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2017 年 1 月 

 

少女漫画の不朽の名作「ベルサイユのばら」とコラボレート！ 

世界から選りすぐりの味わいが集うショコラの祭典。 

2017 TAKASHIMAYA   

アムール･デュ･ショコラ 
～ショコラ大好き!～ 

  

関

関東店舗・会期／会場 

○2 月 1日（水）～2月 14日（火） 

日本橋髙島屋 8階特設会場 

○1 月 26日（木）～2月 14日（火） 

新宿髙島屋 11階特設会場 
○1 月 26日（木）～2月 14日（火） 

横浜髙島屋 8階特設会場 
○1 月 27日（金）～2月 14日（火） 

（初開催）玉川髙島屋 6階特設会場 

○2 月 1日（水）～2月 14日（火） 

柏髙島屋本館地下 2階特設会場 

○2 月 2日（木）～2月 14日（火） 

（初開催）高崎髙島屋 6階特設会場 

○1 月 28日（土）～2月 14日（火） 

岐阜髙島屋 10階特設会場 

 

関西店舗・会期／会場 

○1 月 25日（水）～2月 14日（火） 

大阪髙島屋 7階特設会場 

○1 月 25日（水）～2月 14日（火） 

京都髙島屋 7階特設会場 

○2 月 1日（水）～2月 14日（火）  

泉北髙島屋 5階特設会場 

○1 月 25日（水）～2月 14日（火） 

岡山髙島屋 8階特設会場 

©池田理代子プロダクション 



2 

 

コラボレート① 

「ベルサイユのばら」アムール・デュ・ショコラ特別描き下ろし漫画 2 作品 

 

「ベルサイユのばら」池田理代子先生がアムール・デュ・ショコ

ラのために描き下ろしてくださった特別編です。 

※1話・2話は、ショコラにまつわる別々のストーリーです。 

 

○1話は開催店で配布するカタログに掲載 

1月 11日(水)～アムール・デュ・ショコラ開催各店にて配布 

 

○2話はタカシマヤアプリに掲載 

1月 25日(水)午前 10時～2月 14日（火）午後 11時 59分 

 

 

 

 

 

 

コラボレート② 

あなたもオスカルになれる？「なりきり！ベルばらカメラ」 

 

ベルばらフレームで写真が撮れる、今回限りの特別企画。 

好きなフレームを選んでボタンを押せば、あなたもベルばら

ワールドの一員に！ 

フレームは、スマホ版が 3種類、会場版は 5種類をご用意し

ています。 

撮った写真はＴwitterやＩnstagramで、「#ベルばらカメラ」を

付けて投稿すると抽選で素敵な景品が当たります。 

 

○スマホ版 

 1月 18日（水） 

午前 10時～2月 14日（火）午後 11時 59分 

○会場版 

  各店アムール・デュ・ショコラ会期（会場内特設ブース） 

©池田理代子プロダクション 

©池田理代子プロダクション 
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コラボレート③   

各店でイベントを開催 ※予告なくイベント内容・日時等が変更になる場合がございます。 

＜日本橋髙島屋＞ 

池田理代子先生×凰
おう

稀
き

かなめさん スペシャルトークショー 

オスカルの生みの親である池田理代子先生と、劇画に最も近いと言われるオスカルを演じた凰稀かなめさん（元宝塚歌

劇団元宙組男役トップスター。2015年 2月 15日退団)の初対談が日本橋で実現します。 

MCは元宝塚歌劇団の白華れみさんです。 

 

○日時：2月１日（水）午後 2時（約 30分） 

 場所：ベルサール東京日本橋Ｂ2イベントホールＡ 

※東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワーＢ2 （日本橋髙島屋から徒歩数分） 

 開場：午後 1時（観覧無料） 

     ※トークショー会場入口にて、当日午後 0時 30分から先着 300名様に着席整理券を配布します。 

（お 1人様 1枚） 混雑時には入場制限する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田理代子先生              凰稀かなめさん       （ＭＣ）白華れみさん 

 

ビッグサイズのスペシャル動画放映 

日本橋店 1階正面ホールで、アーティスト村松亮太郎が率いるクリエイティブチーム

NAKED とアムール・デュ・ショコラがコラボレートしたスペシャル動画を放映します。 

 

○期間：2月 1日（水）～2月 14日（火） 

 場所：日本橋髙島屋 1階正面ホール 

※NAKEDが贈るデジタルアート展 「2017 FLOWERS BY NAKED-立春」 

2月 2日(木)～3月 20日(月) 日本橋三井ホールにて開催決定。 

©大野愛子 

※画像はイメージです 

©池田理代子プロダクション 
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＜玉川髙島屋＞ 

等身大のオスカルのショコラ展示 

アムール・デュ・ショコラ初開催の玉川髙島屋では、＜パティスリー エチエ

ンヌ＞のスイートアートデザイナー藤本美弥さんが、今回のアムール・デ

ュ・ショコラのために制作した等身大のオスカルのショコラを展示します。 

 

○期間：1月 27日（金）～2月 14日（火） 

 場所：玉川髙島屋 6階特設会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤本美弥さん 

※この絵がショコラになります。 

 

 

＜大阪髙島屋、京都髙島屋、柏髙島屋＞ ※それぞれ約 30分 

池田理代子先生 トークショー 

池田理代子先生に、ベルばらのこと、ショコラのことなど、思いの丈をお話いただきます。 

 

※アムール・デュ・ショコラ大阪店、京都店、岡山店の初日 1 月 25日(水)に、 

「ベルサイユのばら」最新 13巻(集英社)が発売。 

アムール・デュ・ショコラの各店会場で販売します。  

 

○日時：1月 25日（水）午後 2時 

 場所：スイスホテル南海大阪 8階浪華の間（Ｄ） （大阪髙島屋と 5階で直結） 

 ※当日午前 10時から、大阪髙島屋 7階アムール・デュ・ショコラ特設会場・ 

会場入口で、先着 100名様に整理券を配布します。（お 1人様 1枚） 

 

 

 

©池田理代子プロダクション 

©池田理代子プロダクション 
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○日時：1月 25日（水）午後 5時 

 場所：京都髙島屋 7階グランドホール内特設ステージ 

 ※当日午後 2時から、京都髙島屋 7階アムール・デュ・ショコラ特設会場で、先着 100名様に整理券を配布します。 

（お 1人様 1枚） 

 

○日時：2月 1日（水）午後 5時 30分 

 場所：柏髙島屋 本館 3階特設会場 

 ※整理券などの詳細は、後日、柏タカシマヤ webサイトにて発表します。 

 

 

＜新宿髙島屋＞ 

オスカル生涯ただ一度だけのドレス展示 

※本ドレスは「池田理代子 永遠のベルサイユのばら展」の展示物として 2007年に製作、2007年～2008年にかけて 

展示されたものです。 

オスカルが生涯ただ一度だけ舞踏会で着たドレスを文化服装学院の協力

で原画に基づいて再現しました。 

 

○期間：1月 25日（水）～2月 14日（火） 

 場所：新宿髙島屋 2階ＪＲ口               

 衣装製作協力：文化服装学院（オートクチュール専攻有志学生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜横浜髙島屋＞ 

等身大のオスカル＆アンドレの立像展示 

※本立像は「わたしのマーガレット展」の展示物として、 

2014年に製作されたものです。 

 

○期間：1月 26日（木）～2月 14日（火） 

 場所：横浜髙島屋 1階 

©池田理代子プロダクション 

©池田理代子プロダクション 
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コラボレート④ 

ベルサイユのばら×アムール・デュ・ショコラ企画商品 

華麗なベルサイユのばらの世界が、髙島屋限定のショコラになりまし

た。 ※商品はすべて税込・予定価格です。 

 

○メサージュ・ド・ローズ  ベルサイユのばら 1,944円（7個入） 

 

「ベルサイユのばら」のキャラクラーを表現した 4種類のチョコレートを

アソート。中心の真っ白な大輪のバラはオスカルをイメージ。フランス

〈ヴェイス〉社のクーベルチュールを使用した本格的な味わいを、オリ

ジナルパッケージに詰め合わせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○パティスリー エチエンヌ 

ベルサイユのばらセレクション 2,852円（8個入） 

 

ダマスクローズとフランボワーズで、華やかなオスカルのイメージを表

現した赤バラの「ルージュ」など、主要な登場人物の個性を映す 8粒

のショコラ。華やかさの中にスパイスを効かせたフレーバーが、心躍

る世界を繰り広げます。 

オリジナルポストカード（1枚）が付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

©池田理代子プロダクション 

©池田理代子プロダクション 
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コラボレート⑤ 

デビュー50 周年記念展 池田理代子－「ベルばら」とともに－ 

 

日本橋店・横浜店・大阪店・京都店のアム

ール・デュ・ショコラ会場にて、税込 5,000円

以上お買上げのお客様、先着 10万名様（4

店計）に同展ご招待券（1名様分）をプレゼ

ントします。 

 

 

○期間：3月 8日（水）～3月 20日（月祝） 

場所：日本橋髙島屋 8階ホール 

 

○期間：3月 29日（水）～4月 10日（月） 

 場所：大阪髙島屋 7階グランドホール 

 

○期間：4月 12日（水）～4月 23日（日） 

 場所：京都髙島屋 7階グランドホール 

 

○期間：4月 26日（水）～5月 8日（月） 

 場所：横浜髙島屋 8階ギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©池田理代子プロダクション 
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※以下は「ベルサイユのばら」とのコラボレート外情報となります。 

日本初登場＆オススメショコラ 
 

2017 年の髙島屋のバレンタイン「アムール･デュ･ショコラ～ショコラ大好き！～」では、日本初登場ブラン

ドを含む約 130 ブランドが集結いたします。その多彩なブランドの中から、髙島屋限定のオススメ商品をご紹

介いたします。 

※商品はすべて税込・予定価格です。 

 

 

日本初登場ブランド                  

知る人ぞ知る人気店や、バイヤーの発掘ブランドが満を持して 

日本初上陸いたします。 

 

 

○＜アレクサンドル・シュテルン＞ハニードリーミング（4粒入）2,160円、 

ハニーハーモニー（4粒入）2,160円 

世界各地のはちみつを集め、パリで話題のはちみつ専門店＜アレクサンドル・シュテルン＞。オーナーのアレ

クサンドル氏は、フランスでハチミツブレンダーとして活躍しているひとりです。カカオとの組み合わせは香

りを一番重視して、絶妙なバランスではちみつを調合しています。今回登場するオレンジ、コーヒー、アカシ

ア、ライチのはちみつを加えたショコラは、まるでシルクのようななめらかな口当たりで、女性同士のプレゼ

ントにオススメです。 

 

 

 

○＜ヴィアネイ・ベランジェ＞ 

髙島屋オリジナル パヴェ（8個入）3,132円 

M.O.F.（フランス国家最優秀職人賞）など数々の受賞歴を持つジャ

ック・ベランジェ氏を父に持つヴィアネイ・ベランジェ氏のショコラ

が日本初上陸。今回は一旦プログラマーの道に進んだ後、父の跡を継

ぐ決心をしたという異色の経歴を持つ息子のヴィアネイ氏考案のシ

ョコラをご紹介します。ヘーゼルナッツのガナッシュを、アーモンド

とキャラメルのヌガティーヌでサンドし、ダークチョコレートをかけ

たスペシャリテです。本店のあるル・マンの石畳をイメージしていま

す。 
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○＜テオ＆フィロ＞カラマンシー、バラココーヒー他 

（1枚/38g）各 746円 

フィリピンを代表するビーン・トゥ・バー＜テオ＆フィロ＞が日本初

登場。フィリピンではカカオの生産が進んでおり、自社農園で育てた

カカオを使用しています。東南アジアではポピュラーな柑橘類「カラ

マンシー」を合わせたビターで爽やかな味わいのダークチョコレート

などのフレーバーが登場します。サイズが通常のタブレットよりも小

さめに作られており、パッケージもおしゃれなので義理チョコや自分

へのご褒美チョコとしてもオススメです。 

※新宿店・大阪店のみの展開です。 

 

 

 

○＜レジェンダリー＞ベルギーショコラ・シャルマン（8個入）3,240円 

ベルギーチョコレートアンバサダーのバルト・ヴァン氏は、2013･2016

年にフランスの権威あるレストランガイド「ゴーミヨ」のベストショコ

ラティエに選出されるほどの腕前。契約農園で作ったオリジナルの「カ

カオリキュール」を使ったショコラをはじめ、カカオを楽しむセレクト

をご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋新登場ブランド 

下記の新登場 2 ブランドは、今回百貨店では髙島屋のみの出店で

す。世界に名だたる巨匠ショコラティエの傑作をお楽しみくださ

い。 

 

○＜パトリック･ロジェ＞ショコラアソート（4個入）2,106円、 

（9個入）3,996円 

2000 年に 30 歳という若さで M.O.F.を獲得した、フランスを代表

するショコラティエの 1 人であるパトリック･ロジェ氏。2016 年

のサロン・デュ・ショコラにて TOP ショコラティエ 12 人のひと

りに選ばれた実力派。ショコラ一つ一つに特別な思いが込められています。レモングラス＆ペパーミントのガ

ナッシュなど、唯一無二の才能が生み出すショコラの世界をご堪能ください。 
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○＜ローラン・ル・ダニエル＞ 

髙島屋限定 ショコラ・ギモーヴ（4本入）2,376円 

フランス・レンヌ地方で最初に M.O.F.を獲得したローラン･ル・ 

ダニエル氏。フランボワーズやミントとヴェルヴェーヌの組み合わせ

の爽やかな風味のギモーヴをチョコレートでコーティングした、オリ

ジナルの味わいをご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほかの注目ショコラ 

○＜アルノー・ラエール＞髙島屋スペシャルエディション（6個入）

2,916円 

フランスで多くのファンを持つ M.O.F.獲得パティスリー、 

アルノー・ラエール氏。カカオを厳選し新たな味を追求する 

スタイルで、今回燻製したカカオを使ったビターなボンボンや、

マダガスカル産ハイカカオのみを使用したショコラなど、珠玉の

6 粒を詰め合わせました。 

 

 

○＜ジャック・ジュナン＞プラリネ アソート（9個入）3,240円、 

ガナッシュ アソート（9個入）3,132円 

2010 年、クラブ・デ・クロクール･ドゥ･ショコラ（C.C.C.＝フラ

ンスのショコラ愛好家の団体）からトップショコラティエの 1 人

として表彰されたジャック･ジュナン氏。アルチザンとしての仕事

に誇りを持つ、ジュナン氏ならではのショコラを 9 粒入りのアソ

ートでお届けします。 

日本では髙島屋のみの出店です。 
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○熊本ぼんぼん（6個入）1,620円 

 

 

©2010 熊本県くまモン 協力：銀座熊本館 

熊本ではお屠蘇の代わりにお正月に飲まれる伝統の地酒「赤酒」や、樫樽で寝かし香りと甘みを引き出した米

焼酎「オークロード」、国産ぶどうを甘口ワインに仕上げた「キャンベールアーリー」の 3 種の熊本産美酒を

使用したボンボンです。早春を告げる椿を描いたパッケージに、チョコレートボンボンと 

「くまモンピンバッジ」を詰め合わせた限定セットです。熊本県産の 3 種のお酒を使用した美味しいチョコレ

ートを食べて、熊本にエールを送ることができる一品です。 

 

 

オンライン情報 

アムール ・デュ・ショコラのカタログ掲載品は、オンラインでもお買上いただけます。 （一部お取り扱いの

ない商品もございます。） 

オンラインストア『タカシマヤのバレンタインデー2017』では、オンライン限定品を含む約 1,600 点を展開

いたします。 

○承り期間：1月 6日（金）午前 10時～2月 11日（土・祝）午前 10時 

※一部販売期間が異なる商品がございます。 

http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/ 

 

以上 

http://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/

