
ノワゼットショコラギフト
････････････････1箱 702円
アマンドショコラギフト
････････････････1箱 675円
リースギフト
（各リースを1個ずつ、計4個入り）
････････････････ 1,728円
ディスクオランジェギフト
･･･････････1箱 1,480円

パティスリー・ラ・ヨンク

紅茶の生チョコ

 6個入 1,296円

ほんのり紅茶の
味わい。

ボンボンショコラ
　　　 ････････････6個入 1,728円
　　　 ･･････････10個入 2,916円

※デザインを一部変更することがあります。

パティシエが一点一点手作りした
本格ボンボンショコラ。

見た目にも華やかな一粒を
お召し上がりください。

パティシエが一点一点手作りした
本格ボンボンショコラ。

見た目にも華やかな一粒を
お召し上がりください。

生チョコサンド

･･････バラ 350円
 ４個入 1,400円

タブレットショコラ
･････････････････1個 1,500円

なめらか生チョコレートを
しっとりクッキーでサンドしました。

高級チョコレートに
いろいろなナッツとフルーツを
合わせました。

パティスリーアリュメット

オランジェット
･････････ 10本入 700円

マンディアン
･･････････････ 1個 350円

オレンジピールのシロップ漬けにフランス産の
クーベルチュールをまとわせました。

カフェ・ド・フルール

厳選日本酒
生チョコレート
（大七×2個、千功成×2個、
奥の松×2個、人気一×2個）
･････････････････････････････ 8個入 2,300円

二本松の４蔵が醸造する
日本酒の風味をそれぞれ
溶かし込みました。

パティスリールコネサンス

クランチショコラ
・ノワール
・ロゼ 
・キャラメルサレ
･･････････各1袋 480円

ざくざく食感が楽しい
チョコクランチ。

生チョコロール

･･ 1本 1,390円

チョコをふんだんに使用。

焼ドーナツアソート
･･･････････････････････････････1箱 1,200円

ベリー、抹茶、珈琲、バニラ、ショコラ
の焼ドーナツ5種類が入った詰め合わせです。

ガトーショコラ

直径約12㎝ 
････････････････････1,200円

しっとり濃厚な
チョコレートケーキ。

松川松月堂菓子店

ハートのマカロン（大）
・ショコラ 

直径約12㎝、1個
1,050円

可愛らしいハート型の
チョコマカロン。

バレンタインショコラ
ドゥーブルフロマージュ
････････････････冷凍、1個 1,300円

バレンタインミルフィーユ
ショコラ
･････････････8×16㎝ 2,862円

上から、
チョコレートのシート、
チョコ生クリーム、
チョコチップ、
チョコカスタード、
パイ、チョコカスタード、
チョココーティングしたパイを重ねています。

パティスリーエソール

ラムレーズン
にゃんこ 　　　　
･･･････････1個 346円

北海道産バターたっぷりのクリームと
自家製ラムレーズンを使用しました。

紅茶の生チョコ
にゃんこ
･･･････ 1個 346円

フランス産高級チョコレートと、
アールグレイを使用。

アルマニャック
････1本 2,680円

チョコレートの生地にフランスのブランデーと
アルマニャックのシロップをたくさん打ち、
濃厚なガナッシュをサンドしました。
大人向けのチョコレート
パウンドケーキです。

パティスリー ル・ぺロケ

ショコラにごり酒
･･･････････300㎖ 693円
･･････500㎖ 1,265円

甘くてほろ苦いショコラ
にごりは濃厚な味わい。
甘くてほろ苦いショコラ
にごりは濃厚な味わい。

アマンドショコラ

････････55ｇ 540円

キャラメリゼしたアーモンドに
チョコレートをコーティング。

スウィーティーシンリ

オランジェット

･･････････ 1枚 260円

シロップ漬けした
オレンジに
上質なチョコレートを
かけました。

生チョコトリュフ

 8個入 1,210円
 15個入 2,160円

チョコづくり約30年のベテラン
職人が心を込めた一品。

ピスターシュベリー
････････4号 3,510円

ピスタチオムース、
３種類のベリーソース、
フランボワーズのクリーム、
アーモンド生地、
ピスタチオ風味
クランチの層で作った、
限定ケーキ。

バレンタイントリフ
 ６個入 1,400円

生チョコレートを主体とした
口溶けのやわらかな
色とりどりの
詰め合わせです。

わっぱに入った３号のかわいいサイズ。
マスカルポーネムースとベイクド

ショコラにいちごムースを
挟み込みました。

Sweet缶詰め合わせ

････1缶 1,650円

2023年フルールが
バレンタインにおススメする

チョコレート菓子の
詰め合わせです。

生チョコサンド缶

 1缶 1,250円

口どけの良い生チョコを
サブレでサンドしました。

ふくしまアーモンド
チョコレートふくたね
・ブロンド ・酒粕 
・ストロベリー ・桑の葉
･･････････ 各60ｇ 各702円

香ばしい素焼き
アーモンドに、

2種類のチョコレートを
コーティング。

いちごとベリーのミルキーロール
････････････････････････････････1本 2,030円

甘さを引き締めるバニラがアクセント。
別添えの練乳をかけるとミルキー感UP！

しっとりココアスポンジに、
コクのあるショコラクリームと、
とろける生チョコ。ラズベリーと
チェリーの酸味がアクセント。

ハッピーベリー

いわきチョコレート

菓匠清泉堂

ほろにがキャラメルロール
････････････････････････････････1本 1,857円

贅沢ショコラ
ロール･･････････ 1本 2,786円

パティスリーモモ

タブレットショコラ
・ミルク ・ホワイト ・ダーク
････････････････････････････各1個 1,250円

ベルギー産、フランス産のチョコレート材料に
こだわったMOMOスぺシャルタブレットに
なっております。

木苺ねっか

 4個入 1,296円

会津のねっか、
中通りの矢祭ラズベリー、
浜通りのいわきチョコレートが
出逢いました。

●●ルビ●●●

木苺の生キャラメル
ショコラ　　　　
 4個入 1,296円

ラズベリーの生キャラメルを、
コク深いチョコで

包んだ贅沢な一粒。

ふくしま銘醸ショコラ
「ねっか」
 4個入 1,080円

100%只見産米を湧き水で仕込んだ米焼酎
「ねっか」が、仏ヴァローナ製のカカオ香る

リッチなチョコレートを
纏いました。

ホワイトチョコとイチゴの
チョコのマーブルケーキ

･･･････････････････････････････1本 1,850円

ホワイトチョコとイチゴのチョコを
パウンドケーキに混ぜ込み、
マーブル状にしました。

Ｂｏｏｋギフト
･････ 1箱 1,620円
バレンタインギフト 1箱 1,080円

Piggyで人気の焼菓子を
Bｏｏｋ型の箱に詰め込みました。

ピギー

マルガッシュ
･･････････････ 直径１２㎝ 2,376円

ザッハトルテのフランス版。ハイカカオを使用した、
ちょっぴりビターなチョコレートケーキです。

シェフこだわりの
バレンタイン
ギフトです。

予約
店頭

生ガトーショコラ

････5号 2,000円

ルコネサンスの人気の
生チョコが入っています。

予約
店頭

予約
店頭 予約

店頭

予約
のみ

予約
のみ

予約
のみ

予約
のみ

予約

予約
のみ

� � � �024-525-4031� � � �024-525-4031

テイクアウト

この和菓子食べたかったのは

会津輪っぱめし
････････････････････････････1折 1,080円

10：00～10：30到着予定

10：00～10：30到着予定

10：00～10：30到着予定

鮭、山菜などの
具材がたっぷり。

割烹 田季野会津若松市

あんかけ
海老焼きそば
･････････････････････････････････1折 920円

珍満一番人気、
エビがゴロッと入った
焼きそば。

珍満賓館福島市

海鮮天ぷら巻き

･･････1折 800円

甘辛いタレで味つけしたシャリに、
海老とイカの天ぷらを
のせた海苔巻きです。

特上大海老天重
････････････････････････････1折 1,300円

魚のこだわりの綿実油で揚げた、
大ぶりの海老が4本入った特上天重です。

海鮮と天ぷら 魚の伊達市

柳津のあわまんじゅう

･･･････10個入 1,200円

あわともち米でできた、
まんじゅうです。

小池菓子舗小池菓子舗柳津町

こんにゃく餅
････････････････････ 9個入 900円

餅米と粉こんにゃくを使用。
とろけるような

食感が特徴です。

菓子司 陣野菓子司 陣野塙町

くまたぱん

･･････････ 5個入 650円

こしあんをたっぷり包んだ皮に、
砂糖をふんだんに
まぶしました。

くまたぱん本舗くまたぱん本舗
須賀川市

麓山高原豚ハンバーグ弁当
・デミグラスソース
・ローストガーリックソース
････････････････････････････1折 1,250円

付け合わせ惣菜は日替わりで旬のものを
添えます。

11：00頃到着予定
Petit Riziere
プティリジエール

二本松市

マルゲリータ
････････････････････････････1枚 1,850円

11：00頃到着予定

アル・ケッチァーノの
奥田シェフが監修。

レガーレ桑折ピザスタ
桑折町

前菜盛り合わせ
････････････････････････････1折 1,833円

パスタボックス

1折 1,300円

10：00頃到着予定

舞茸のフリットをのせた
ツナのポモドーロ
福島県産きぬあずまを
使った手打ちパスタ 
タリアテッレです。

TRATTORIA LA EGAO
トラットリア ラ エガオ福島市

おつまみBOX
････････････････････････････1折 1,800円

相馬産
ズワイガニ飯
（かにみそ付）
････････････････････････････1折 2,250円
※天候により水揚げされない場合があります。

貴重な相馬産ズワイガニを
茹でてほぐしてたっぷり
載せました。

深海にいる最高級海老の一つ
相馬産ぶどう海老を刺身にしました。

寒平目、真鯛、水タコなど相馬で水揚げされた
貴重な魚介の刺身です。

たこ八（カネヨ水産）相馬市

相馬産ぶどう海老の刺身4尾
･･･････････････････････1パック 3,000円

相馬のお刺身盛り合わせ
･･････････････････････････････小 1,680円

うな重弁当 
・雪 ･･･････････････････1折 2,100円
・月 ･･･････････････････1折 3,200円
・花 ････････････････････1折 4,400円

10：00～10：30到着予定

会津産米の上には、
炭火で焼いた「照り感」の
ある「ふっくら」とした鰻。

鰻のえびや会津若松市

※写真はイメージです。

「花」のみ
予約制
前日
15：00
まで

❖ 予約2/1㊌まで　❖ お渡し2/4㊏

※水揚げ状況により内容が変更になります。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

11：00頃到着予定

バレンタイン
スイーツ

大切な人への贈り物に。
頑張る自分へのご褒美に。

1/27㊎～2/14㊋


