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人気のボンボンショコラ5種の詰め合わせ。

Bonbon Chocolat 5

箱サイズ  4.5×17.5×高さ2 cm　￥2,130

＜詰め合わせ内容＞ボンボンNo.13～18

ボンボンショコラ5

18種のボンボンショコラすべてが味わえる贅沢な詰め合わせ。

Bonbon Chocolat 18

箱サイズ 10.4×19×高さ3.2 cm　￥5,800

＜詰め合わせ内容＞ボンボンNo.1～18

ボンボンショコラ18

ボンボンショコラ9種類とオランジュリーの詰め合わせ。

Double Chocolat 2020

箱サイズ  10.4×19×高さ3.2 cm　￥3,800

＜詰め合わせ内容＞ボンボンNo.10～18
　　　　　　　　　オランジェリー2個　計11個 

ドゥーブル ショコラ 2020

1,Champagne

シャンパーニュ

シャンパーニュ

2,Praliné Amande

アーモンドのプラリネ

プラリネアマンド

3,Praliné orange

オレンジとアーモンド

プラリネオランジュ

4,Praliné Sésame 

胡麻のプラリネ

プラリネセザム

5,Venezuela75%

ベネズエラ産カカオ75％

ベネズエラ75％

6,Caramel salé

塩キャラメル風味の
ムースミルクガナッシュ

キャラメルサレ

7,Framboise

フランボワーズ

フランボワ

17,Yuzu

柚子とホワイトチョコレート

レ

9,lime

ライムガナッシュ

ライム

10,Rouge

赤ワインとスパイス

ルージュ

11,Canel

シナモン

カネル

12,Matcha

抹茶ガナッシュ

抹茶

13,Abricot salé 

杏と珠州の塩

アブリコサレ

14,Équateur75%

エクアドル産カカオ75％

エクアドル75％

15,Praliné Café

コーヒープラリネ

プラリネカフェ

16,Pistaches

イタリア産ピスタチオ

ピスターシュ

8,lait

ミルクガナッシュ

柚子

18,Earl Grey

アールグレイガナッシュ

アールグレイ

Bonbon
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最高級シャンパンである ［ドン ペリニヨン ヴィンテージ］ を贅沢に使用した

大粒のボンボンショコラ。ラグジュアリーなボックスに入った珠玉の一粒。

モンサンクレールのロングセラー商品です。

Champagne Royal

箱サイズ  4.3×4.3×高さ4.7 cm　￥1,200

シャンパーニュ ロワイヤル

ガーナ産のハイカカオを使用し、赤ワイン

やバター、卵と合わせてじっくり低温で湯煎

焼きに。酸味は少なく、濃厚な風味ととろけ

る口溶けをお楽しみ頂けます。

Terrine au Chocolat

箱サイズ  6×18×高さ5 cm　￥1,850

テリーヌショコラ

説明文あたり　説明文あたり　説明文あ

たり　説明文あたり　説明文あたり。

Gâteau au Chocolat

箱サイズ  7×14×高さ8 cm　￥0,000

ガトーショコラ
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サクッと軽めのショコラサブレに、ルビーチョ

コレートと、ピスタチオとココナッツのジャン

ドゥーヤをサンドした一口サイズのサブレ。

Petit Pistaches 
Petit Rubis

円筒サイズ  直径5.5×高さ9 cm　各￥1,200

プチ ピスターシュ
プチ ルビー

キューブ状にカットしたヴァレンシア産オ

レンジのコンフィをショコラ・ノワールでコ

ーティング。セミドライの国産みかんと一緒

にお楽しみ下さい。

Orangir

瓶サイズ  直径5.5×高さ7.8 cm　￥1,500

オランジア

一口サイズの小さなマドレーヌショコラを

ミルクチョコレートでコーティング。

Double Chocolat Madeleine

円筒サイズ  直径5.5×高さ9 cm　￥1,000

ドゥーブル ショコラ マドレーヌ

フランス語で「岩」を表すロッシェ。軽い食感で、丸く小さいでこぼこした形のチョコレート菓子です。

［キャラメルノワゼット］　ドミニカ産カカオのミルクチョコレートにへーゼルナッツのキャラメルヌガー、クランブル

［加賀棒茶KINAKO］　ブロンドショコラに加賀棒茶、きな粉のクランブル、煎りライスパフ

［ポムルビー］　ルビーチョコレートにリンゴのドライ、クランベリーの組み合わせ

［ココマング］　ココナッツのジャンドゥーヤにドライマンゴー、バナナのクリスピー

［アブリコピスターシュ］　イタリアブロンテ産ピスタチオとアプリコット　アクセントに岩塩を

［YUZU-MIKAN］　YUZUとレモンのショコラに晩柑のピールとドライみかんの組み合わせ　山椒をアクセントに

［ノワールオランジュ］　フルーティーな香りが特徴のエクアドル産カカオ72％のショコラにオレンジとアーモンド

Roche　　

円筒サイズ  直径5.5×高さ9 cm　各￥700

ロッシェ

<左から> キャラメルノワゼット ・ 加賀棒茶KINAKO ・ ポムルビー ・ ココ
マング ・ アブリコピスターシュ ・ YUZU-MIKAN ・ ノワールオランジュ
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ソーセージのような形をした［ソシソン］。ナッツやドライフルーツをたくさん詰め込み、素材の味の組

み合わせと食感をお楽しみいただけるように仕上げました。スライスして少しずつお楽しみ下さい。

［ソシソン ショコラ］ 

ドミニカ産オーガニックショコラに旨味が凝縮されたクランベリー、アプリコット、イチジクなどのドライフルーツや

香ばしいナッツをたっぷり混ぜ込みました

［ソシソン ショコラYUZU］ 

柚子ショコラをベースにパッションフルーツのギモーブやクランブル、ナッツにドライみかんや晩柑のドライフルーツを

加えたソシソンショコラ　　

［ソシソン ショコラピスターシュ］

2年に1度しか収穫が出来ないシチリアブロンテ村のピスタチオをたっぷり使用し、香ばしいクルミやドライクランベリー

などを合わせました　ピスタチオの芳醇な香りをお楽しみいただけます

［ソシソン ショコラルビー］

ルビーチョコレートをベースにピスタチオやクランベリー、パッションフルーツのギモーブを使用したソシソンショコラ

Saucisson au Chocolat　　

箱サイズ  5.8×17.7×高さ4.2 cm　

<ソシソン ショコラ>　               ￥2,160
<ソシソン ショコラYUZU>　    ￥2,300

箱サイズ  5.8×17.7×高さ4.2 cm

<ソシソン ショコラピスターシュ>　￥2,160
<ソシソン ショコラルビー>　    ￥2,300

ソシソンショコラ

<左から> ソシソン ショコラ・ ソシソン ショコラYUZU <左から> ソシソン ショコラピスターシュ・ ソシソン ショコラルビーM
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［送料無料キャンペーン］   �������������Fri�����������Fri
バレンタイン商品のお買い上げ合計金額￥6,500以上で送料無料　

掲載商品はWebからもご購入頂けます　 www.ms-clair.co.jp

■送料無料キャンペーンはオンラインショップでのご注文限定となります。　■送料無料対象となる合計金額は、一つのお届け先に対するバレン
タイン商品のお買い上げ合計金額（送料、手数料は除く）とさせて頂きます。   ■表示価格はすべて税込価格です。

Imformat ion

ふすま、粉末状の豆腐を使用して焼き上げたショコラ生地にクリームをかさね

低糖質とは思えぬリッチな味わいに

Chocolat Chocolat

<ロカボ糖質量：一本あたり約7.03g>　　箱サイズ  7.1×20.3×高さ4.5 cm　￥2,000

ショコラ ショコラ

人気のテリーヌショコラを、低糖質商品としてご用意いたしました。

Locabo Terrine Chocolat

<ロカボ糖質量：一本あたり約7.67g>　　箱 サイズ 6×18×高さ4.8 cm　￥2,000

低糖質テリーヌショコラ　

様々なナッツや大豆パフがたっぷり入った、食感も楽しい一品。

Locabo Saucisson au Chocolat

<ロカボ糖質量：一本あたり約7.97g>　　箱 サイズ 5.8×17.7×高さ4.2 cm　￥2,160

低糖質ソシソンショコラ　

糖質コントロール（砂糖不使用）のショコラ

を使用した生チョコレート。

Locabo Chocolat Cru

箱サイズ  9.5×12.3×高さ2.3 cm　￥1,800

低糖質 生チョコレート

糖質コントロール（砂糖不使用）のショコラ

ビター・ミルク・ホワイト各2枚入り。

Chocolat Univers

缶サイズ  13×13×高さ1.5 cm　￥1,080

ショコラユニバース

<上から> ショコラショコラ ・ 低糖質テリーヌショコラ ・ 低糖質ソシソンショコラ

「食」を楽しみ、心も体も豊かになっていただきたい。パティシエ辻口博啓と健康食ラボが試行錯誤を重ねて共同開発した
砂糖不使用の美味しいチョコレートの「ショコラユニバース」を使った低糖質のお菓子たち。
糖質制限中や、ダイエット中の方でも満足を得られる味わいを実現しました。

＜ロカボ糖質量とは＞　
消化吸収されにくく、カロリーをほとんどもたない糖質を除いたものが、ロカボ糖質と考えられています。つまりロカボ糖質量とは
「身体のエネルギーとなり血糖値上昇に影響を与える糖質のみ」を算出したもののことを指します。
※掲載商品のロカボ糖質量は計算値です

<ロカボ糖質量：一粒あたり約0.00g>

<ロカボ糖質量：一枚あたり
ミルク約0.83g　ビター約0.47g　ホワイト約0.98g>
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