
カタログＮo. 店舗名 国名 柱番号 カタログＮo. 店舗名 国名 柱番号

38 アマリエ スペイン Ｋ-7 56 マイアーニ イタリア H-8

3 アルノー・ラエール フランス Ｃ-3 9 マ・プリエール 日本 Ｆ-2

アン グラン パ 日本 Ｇ-6 ミカフェート 日本 Ａ-2

120 宇治園 日本 Ｉ-7 ミホ・シェフ・ショコラティエ 日本 F-4

34・35 ヴァンデンダー ベルギー Ｈ-6 109 ムーミン×メリーチョコレート ムーミン・コミックス 日本 Ｉ-5

36 ヴィタメール ベルギー Ｈ-7 108 ムーミン×メリーチョコレート ムーミン スタイル 日本 Ｉ-5

ヴェルジュール 日本 Ｋ-6 牟尼庵 日本 Ｅ-1

小倉山荘 日本 Ｉ-7 70 メゾン・ドゥ・イッテー 日本 Ｈ-5

5 オーボンヴュータン 日本 Ｇ-6 41 メゾン・ショーダン フランス Ｃ-3

125 オッジ 日本 Ｅ-2 72 森伊蔵＆オーボンヴュータン 日本 Ｃ-3付近

83 ca ca o 日本 Ｂ-2 101 モロゾフ×オニバスコーヒー コーヒーラボ 日本 Ｋ-6

16 カカオ サンパカ スペイン Ｄ-1 112 ユーハイム×シュタイフ 日本 Ｇ-4

85 カカオティエ ゴカン 日本 Ｈ-3 60 Yumiko ＳＡＩＭＵＲＡ Ｐｉｃｃｏｌａ Ｐａｓｔｉｃｃｅｒｉａ イタリア Ａ-3

81・82 九州焼酎菓蔵 日本 Ｈ-7 ル・カカオイエ 日本 Ｇ-6

グイドゴビーノ イタリア Ｅ-2 Luxocolat (ルクスショコラ) スペイン Ｊ-7

37 グマイナー ドイツ Ｆ-2 48 ル・コルドンブルー フランス Ｉ-6

126 グラマシーニューヨーク 日本 Ｇ-3 77・79 ルタオ 日本 Ｊ-7

54・55 コヴァ イタリア Ｆ-2 ル・ブルジョン 日本 Ｇ-6

29 ゴディバ ベルギー Ｇ-8 20 レクレール・ドゥ・ジェニ フランス Ｅ-3

104 ゴンチャロフ アニマルショコラ 日本 Ｈ-5付近 49 レザベイユ フランス Ｉ-6

122 ゴンチャロフ 和香楽楽 日本 Ｉ-5 46 レダラッハ スイス Ｈ-6

118 ゴンチャロフ マカロフＧ 日本 Ｉ-5 レタンプリュス 日本 Ｇ-6

32 コントワ・ドゥ・カカオ フランス Ｇ-4 50 ローエンシュタイン ドイツ Ｈ-8

57 コンパーテス アメリカ Ｊ-6 4 ローラン・ル・ダニエル フランス Ｇ-2

26 ジャン＝ミッシェル・モルトロー フランス Ｇ-7

78 シルスマリア 日本 Ｄ-3

タカシマヤセレクトショコラコーナー Ｇ-6付近 カタログＮｏ． 店舗名 国名

チョコレート100選 日本 F-5 12 アレクサンドル・シュテルン フランス 髙島屋限定

辻利 日本 Ｉ-7 13 ヴィアネイ・ベランジェ フランス 髙島屋限定

帝国ホテル 日本 Ｆ-2 さ 2 ジャック・ジュナン フランス 髙島屋限定

28 デメル オーストリア Ｅ-3 ｐ112 パティスリーエチエンヌ(髙島屋×ベルサイユのばら) 日本

45 デルレイ ベルギー H-8 1 パトリック・ロジェ フランス

51 トイスチャー スイス Ｇ-7 21 ピエール・エルメ・パリ フランス

30 ドゥバイヨル ベルギー Ｈ-4 39 ブノワ・ショコラ フランス

トッローニバッチ イタリア Ｄ-3 ま ｐ111 メサージュ・ド・ローズ(髙島屋×ベルサイユのばら) 日本

44 パスカルカフェ フランス Ａ-3 33 ラ・プティット・マーキーズ フランス

64 パティスリー オ・グルニエ・ドール 日本 Ｇ-7 134 ラ・メゾン・デュ・ショコラ フランス

22 パティスリー・サダハル・アキオ・パリ フランス Ｆ-3 15 レジェンダリー ベルギー 髙島屋限定

74 パティスリーヤナギムラ 日本 Ｈ-6付近

パティスリー ロント 日本 Ｇ-6

バトンドール 日本 Ｇ-5 カタログＮｏ． 店舗名 国名 柱番号

BARU ベルギー F-4 あ 89 アッサンブラージュ　カキモト

ビートル 日本 Ｊ-5 66 ガトー・ド・ボワ

17・18 ピエール マルコリーニ ベルギー Ｃ-3 73 熊本ぼんぼん

27 ピエール・ルドン ベルギー Ｅ-3 6.65.75 ショコラティエ パレ ド オール

59 5ｔｈアヴェニュー チョコラティア アメリカ Ｇ-2 7 ショコラ モンサンクレール

フィオレット 日本 Ｋ-6 98 Ｄａｒｉ Ｋ (ダリケー)

102 フーシェ オリンポス 日本 Ａ-3付近 76 東北六県酒蔵 日本酒ボンボン

19 ブノワ・ニアン ベルギー Ｆ-3 8 トシ・ヨロイヅカ

31 フランソワ・デュッセ フランス Ｉ-6 10.11 パティシエ エス コヤマ

40 ブリュイエール ベルギー F-4 80 パティスリー モンシェール

71 ベル アメール 日本 Ｄ-2 91 パティスリー・ショコラトリー エメラ

100 プレジール・シュクレ

フランボワーズ フランス

ら 95 レーブ ドゥ シェフ 日本

た

は

タカシマヤセレクトショコラコーナー

チョコレート100選

ら

日本

※一部商品につきましては、取扱い場所が変更になる場合がございます。 一部店舗につきましては、略称表記となる場合がございます。
詳しくは売場係員までおたずねください。
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