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爽やかな、パッションフルーツの魅力をふんだんに
マカロン全店展開へ。ピエール マルコリーニの夏
今年の夏は、パッション フルーツが登場。ホワイトチョコレートとのコラボレーションで、
大人の夏の贅沢なひとときを贈ります。好評のマカロンが直輸入で登場。限定パフェも見逃せません。
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新登場「マカロン」１０種類
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ベルギー直輸入

マルコリーニ マカロン ピエール マルコリーニ
マルコリーニこだわりのカカオを最良のバランスでブレンドしたビターガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン パレ オール フォンダン
バニラで香りづけしたキャラメルとビターガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン カフェ
コーヒーで香りづけしたホワイトガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン ピスターシュ
ピスタチオのプラリネを練り込んだホワイトガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン パッション
パッションフルーツを練り込んだホワイトガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン キャラメル ブール サレ
塩のアクセント効いたキャラメルバタークリーム

マルコリーニ マカロン ヴァニーユ
バニラで香りづけしたホワイトガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン カシス
カシスを練り込んだホワイトガナッシュショコラ

マルコリーニ マカロン ローズ
ローズで香りづけしたバタークリーム

マルコリーニ マカロン テ シトロン
ベルガモットとレモンで香りづけしたミルク＆ビターガナッシュショコラ

価格：各 350 円（税抜）マカロン

限定ボックス

４個入りアソート 1,700 円（税抜）８個入りアソート 3,100 円（税抜）

新宿店ボックス

横浜店ボックス
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ウルトラカカオ５枚入り
ビター５枚入り（右の写真）
薄さ 3mm のシンプルなビターチョコレート。カカオの印象的な香り、芳醇な味わい。
ミルク５枚入り
薄さ 3mm のシンプルなミルクチョコレート。すっきりとした甘みとクリーミーな口当
たり。
価格：各 1,000 円（税抜）

ダブルツイスト６個入り
ダーク６個入り
ビターチョコレートの中にバニラで香り付けしたキャラメルソース。
ミルク６個入り
ミルクチョコレートの中にバニラで香り付けしたキャラメルソース。
レモン６個入り（右の写真）
レモンが香るナッツ風味のミルクチョコレート。
価格：各 900 円（税抜）
展開

全店

★カフェメニュー
シーズンパフェ「パッションブラン」
遂に日本に上陸したマルコリーニマカロンコレクションから「パッションフルーツ」の
フレーバーをヒントに、夏らしい涼しげなグラスが出来上がりました。上品なコクのあ
るホワイトチョコレートアイスクリームに爽やかなパッションフルーツの味わいが重な
る瑞々しいマリアージュ。グラスの底に仕込んだジュレにレモンのヒントを添えて。
価格：1500 円（税抜）
展開店舗：銀座本店

名古屋店

展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日

マルコリーニ ブリュッセルワッフル「パッションブラン」
上品なコクのあるホワイトチョコレートアイスクリームに爽やかなパッションフルーツ
の味わいが重なる瑞々しいマリアージュ。パッションフルーツの華やかな酸
味はたっぷりと絞った生クリームとの相性も抜群です。
価格：1200 円（税抜）
展開店舗：銀座本店 名古屋店
展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日
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シーズンアイスクリーム「パッションブラン」
ホワイトチョコレートアイスクリームをベースにパッションフルーツのピュ
ーレを練り込んだ、夏らしいアイスクリームです。
価格：700 円（税抜） （カフェメニュー・スクープ共に）
展開店舗：
【カフェ：銀座本店 名古屋店】
【スクープ：銀座本店 グランスタ店・名古屋店】
展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日

エクレア「パッションブラン」
パッションフルーツのホワイトチョコレートクリームにパッションフルーツの
グラサージュ。仕上げは香ばしく焼き上げたミニマカロンとホワイトチョコレート
のチュイルで。
価格：700 円（税抜）物販

800 円（税抜）カフェ

展開店舗：銀座本店 名古屋店
展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日
その他のエクレア展開予定

チョコレート、バニラ、キャラメル、レモン、

パインココ

★パティスリー サマー セレクション【 3 個入り / 9 個入り / 14 個入り 】
展開店舗：全店 展開時期：2015 年 6 月 1 日～8 月 31 日
３個入り 価格：1,000 円（税抜）
アソート内容

チョコレートケーキ カット×1

マルコリーニ ダックワーズ×1

サブレ シトロン with ホワイトチョコレート×1
9 個入り 価格：3,000 円（税抜）
チョコレートケーキ カット×5

マルコリーニ ダックワーズ×2

サブレ シトロン with ホワイトチョコレート×2
14 個入り 価格：5,000 円（税抜）
チョコレートケーキ カット×5

マルコリーニ ダックワーズ×4

サブレ シトロン with ホワイトチョコレート×5

★横浜店限定
フォンダンショコラ
価格：600 円（税抜）
ご家庭のオーブンで焼いて仕上げ、いつでも出来立てをお召し上がり頂ける、と
っておきのお手土産です。さくっと温かいケーキの中からカカオの風味豊かなチ
ョコレートガナッシュが溶け出します。冷やしたそのままでお召し上がりいただ
けば、まるで生チョコレートのような滑らかな食感のケーキとしてお楽しみいた
だけます。
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★テイクアウト シーズン
フローズン ショコランブル （プレーン / パッション）
夏季限定のフローズンチョコレートドリンク、フローズンショコランブル。
ピエール マルコリーニのチョコレートらしさはそのままに、シャリッとした食感とキン
とした冷たさが夏の暑さを癒します。
価格：650 円（税抜）
展開店舗：銀座本店

名古屋店

横浜店

展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日

渋谷ヒカリエ店

新宿店

酒々井店

12 時からのご案内となります

コールド ショコランブル
チョコレート（Chocolate）を気軽に持ち歩いて（Ramble）”という思いから名づけられ生
まれたマルコリーニの TAKE OUT ショコラドリンク“”ショコランブル（Chocoramble）“。
毎朝の一杯やブレイクのお供に、コーヒーや紅茶と同じような感覚でカカオポリフェノー
ルたっぷりのショコラを片手に。
価格：600 円（税抜）
展開店舗：グランスタ店
展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日

延長の可能性あり

★横浜店限定 コールド パッション レモン ショコランブル
パッションフルーツのトロピカルな酸味にレモンの爽やかな酸味。
カカオの芳醇なビターネスがぐっと引き締まった横浜限定のチョコレートドリンクです。
価格：700 円（税抜）
展開時期：2016 年 6 月 1 日～8 月 31 日

★父の日
マルコリーニ

ファーザーズデー

リミテッドボックス

内容：マルコリーニセレクション 8P＋PM ロゴ入りゴルフボール×4 個
価格：5,000 円（税抜）
展開店舗：全店
展開時期：2016 年 6 月 1 日～19 日

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

