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ST.VALENTINE’S DAY
2016 年バレンタインのテーマは四葉のクローバー。
みんなに幸運（Lucky）と幸せ（Happiness）を運んでくれるようにと願いを込めて、
「幸福」のシンボルとして言い伝えられている四葉のクローバーをモチーフにしました。

株式会社 The Cream of the Crop & Company TEL： 03-3248-0450

PRESS RELEASE

2015.OCT.

＜バレンタイン セレクション 3 個入り＞
\1,350- (本体価格\1,250-)
赤のハート缶が特別な印象のバレンタインアソートメント。ビタ
ーガナッシュをビターチョコレートでコーティングした「ピエー
ル マルコリーニ グランクリュ」
、ミルクチョコレートの中に塩
のアクセントの効いたキャラメルソースの入った「アニモ キャ
ラメル」
、甘酸っぱいラズベリーのガナッシュをホワイトチョコ
レートでコーティングした「クール フランボワーズ」の 3 種をアソート。ひと粒ひと粒にそれぞれの物語が詰
まったプラリーヌは記憶に残る至福の味わい。マルコリーニが奏でるカカオの世界
を、期間限定の真っ赤なハートの缶に詰め合わせてお届けいたします。
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、クール フランボワーズ

＜バレンタイン セレクション 9 個入り＞
\3,456- (本体価格\3,200-)
赤のハート缶が特別な印象のバレンタインアソートメント。新作
のハート型「クール マッチャ」や四葉のクローバーがデザイン
された期間限定のチョコレートに加え、ビターガナッシュをビタ
ーチョコレートでコーティングした「ピエール マルコリーニ グ
ランクリュ」
、甘酸っぱいラズベリーのガナッシュをホワイトチ
ョコレートでコーティングした「クール フランボワーズ」、ミルクチョコレートの中に塩のアクセントの効いた
キャラメルソースの入った「アニモ キャラメル」など定番のコレクションをアソートしました。ひと粒ひと粒
にそれぞれの物語が詰まった 9 種類のプラリーヌは記憶に残る至福の味わい。マルコリーニが奏でるカカオの世
界を、期間限定の真っ赤なハートの缶に詰め合わせてお届けいたします。
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、クール フランボワーズ、クール シトロンヴェー
ル、クール マッチャ、クール クリスプ ヌガー、テ レ、エスカルゴ、パステル パッションフルーツ ショコラ
ブラン（パッションフルーツ味のキャラメルソースをホワイトチョコレートでコーティング）

＜クール フランボワーズ ７個入り＞
\2,700-(本体価格\2,500-)
マルコリーニのバレンタインを象徴するチョコレートと言えば
赤いハートの形をした「クール フランボワーズ」
。フランボワー
ズの甘酸っぱさとカカオのアロマが共鳴する赤く美しい一粒で
す。バレンタイン ハート缶の限定パッケージに 7 粒を詰め合わ
せました。鮮やかに輝く魅力的なひと箱です。
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＜レ クール ラインナップ＞
クール フランボワーズ：ホワイトチョコレートの中にフランボワーズで香りづけしたビターガナッシュ。
クール パッション：ホワイトチョコレートの中にパッションフルーツで香りづけしたミルクガナッシュ。
クール クリスプ ヌガー：ホワイトチョコレートの中にプラリネとヌガー。
クール キャラメル：ホワイトチョコレートの中にキャラメルソース。
クール ピスターシュ：ビターチョコレートの中にピスタチオのプラリネ。
クール シトロン ヴェール：ミルクチョコレートの中にライムで香りづけしたホワイトガナッシュ。
クール マッチャ：ホワイトチョコレートの中に抹茶のホワイトガナッシュ。

＜レ クール 4 個入り＞
\1,728-(本体価格\1,600-)
マルコリーニのバレンタインを象徴するチョコレートと言えば赤いハート
の形をした「クール フランボワーズ」
。フランボワーズの甘酸っぱさとカ
カオのアロマが共鳴する美しい一粒です。この時期に合わせたハート型の
新作も加え、詰め合わせました。ハートのたくさん詰まった鮮やかで魅力
的なひと箱です。
クール マッチャ、クール フランボワーズ、クール シトロンヴェール、クール クリスプ ヌガー

＜レ クール８個入り＞
\3,132-(本体価格\2,900-)
クール マッチャ、クール ピスターシュ、クール パッションフルーツ、
クール フランボワーズ、クール シトロンヴェール、クール クリスプ ヌ
ガー、クール キャラメル X2

＜レ クール１２個入り＞
\4,536-(本体価格\4,200-)
クール マッチャ X2、クール ピスターシュ X2、クール パッションフルー
ツ、クール フランボワーズ、クール シトロンヴェール X2、クール、クー
ル クリスプ ヌガーX2、クール キャラメル X2

＜パレ ファン 9 枚入り＞
\2,646-(本体価格\2,450-)
マルコリーニ曰く、「女性が口に運ぶ時に美しく見える形」のチョコレー
ト、パレファン。僅か厚さ４㎜の薄型プラリーヌの中に閉じ込められた３
種類のフレーバーのアソートメントはさながら香りの花束。キャラメル
ブール サレ、ガナッシュ アメールに加え、抹茶ホワイトチョコレートの
中にゴマのペーストが入った新作のマッチャの３種類をアソート。スタイ
リッシュな白箱に赤のラインがバレンタインを演出。四葉のクローバーが
幸運と幸せを運ぶ、期間限定のパッケージでお届けします。
キャラメル ブール サレ X3:バターと塩を効かせたキャラメルソース ガナッシュ アメール X3：ビターチョコ
レートの中にビターガナッシュ マッチャ X3：抹茶ホワイトチョコレートの中にゴマのペースト
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＜バレンタイン セレクション６個入り＞
\2,268-(本体価格\2,100-)
四葉のクローバーが幸運と幸せを運ぶバレンタイン。新作のハ
ート型「クール マッチャ」や四葉のクローバーがデザインさ
れた期間限定のチョコレートに加え、代表的な「ピエール マ
ルコリーニ グラン クリュ」
、フランボワーズの甘酸っぱさと
カカオのアロマが共鳴する赤く美しい一粒「クール フランボワーズ」
、キャラメルソースが入った「アニモ キ
ャラメル」や「エスカルゴ」を詰め合わせました。マルコリーニが奏でるカカオの世界を気軽に楽しめるアソー
トメント。スタイリッシュな白箱に赤のラインがバレンタインを演出、四つ葉のクローバーが 幸運と幸せを運
ぶ、期間限定のパッケージでお届けします。
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、クール マッチャ、パステルパッションフルーツ ブ
ラン、エスカルゴ、クール フランボワーズ、

＜バレンタイン セレクション 8 個入り＞
\2,916-(本体価格\2,700-)
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、クール マッチ
ャ、パステル パッションフルーツ ブラン、エスカルゴ、クール フランボワ
ーズ、パレ オール フォンダン、テ レ

＜バレンタイン セレクション 11 個入り＞
\3,942-(本体価格\3,650-)
クール フランボワーズ、ピエール マルコリーニ グラン クリュ、ア
ニモ キャラメル、パレ オール フォンダン、カラン フォンダン、テ
レ、カボス グランクリュ、エスカルゴ、クール マッチャ、クール ク
リスプ ヌガー、パステル パッションフルーツ ブラン、

＜バレンタイン セレクション 16 個入り＞
\5,724-(本体価格\5,300-)
クール フランボワーズ、ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、パレ オール レ、カラ
ン フォンダン、カラン レ、クール クリスプ ヌガー、パベ ドゥ トゥ
ール フォンダン、パベ ドゥ トゥール レ、テ フォンダン、テ レ、カ
ボス グランクリュ、エスカルゴ、クール マッチャ、パステル パッシ
ョンフルーツ ブラン、クール ピスターシュ
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＜タブレット オレ＞
\2,700-(本体価格\2,500-)
すっきりとした甘みとクリーミーな口当たり。シンプルながらマ
ルコリーニこだわりのミルクチョコレートのタブレット。タブレ
ットをデザインした限定の赤のポーチ入り。

＜タブレット ベネズエラ＞
\2,700-(本体価格\2,500-)
マルコリーニのタブレットシリーズの中でも定番のベネズエラ。
カカオの印象的な香りと芳醇な風味、ナッツのような後味。カカ
含有率 78％。タブレットをデザインした限定のブラックのポーチ
入り。

＜タブレット マッチャ＞
\2,916-(本体価格\2,700-)
シンプルながら、抹茶の良さを塩が引き立てた一枚。昨年、初め
てお茶会に参加したマルコリーニ氏。お茶会を通じて改めて日本
文化の奥深さに感動し、そこで得たインスピレーションが新作
の「抹茶を使ったチョコレート」の創作へと駆り立てました。
タブレットをデザインした限定ポーチ入り。

BRUSSELS TREASURE BY PIERRE MARCOLINI
＜ブリュッセル トレジャー カカオ 生チョコレート＞
マッチャ 9 個入り
¥2,592-(本体価格\2,400-)
ホワイトチョコレートに抹茶を練りこんだ、
微細な口どけ。
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