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2021年01⽉26⽇
株式会社東京會舘

東京會舘 バレンタインデー商品を販売 
ショコラを楽しむ⼤⼈のひととき 

〜丸ビルに期間限定スイーツショップもオープン〜

⼤正11年に創業し100年近くにわたり⽇本を代表する国際的な社交場を運営する株式会社東
京會舘(所在地︓東京都千代⽥区、代表取締役社⻑ 渡辺 訓章)は、2021年バレンタインデ
ー商品として感謝の気持ちを込めて贈りたいとっておきのギフトをご⽤意しました。
 
詳細︓ http://www.tokyokaikan-shop.jp/shopbrand/ct38/
本舘取扱い商品︓ https://www.kaikan.co.jp/restaurant/pastryshop/menu/valentine.
html
 

ボンボンアソルティ(イメージ)
 

http://www.tokyokaikan-shop.jp/shopbrand/ct38/
https://www.kaikan.co.jp/restaurant/pastryshop/menu/valentine.html


---ボンボンアソルティ
⼀粒ひとつぶが贅沢な味わい。特別感のあるチョコレートは⼤切な⽅へのギフトにおすすめ
です。
本場フランスのショコラトリーで使われる機械と選りすぐりの材料を使⽤し、職⼈の⼿で⼀
粒ひとつぶ丁寧につくっています。バレンタインデーの贈り物にぴったり。
 
■価格  ︓4個⼊り ￥1,350(税込)
      6個⼊り ￥1,944(税込)
      10個⼊り ￥3,240(税込)
■販売期間︓1⽉30⽇(⼟)〜
■内容  ︓ミルク＆ビターのバランスのよい組み合わせ。差し上げる⽅を選ばない、 
      どなたにも好まれる味わいの詰合せです。
 
【4個⼊り】
★フランボワーズ(ミルク／モールド)
⽢酸っぱいフランボワーズのジュレとフランボワーズのガナッシュをミルクチョコレートの
中に閉じ込め、優しい味わいに仕上げました。
★ロッシェ・レ(ミルク／プラリネ)
アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネの弾ける⾷感を楽しむ⼀粒。
★メキシック(ビター／ガナッシュ)
フルーティな酸味が特徴のクーベルチュール「メキシック66％」を使⽤した⼀粒。
★ユズ(ビター／モールド)
柚⼦独特の⾹りと苦みのガナッシュをビターチョコレートでコーティングし、際⽴った味わ
いに仕上げました。
 



ボンボンアソルティ 4個⼊り
 
【6個⼊り】
★パッション(ミルク／モールド)
⽢酸っぱいパッションフルーツのジュレとガナッシュをミルクチョコレートでまろやかにま
とめました。
★抹茶(ミルク／ガナッシュ)
抹茶の⾵味が濃く、すっきりとした⽢さと味わいの⼀粒です。
★パレ・ダルジャン(ミルク／ガナッシュ)
コク深いコーヒーのガナッシュに、ヘーゼルナッツが濃厚なコクと奥⾏を与えています。
★タンザニア(ビター／ガナッシュ)
フローラルで⾹り豊かなビター感のあるクーベルチュール「タンザニア75％」を使⽤した⼀
粒。
★パレ・フレーズ(ビター／ガナッシュ)
フレッシュな苺の⾵味のガナッシュとジュレをビターチョコレートで閉じ込めました。
★ミエル・ノワゼット(ビター／ガナッシュ)
蜂の巣を思わせるデザイン。濃厚な栗のはちみつをヘーゼルナッツが引き⽴てています。
 



ボンボンアソルティ 6個⼊り
 
【10個⼊り】
4個⼊りと6個⼊りの両⽅を味わえるベストセレクションです。
 

ボンボンアソルティ 10個⼊り
 
---コンフィズリー
オランジェット(BOX)



■価格  ︓10本⼊り ￥1,188(税込)
■販売期間︓1⽉30⽇(⼟)〜
■概要  ︓⼿間を惜しまず約2週間をかけてふっくら柔らかく仕上げたオレンジピールの
コンフィをビターチョコレートでコーティングしました。
 

オランジェット(BOX)
 
---マロンシャンテリーショコラ
■価格  ︓980円(税込)
■販売期間︓2⽉1⽇(⽉)〜2⽉28⽇(⽇) 如⽔会館 カフェ＆パブ マーキュリー、
                   東京ギフトパレット店
      2⽉5⽇(⾦)〜2⽉14⽇(⽇) そごう千葉店
      1⽉30⽇(⼟)〜2⽉16⽇(⽕) 東武池袋店(期間限定催事)
 
※マロンシャンテリーショコラの取扱い店舗は他の商品と異なり、上記店舗となります
■概要  ︓栗の⽢さとフランス産チョコレートを使⽤したクリームのほのかな苦みが絶妙
に絡み合い、ふんわりととろけるような⾷感を楽しめます。丸の内の本舘、⼤⼿町 LEVEL
XXI 東京會舘とは異なるチョコレートを使⽤した特別な味わいです。
 



マロンシャンテリーショコラ
 
---シーズナルプティフール・ラティール
■価格  ︓D ￥1,944(税込)
      S ￥2,700(税込)
      ミックス ￥5,400(税込)
      ベストセレクション・ラティール ￥5,400(税込)
      (シーズナルプティフール・ラティールS、プティガトーTK-22)
■販売期間︓2⽉28⽇(⽇）まで
■概要  ︓東京會舘伝統スイーツ、プティフールの季節限定版。
      ショコラ＆オランジュ、アップル＆ティーのパウンドケーキと柚⼦、抹茶、梅
のソフトクッキーの詰め合わせです。ウィンターシーズンをイメージした愛らしいデコレー
ションと味わいです。
 



シーズナルプティフール・ラティール(S)
 
---ウールーズバッグ
■価格  ︓￥864(税込)
■販売期間︓2⽉20⽇(⽔)まで
■概要  ︓ハートモチーフとチョコレート使⽤のクッキー詰合せ。チョコサブレ、ミック
スベリーの⽣地をハート型でぬいた特別なクッキーとハート型のパルミエ、アーモンドがた
っぷりのアマンドショコラ、チョコレート⼊りのミカヅキと定番の⼈気商品の詰合せです。
 

ウールーズバッグ(幸福の鞄)



ウールーズバッグのクッキー
 
■主な取扱い店舗(マロンシャンテリーショコラを除く）
※東京會舘グループのその他営業所及び都内各有名百貨店、オンラインショップでも取り扱
っております。
※取扱い商品は各店舗によって異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
※営業時間は変更となる場合がございます。お⼿数ですが公式ホームページよりご確認くだ
さい。
 
如⽔会館 カフェ＆パブ マーキュリー
TEL   ︓03-3261-1108
所在地 ︓千代⽥区⼀ッ橋2-1-1
営業時間︓11:00〜20:30
 
⼤⼿町 LEVEL XXI 東京會舘 レストラン ベラージュ
TEL   ︓03-5255-1519
所在地 ︓千代⽥区⼤⼿町2-2-2 アーバンネット⼤⼿町ビル21F
営業時間︓11:30〜20:00 ⼟⽇祝⽇休業



 
東京ギフトパレット店
TEL   ︓03-5222-6633
所在地 ︓東京都千代⽥区丸の内1-9-1 東京駅⼋重洲北⼝
営業時間︓9︓30〜20:30
     ※⼟⽇祝 9︓00〜20:30
 
 
＜本舘取扱い商品＞
---ルビーショコラタルト
■価格  ︓￥1,296(税込)
■販売期間︓2⽉8⽇(⽉)〜2⽉14⽇(⽇)
■概要  ︓苺のピューレを加えたルビーショコラのガナッシュにアーモンドのカラメリゼ
をアクセントに加えタルトに仕上げました。苺とプレーンのマカロンを飾り、ルビーショコ
ラとクラウンが遊び⼼を演出します。昨年よりも約1.5倍の⼤きさなので、ご褒美スイーツ
として、またシェアしてお楽しみいただくのにもおすすめです。
 

本舘限定 ルビーショコラタルト
 
---⽣トリュフ＜限定300個＞
■価格  ︓8個⼊り ￥1,728(税込)
■販売期間︓2⽉1⽇(⽉)〜2⽉14⽇(⽇)
■概要  ︓⼝に含んだ瞬間に溶けていく、驚くほどに柔らかい新⾷感とリッチな⽢さが魅
⼒の⼀品。ココアパウダー＆コーヒークリーム、シュガーパウダー＆⽣クリームの、2種の
フレーバーをお楽しみいただけます。
 



本舘限定 ⽣トリュフ
 
---カフェ・ラテ ムース
■価格  ︓￥702(税込)
■販売期間︓2⽉28⽇（⽇）まで
■概要  ︓貴婦⼈のような⾵貌のエスプレッソとミルクで作ったムースの中には、マンダ
リンオレンジのブリュレとみかんのコンフィチュールが⼊って味わいを引き締めます。⼀⼝
⾷べるとまるでカフェ・ラテのような優しい味わい。ホワイトチョコレートとミルクのグラ
サージュ、⽣クリームとホワイトチョコレートのパールクラッカンが上品な華やかさを添え
ます。
 

本舘限定 カフェ・ラテ ムース
 
---マロンシャンテリーショコラ
■価格  ︓￥980(税込)



■販売期間︓2⽉1⽇(⽉)〜2⽉14⽇(⽇)
■概要  ︓東京會舘伝統のマロンシャンテリーのチョコレートバージョン。ベルギー
      産のチョコレートを使⽤した⽣クリームがリッチなおいしさを引き⽴てま
      す。他にはないバレンタインギフトをお探しの⽅におすすめです。
※本舘と同じくベルギー産チョコレートを使⽤したマロンシャンテリーショコラは⼤⼿町 L
EVEL XXI 東京會舘 レストラン ベラージュでも販売いたします。
 

本舘 マロンシャンテリーショコラ
 
---ミニマロンシャンテリーセット
■価格  ︓￥1,620(税込)
■販売期間︓2⽉28⽇（⽇）まで
■概要  ︓通常のマロンシャンテリーをミニサイズにし、⼀度に3種のフレーバーを楽し
めるお得なセット。定番の「マロンシャンテリー(中央)」はもちろんのこと、1〜2⽉は「シ
ョコラ(左)」と「ストロベリー(右)」のマロンシャンテリーセットです。
※売店限定商品につき、レストランではご提供しておりません。
 



本舘限定 ミニマロンシャンテリーセット
 
---ボンボンショコラ
■価格  ︓12個⼊り ￥4,104(税込)
■販売期間︓2⽉28⽇（⽇）まで
■概要  ︓パティシエのこだわりが光るボンボンショコラ。温州みかん、アールグレイ、
アプリコットなど季節の味わいを含む8種のショコラをお楽しみいただけます。写真の12個
⼊りの他、8個⼊り・6個⼊りもご⽤意しております。
※丸ビルでも2⽉5⽇(⾦)〜2⽉14⽇(⽇)の期間で販売いたします。
 



本舘限定 ボンボンショコラ
 
■取り扱い店舗
※営業時間は変更となる場合がございます。お⼿数ですが公式ホームページよりご確認くだ
さい。
東京會舘(本舘) SWEETS&GIFTS
TEL   ︓03-3215-2015
所在地 ︓千代⽥区丸の内3-2-1 東京會舘 本舘1階
営業時間︓10:00〜20:00
 
＜丸ビル限定商品＞
〜丸ビルに東京會舘の期間限定ショップ オープン〜
期間︓2⽉5⽇(⾦)〜14⽇(⽇) 11:00〜20:00
場所︓丸ビル1F マルキューブ
 
---ひょうたんショコラ抹茶＜限定300個＞
■価格  ︓3個⼊り ￥1,620(税込)
■販売期間︓2⽉5⽇(⾦)〜2⽉14⽇(⽇)
■概要  ︓古くから縁起物として知られるひょうたんをかたどったショコラ。抹茶チョコ
レートでコーティングされたひょうたんショコラの中には、⾃家製ヘーゼルナッツのプラリ
ネが⼊っています。抹茶の苦味と⾹ばしいナッツの⾹りが⼝の中に広がる贅沢な逸品です。
 



丸ビル限定 ひょうたんショコラ抹茶
 
---ミニマロンシャンテリーセット＜数量限定＞
■価格  ︓￥1,620(税込)
■販売期間︓2⽉12⽇(⾦）
■概要  ︓すべてローズ絞りを施した、ミニマロンシャンテリーの丸ビル限定スペシャル
バージョン。2⽉12⽇の1⽇限りで販売いたします。フレーバーは定番の「マロンシャンテ
リー(中央)」、この時季だけの「マロンシャンテリー ショコラ(左)」と「マロンシャンテ
リー ストロベリー(右)」のセットです。
 

丸ビル限定 ミニマロンシャンテリーセット



 
---オランジェット＜限定300個＞
■価格  ︓￥1,080(税込)
■販売期間︓2⽉5⽇(⾦)〜2⽉14⽇(⽇)
■概要  ︓フレッシュなオレンジのパートドフリュイにチョコレートをコーティングした
⼀品です。⾷べやすく、オレンジの苦味とチョコレートの⽢味が後を引く味わいは、お酒と
のマリアージュにも最適です。
※本舘でも2⽉1⽇(⽉)〜2⽉14⽇(⽇)の期間で販売いたします。
 

丸ビル限定 オランジェット
 
■東京會舘について
⼤正11年(1922年)、「世界に誇る施設ながらも誰でも利⽤できる⼈々の集う社交場」とし
て創業。レストラン、バンケット、ウエディングを有する複合施設。約4年間の建替え⼯事
を経て2019年1⽉8⽇に丸の内の本舘が“NEWCLASSICS.“をコンセプトにリオープン。伝統
の味を受け継ぐ店舗に新たな店舗を加えたレストラン、ショップ8店、丸の内地区最⼤級と
なる1,800名様のパーティに対応する⼤バンケット、皇居を⼀望できるチャペルなどを有し
ています。
 
 
■会社概要
社名  ︓ 株式会社東京會舘
所在地 ︓ 〒100-0005 東京都千代⽥区丸の内三丁⽬2番1号



代表  ︓ 代表取締役社⻑ 渡辺 訓章
創業  ︓ ⼤正11年(1922年)11⽉1⽇
事業内容︓ 宴会・結婚式場・レストランの経営、
      洋菓⼦・パンの⾷品製造・販売等
URL   ︓ https://www.kaikan.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社東京會舘
広報担当︓ 雪野
TEL   ︓ 03-3215-2111(代)
FAX   ︓ 03-3215-5606
MAIL  ︓ j_yukino@kaikan.co.jp
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