〉
アソリュティマン ド 
ショコラ8個入

30点限り 3,402円8個入、フランス製

7
890-553

0120-45-3254
〈受付時間：午前10時～午後5時〉

店頭
お渡し
のみ

2022年 2月10日（木）～14日（月）
※別途送料を頂戴いたします。 詳しくは係員にお問い合わせください。

配送または店頭受け取りをお選びいただけます。

※お支払いは、エムアイカード プラス・三越 MCARD・MICARD・伊勢丹アイカード決済またはコンビニエンスストア決済のほか、店頭でのお受け取り当日にて承ります。詳しくは係員にお問い合わせください。 ※代金引換でのお支払いは承れませんので予めご了承ください。 ※お届けには別途送料【県内】880円【県外】935円～1,540円
（冷蔵商品のお届けには別途冷蔵便送料【県内】1,188円【県外】1,210円～2,310円）を頂戴いたします。 （総重量15kg［3辺の和120cm］までの料金です。 左記を超えた場合は別途追加送料を頂戴いたします。）  ※島しょ部など、一部お届けできない地域がございます。 ※掲載商品は簡易包装でのお届けのみとなります。 ※天候や
交通などの事情により、指定期間内のお届けが困難となる場合がございます。予めご了承ください。※商品到着後の日持ち期間は、配送日数、お届け時不在保管期間などにより短くなる場合がございますので予めご了承ください。 ※いずれも写真はイメージです。 ※諸般の事情により、商品の内容・素材・産地・デザイン・価格の変更、
または入荷がない場合がございます。 ※商品原産国は、箱詰め場所と異なる場合がございます。※画像の装飾品等は商品に含まれておりません。 ※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。 ※価格はすべて税込です。

JEAN-PAUL HÉVIN

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ボンボン ショコラ 10個 ミュージック

50点限り 3,996円10個入、フランス製 冷蔵

1
890-493

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ボンボン ショコラ 6個
ミュージック
80点限り 2,960円

6個入、フランス製

冷蔵

2
890-503

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ケーク オ ショコラ グラン

50点限り 2,484円1本、日本製

3
890-513

期間限定のショコラ6個を含むボンボン ショコラの詰め合わせです。
レコードジャケットをイメージしたスリーブ付きです。

刻んだビターチョコレートにラムレーズンと
グレープフルーツやオレンジ、生姜の
コンフィとジューシーなグリオット
チェリーを合わせたケーク。

20周年記念
ホログラムボックス。
5種のショコラが一度で
楽しめるサンク・エトワールに、
ピエール定番のハートの
ショコラをプラスした
一箱です。

数々の賞を受賞している
M.O.F.のショコラティエ、
フィリップベル氏が
織りなす、今年の新作を
含むショコラを
ご堪能いただけます。

〈ステットラー〉
パヴェ・ド・
ジュネーブ

30点限り 2,754円6個入、スイス製

21
890-693

「ジュネーブの石畳」を
意味するキューブ型の
チョコレート。
生クリーム､動物性バター､
保存料を使用せず滑らかな
口どけが特徴｡

〈彩果の宝石〉
ときめきはんなり
ショコラ

50点限り

2,160円
20個入、日本製

23
890-483

7種類のフルーツゼリーを
3種類のショコラで包みあげた
上質な味わいを
お楽しみください。

〈ユーハイム〉
ショコラーデン
バウム

50点限り 1,188円6個入、日本製

22
890-703

上質なバターをふんだんに
使用した生地を一層一層丁寧に
焼き上げたバウムクーヘンに
口どけなめらかなミルク
チョコレートでコーティングした
期間限定商品です。

冷蔵 冷蔵

〈クリスティーヌ・フェルベール〉
フリュイ エ プラリネ レ オワゾ アン アルザス

20点限り 4,536円9個入、フランス製

10
890-583

フランス アルザス地方の
素材を使用した人気の
コンフィチュール入りの
ショコラを中心とした
詰め合わせです。

〈ベル アメール〉
アルティザンパレショコラ 5枚入

96点限り 1,836円5枚入、日本製

17
890-653

代表商品「パレショコラ」の
この時期だけの華やかな
限定フレーバー5種を
限定BOXに詰め合わせ。

〈デメル〉ソリッドチョコ猫ラベル（ミルク）
100点限り 1,944円105g、日本製

16
890-643

猫の舌をモチーフにした滑らかな口どけの
チョコレートはデメルの代表商品の一つです。

〈ゴディバ〉
ときめく心 
ハート セレクション

300点限り 3,240円6個入、ベルギー製

18
890-663

ハートやリボン、
鳥など、
ときめくモチーフを
散りばめたハートの
パッケージに、６粒の
限定チョコレートを
詰め合わせました。

人気の
ピエール・エルメ・パリの
マカロンを、
色彩豊かな限定BOXに
詰め合わせました。

口の中でソフトにとろける
8種類のショコラをカラフルな
限定BOXに入れました。

こだわりのピスタチオペーストを
使った定番のウエハースや
チョコレートウエハースを
はじめ7種の
スイーツを
詰め合わせました。

三越伊勢丹
限定BOX。
「ガナッシュ 
ホウジチャ」と
バレンタイン限定
「シトロン＆ジャンジョンブル」に
定番レシピを詰め合わせました。

〈ゴディバ〉
50周年 アニバーサリー ヘリテージ 
リバイバル アソートメント

300点限り 4,320円12個入、ベルギー製

19
890-673

日本上陸50周年
記念の限定
チョコレートと
ゴディバゆかりの
チョコレートを、
ヴィンテージ感あふれる
限定BOXに詰め合わせました。

6人のM.O.F.（フランス国家最優秀職人章）
ショコラティエのショコラを一つに詰め込んだ
贅沢なBOXです。

〈ロイスダール〉アンジェ
50点限り 2,160円20個入、日本製

20
890-683

フルーツやナッツを使用したバラエティー
豊かなチョコレートの詰め合わせです。

カカオ サンパカでしか味わえない、フルーツやナッツの
ボンボンショコラ。「ペタセタ」は弾ける美味しさが人気です。

〈デジレー〉トリュフ&ハート
100点限り 1,485円8個入、ベルギー製

15
890-633

ブランドを代表する伝統の
「トリュフ」と、ルビーチョコ
フレークをまぶした新しい
「ルビートリュフ」、
日本オリジナルの
「レッドハート」など、
魅力溢れるひと箱です。 

2022年1月15日●～31日●土 月承り期間：

お届け期間： ●店頭でのお渡し期間：2月11日（金・祝）～13日（日）
松山三越 1階アトリウムコート●お渡し場所：

LA MAISON DU CHOCOLAT Pierre Ledent PIERRE HERMÉ PARIS PIERRE HERMÉ PARIS

Philippe BEL

〈ベルナシオン〉
タブレット フォンダン マンディアン プラス

30点限り 3,888円1枚、フランス製

9
890-603

冷蔵

店頭
お渡し
のみ

ダークチョコレート
55%のタブレットと、
はちみつでグリルした
スライスアーモンドや、
ドライフルーツが
絶妙なバランスです。

BERNACHON Christine  FERBER M.O.F.SELECTION

shodai bio nature CACAO SAMPAKA BABBI Désirée

DEMEL BEL AMER GODIVA GODIVA

RUYSDAEL StettlerJUCHHEIM SAIKA NO HOUSEKI

冷蔵

〈ピエール・エルメ・パリ〉
マカロン6個詰合わせ

100点限り 2,808円6個入、日本製

6
890-543

三越伊勢丹限定

三越伊勢丹限定

おうちから
お電話で

ラクラクご注文！！ テレフォン
オーダー

松山三越

店頭販売あり 店頭販売あり 店頭販売あり

※①～③、⑫、⑮、㉒の商品は1月27日（木）～2月14日（月）の期間、1階アトリウムコート・1階ゴディバ横 特設会場でも
販売いたします。〈テレフォンオーダーにてご注文いただいた商品の店頭お渡しは、2月11日（金・祝）～13日（日）の期間のみとなります。〉

〈個人情報の取り扱いについて〉今回ご注文いただきましたご依頼主さまへ三越伊勢丹グループ各社より各種ご案内等を差しあげる場合がございます。ご不要の場合は係員へお申し付けください。
※ご注文後のキャンセル、お取り替え、ご返品は承れません。また、承り後のお渡しおよびお届け日のご変更は承れません。予めご了承ください。

〈ピエール・ルドン〉
サンク・エトワール プリュス クール

三越伊勢丹限定

〈ショウダイビオナチュール〉
バレンタインペタル
50点限り 4,001円110g、日本製

12
890-573

見た目にも
美しい6色の
花びらのような
チョコレートです。

1階ロイスダールでも販売中 1階ユーハイムでも販売中 1階彩果の宝石でも販売中

1階ベル アメールでも販売中 1階ゴディバでも販売中 1階ゴディバでも販売中

三越伊勢丹限定

店頭販売あり

店頭販売あり

店頭販売あり

松山三越1/2022 14 金


