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2017 年ホワイトデーのテーマは
みんなに幸せを運んでくれるようにと願いを込めて、
シンボルとして言い伝えられているてんとう虫をモチーフにしました。
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ホワイトデー セレクション 9 個入り＞
\3,564-(本体価格\3,300-)
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、
グリーンのハートに詰め合わせてお届けいたします。
ハートの葉にとまった LADYBIRD（てんとう虫）は、幸せが訪れる
サイン。てんとう虫がデザインされた期間限定の「パステル パ
ッションフルーツ ショコラ レ」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。
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、エスカルゴ、クール キャラメル サレ、クール ピスターシュ、アーモンド プラリネ グラン クリュ（新
作）、パステル パッションフルーツ ショコラ レ（レディバード）

＜カカオ グラン クリュ ７個入り＞
\2,754-(本体価格\2,550-)
産地の異なるビターガナッシュのプラリーヌ 6 種
（ピエール マルコリーニ グラン クリュ、カボス グラン クリュ、ベネ
ズエラ グラン クリュ、ブラジル グラン クリュ、エクアドル グラン ク
リュ、マダガスカル グラン クリュ）を詰め合わせた、世界各地のカカ
オの特徴を楽しめるアソートメント。今回は特別に新作の「アーモンド
プラリネ グラン クリュ」を 1 粒プラス。
ピエール マルコリーニ グラン クリュ：厳選した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。アーモンド プラリネ グラン クリュ（新作）
：ビターチョコレートの中にクランチ入りアーモンドプラ
リネ。カボス グラン クリュ : ピエールマルコリーニ グラン クリュとはひと味、違った個性のブレンドが
楽しめるビターガナッシュ。ベネズエラ グラン クリュ : ベネズエラ産のカカオを使用したガナッシュ。エ
レガントな花の香りとヘーゼルナッツの様な香ばしさ。シャープな後味。ブラジル グラン クリュ : ブラジ
ル産のカカオを使用したガナッシュ。フルーティで心地よい苦みとコーヒーを思わせるデリケートなアロマ。
エクアドル グラン クリュ : エクアドル産のカカオを使用したガナッシュ。控えめな苦みに加え、心地よい
後味が長く残る。マダガスカル グラン クリュ : マダガスカル産のカカオを使用したガナッシュ。柔らかな
甘みとしっかりとした味わい。すっきりとしつつ、クリーミーなまろやかさ。
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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。

＜クール セレクション 7 個入り＞
\2,916-(本体価格\2,700-)
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」
。
その他、6 種のフレーバーのハートが集まった鮮やかで魅力的な
セレクション。
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 サレ

＜クール エ ギモーブ 5 個入り＞
\2,052-(本体価格\1,900-)
マルコリーニ オリジナルブレンドのチョコレートでコー
テ ィ ン グ さ れ た バ ニ ラ の 香 る 人 気 の ギ モ ー ブ（ マ シ ュ マ ロ ）。
今回は特別に、3 種のフレーバーのハートと詰め合わせに
した鮮やかで魅力的なアソートメント。
ギ モ ー ブ シ ョ コ ラ ×2、 ク ー ル ピ ス タ ー シ ュ 、 ク ー ル ク
リスプ ヌガー、クール フランボワーズ
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＜ホワイトデー セレクション 6 個入り＞
\2,268-(本体価格\2,100-)
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。ハートの葉にとまった LADYBIRD（てん
とう虫）は、幸せが訪れるサイン。
「パステル パッションフルーツ ショコラ レ」にてんとう虫がデザインされ
た期間限定のチョコレートに加え、新作の「アーモンド プラリネ グラン クリュ」、代表的な「ピエール マル
コリーニ グラン クリュ」
、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。
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、エスカルゴ、クール フランボワーズ、アーモン
ド プラリネ グラン クリュ（新作）パステル パッションフルーツ ショコラ レ（レディバード）

＜ホワイトデー 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、エスカルゴ、クー
ル フランボワーズ、クール シトロンヴェール ショコラ、テ レ、アーモンド プ
ラリネ グラン クリュ（新作）
、パステル パッションフルーツ ショコラ レ（レ
ディバード）

＜ホワイトデー セレクション 11 個入り＞
\3,942-(本体価格\3,650-)
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、エスカルゴ、
クール フランボワーズ、クール クリスプ ヌガー、クール シトロンヴェ
ール ショコラ、テ レ、カラン フォンダン、カボス グランクリュ、アー
モンド プラリネ グラン クリュ（新作）
、パステル パッションフルーツ ショコラ レ（レディバード）

＜ホワイトデー セレクション 16 個入り＞
\5,724-(本体価格\5,300-)
ピエール マルコリーニ グラン クリュ、アニモ キャラメル、エスカルゴ、
クール フランボワーズ、クール クリスプ ヌガー、クール パッション、ク
ール シトロンヴェール、パレ オール フォンダン、テ レ、カラン フォンダ
ン、カボス グランクリュ、カラン レ、テ フォンダン、パベ ドゥ トゥール
レ、アーモンド プラリネ グラン クリュ（新作）
、パステル パッションフル
ーツ ショコラ レ（レディバード）
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＜タブレット ソン スクレ ノワール＞
（砂糖不使用 ビター）
\2,700-(本体価格\2,500-)
砂糖不使用のタブレット。
カカオの風味をひきたてる小麦とコ
ーンから作られたまろやかで自然な甘さの甘味料（マルチトー
ル）を使用。
（糖質の吸収を控えます。
）ベネズエラ産とガーナ
産のカカオ豆をブレンド。柔らかく、フルーティでありながら
カカオのインパクトが残る。 カカオ含有率 78%。
幸せが訪れると言われる、ハートの葉にとまった LADYBIRD（て
んとう虫）をデザインした限定のポーチ入り。

＜タブレット ソン スクレ レ＞
（砂糖無添加 ミルク）
\2,700-(本体価格\2,500-)
砂糖無添加のタブレット。カカオの風味をひきたてる小麦と
コーンから作られたまろやかで自然な甘さの甘味料（マルチ
トール）を使用。
（糖質の吸収を控えます。
）エクアドル産と
ガーナ産のカカオ豆をブレンド。キャラメルのような優しい
風味が広がり、後を引く香り。カカオ含有率 46%。
幸せが訪れると言われる、ハートの葉にとまった LADYBIRD
（てんとう虫）をデザインした限定のポーチ入り。

※写真は内容と異なる場合があります。

