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 リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島、総支配人  田辺
た な べ

 能
よ し

弘
ひろ

）のテイクアウトショップ「グルメ

ブティック メリッサ」は、2018 年 1 月 7 日（日）から 2 月 14 日（水）の期間、店舗やオンラインショ

ップにて新商品 11 種を含む全 20 種類のバレンタインチョコレートを販売します。 

 

新商品「ロイヤル・アフタヌーンティーBOX」（3,240 円）は、ホテルのアフタヌーンティーをイメー

ジした多彩な味わいのチョコレートアソート。箱を開けた瞬間からまるでパーティーが始まるような、

華やかな 3 段のスペシャル BOX に詰まったチョコレートで、テーブルを華やかに演出します。ホー

ムパーティーや女子会にもおすすめです。 

 

また、リーガロイヤルホテルがプロデュースする

プレミアムブランドとして 2009 年より発売してい

る「キャトルクロッシュ」から、ヨーロッパの紳士の

遊び“チェス”をイメージした男心をくすぐる「リー

ブルチェス９」（消費税込 1,944 円）と「リーブル

チェス G」（2,916 円）に加え、今年は新たに「エ

シェック エ マット」（3,780 円）を販売します。 

そのほか、ジャンドゥーヤとスコッチウイスキー2

種のバトンチョコレートが 3 つずつ入った「ショコ

ラバトン」（1,620 円）も新たに登場。ジャンドゥー

ヤのサクサクした食感や、スコッチウイスキーの

大人の風味をお楽しみいただけます。 

 

店舗・オンラインショップ併せ、新商品 11種を

含む全 20 種が揃います。 

一部の商品につきましては、オンラインショッ

プのみでの販売です。 

概要は次頁の通りです。 

 

 

 

＊＊＊＊ 本件に関する取材の問い合わせ先 ＊＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル グループサービス部門広報担当 村田
む ら た

 真弓
ま ゆ み

、高橋
たかはし

 佐
さ

都
と

 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島5-3-68 TEL. 06-6441-1684（直通） FAX. 06-6441-1474 

パーティーにぴったりのスペシャル BOXに詰まったチョコレートアソートや 

紳士の遊び“チェス”をイメージしたセットなど 20種類をご用意 

グルメブティック メリッサ 

バレンタイン商品のご案内 
販売期間: 2018年 1月 7日（日）～2月 14日（水） 
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■グルメブティック メリッサ 「バレンタイン商品」概要 

【販売場所】グルメブティック メリッサ（リーガロイヤルホテル 1 階） 

   営業時間 10:00～20:00 

   オンラインショップでは全商品を取り扱います。 

その他、グループホテル、量販店でも販売しています。 

※店舗によりお取り扱い商品が異なります。 

【販売期間】201８年 1 月 7 日（日）～2 月 14 日（水） 

※量販店はお店により販売期間が異なります 

【商品詳細】※表示の料金は本体価格です（カッコ内は消費税込み価格）。 

 

＊ 新商品 ＊ 

ロイヤル・アフタヌーンティーBOX                   14種類 24個入 3,000円（3,240円） 

＜ミルク・スイートのプレートチョコレート各 6枚、 

キャラメルのガナッシュ入りミルクチョコレートのトリュフ 1粒 

ヘーゼルナッツ・アーモンドのガナッシュ入りスイートチョコレートの 

トリュフ各 1粒 

アプリコット・コーヒー・ラズベリー・スパークリングワイン・パッションフルーツ・ 

貴腐ワイン・カシス・紅茶のガナッシュ入りスイートチョコレート各 1粒 

ティラミス風味のガナッシュ入りホワイトチョコレート 1粒＞  

箱サイズ 約 16×14.3×10.4（cm） 

ホテルのアフタヌーンティーをイメージした多彩な味わいのチョコレートアソート。 

箱を開けた瞬間からパーティーが始まるような 3段のスペシャルＢＯＸ。 

テーブルを華やかに演出し、ホームパーティーや女子会にもおすすめです。 

 

 ロイヤル・アフタヌーンティー                       11種類 19個入 2,000円（2,160円） 

＜ミルクのプレートチョコレート 4枚、スイートのプレートチョコレート 6枚、 

キャラメルのガナッシュ入りミルクチョコレートのトリュフ１粒 

ヘーゼルナッツ・アーモンドのガナッシュ入りスイートチョコレートのトリュフ各１粒 

アプリコット・コーヒー・ラズベリー・パッションフルーツ・カシスのガナッシュ入り 

スイートチョコレート各 1粒 

ティラミス風味のガナッシュ入りホワイトチョコレート 1粒＞ 

箱サイズ 約 21.5×14.8×3.1（cm） 

ホテルのアフタヌーンティーをイメージした多彩な味わいのチョコレートアソートです。 

 

 ザ・クラシック L                                 7種類 17個入 1,500円（1,620円） 

＜プレートチョコレート（82％・70%）各 4枚、 

紅茶クリーム入りミルクチョコレート 2粒、 

コーヒークリーム入りミルクチョコレート 1粒、 

ジャンドゥーヤクリーム入りキャラメルチョコレート 2粒 

きなこクリーム入り抹茶チョコレート 1粒、 

アーモンドクリーム入りミルクチョコレート 3粒＞ 

箱サイズ 約 24.8×14.5×2.7（cm） 

クラシックな箱にハイカカオチョコと 5つの味わいの 

ガナッシュを楽しめる詰合せです。 
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ファンショコラ 5 / ファンショコラ 8 / ファンショコラ 10  

5種類 5個入 800円（864円） / 6種類 8個入 1,200円（1,296円） / 9種類 10個入 1,500円（1,620円）  

2 種類のトリュフと豊かな香りが広がる口あたりなめらかなガナッシュ入りチョコレートのアソ

ート。ラグジュアリーでクールなパッケージに収めました。 

＜ファンショコラ 5：トリュフ（キャラメル・ヘーゼルナッツ）各 1粒、ガナッシュ（バニラ・コーヒー・紅茶）各 1粒＞ 

＜ファンショコラ 8：トリュフ（キャラメル）2粒、トリュフ（ヘーゼルナッツ）1粒、トリュフ（アーモンド）1粒 

ガナッシュ（コーヒー）2粒、ガナッシュ（バニラ・紅茶）各 1粒＞ 

＜ファンショコラ 10：トリュフ（キャラメル）2粒、トリュフ（ヘーゼルナッツ・グランマニエ・アーモンド）各 1粒、 

ガナッシュ（コーヒー・バニラ・紅茶・貴腐ワイン・スパークリングワイン）各 1粒＞ 

箱サイズ ファンショコラ 5：22×6×3約（cm） / ファンショコラ 8：約 18×10×3（cm） / ファンショコラ 10：22×9.5×3（cm） 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
＊ キャトルクロッシュ ＊ 

 リーブルチェス  

ヨーロッパの紳士の遊び“チェス”をイメージした男心をくすぐるバレンタインギフト。オシャレな洋書タイ

プの化粧箱に、6 種類の駒を模った美しいフォルムのチョコレートと、「リーブル チェス G」には、チェス盤

をイメージしたチョコレートも一緒に収めました。今年はさらに 6 種類の駒を 3 個ずつ入れた「エシェック  

エ マット」が加わりました。 

※「グルメブティック メリッサ」店舗では「リーブルチェス 9」のみ取り扱います。 

◆エシェック エ マット 

6種類 18個入 3,500円（3,780円） 

＜キング・クイーン・ビショップ・ナイト・ルーク・ポーン各 3個＞ 

箱サイズ 約 25.8×21.6×3.2（cm） 

◆リーブルチェス９ 

6種類 9個入 1,800円（1,944円） 

＜キング・クイーン・ビショップ各 1個・ナイト・ルーク・ポーン各 2個＞  

箱サイズ 約 22×14.8×3.4（cm） 

◆リーブルチェス G 

8種類 36個入 2,700円（2,916円） 

＜キング・クイーン・ビショップ・ナイト・ルーク・ポーン各 2個、 

チェス盤（ホワイトタブレット 12枚・スイートタブレット 12枚）＞ 

箱サイズ 約 29×18.5×3.4（cm） 

 

リーガロイヤルホテル オンラインショップ（http://www.melissa-ec.jp） 

 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 

リーガロイヤルホテル グルメブティック メリッサ 

TEL. 06-6448-2412（直通） FAX. 06-6441-1363 
リーガロイヤルホテル ホームページ http://www.rihga.co.jp/osaka 

エシェック エ マット  

http://www.melissa-ec.jp/
http://www.rihga.co.jp/osaka

