Les Chocolats Chauds et Glacés
Parisien

チョコレートドリンク

ショコラ ショ パリジャン

パリのショコラ ショ（温かいチョコレートドリンク）のクラシックタイプ

Africain

ショコラ ショ アフリケン

ミルクを使わず、
ショコラと水だけで作る男性的でスパイシーな飲み物

Équateur

ショコラ ショ エクアトゥル

Cameroun

ショコラ ショ カメルーン

Menu bonheur

¥1,485

Duo

¥1,485

力強い味わいが特徴。赤い果実やバラ、
スパイスを思わせる香り

Pérou

¥1,265

ショコラ ショ ペルー

¥1,485

優しい口当たりに続くほのかな酸味、
スパイスやドライフルーツを思わせる繊細な香り

Fraise yuzu

ショコラ ショ フレーズ ユズ

Chocolat glacé nature tradition

¥990

ショコラ グラッセ ナチュール トラディション

クラシック タイプのショコラ グラッセ
（冷たいチョコレート ドリンク）

¥l,375

Les Gâteaux

ケーキ

Guayaquil

¥ 770

グアヤキル

ヴェネズエラ産カカオのムース、
カカオのビスキュイ

ショコラ フランボワーズ

¥ 792

Duja pistache

ドゥジャ ピスターシュ

¥ 770

ピスタチオ風味のチョコレート、
ビターチョコレートのムース、
カカオのビスキュイ

ピラミッド

¥ 770

ショコラ グラッセ フレーズ ユズ

¥1,485

Tonka

*

¥121

シャンティイ
（生クリーム）

Les Thés

（ポットサービスでのご提供です。） 紅茶

JPH mélange

JPH メランジュ

ジャン=ポ ール・エヴァンが自らブレンドしたショコラに合う紅 茶
（セイロンにラプサンスーチョンを少量ブレンド）

Darjeeling
Earl Grey
Thé glacé à l൏orange

¥990

ダージリン

¥990

アール グレイ

¥990
テ グラッセ ア ロランジュ

スパイス香る紅茶に絞りたてのオレンジジュースを合せたアイスティー

Les Cafés

トンカ

Espresso
Café
Café au lait
Cappuccino
Café glacé
Café au lait glacé

¥847

カフェ

カフェ オ レ

¥957

カプチーノ

¥957

カフェ グラッセ

¥880

カフェ オ レ グラッセ

La Boisson fraîche
Nectar du jour

《Nouveauté》

Longchamp chocolat lait

ロンシャン ショコラ レ

¥ 770

アーモンドとヘーゼルナッツのクリームにサクサクとした食感のメレンゲを合せ、
ローストアーモンド入りのミルクチョコレートでコーティング

Mont-blanc

¥ 770

モンブラン [金・土・日・祝限定]

風味豊かでコクのあるマロンクリームとたっぷりのシャンティイ、
サクサクとしたアーモンド風味のメレンゲ

Menu Galette des rois

¥990
ジュース

本日のネクター

¥847

Les Glaces et Sorbets

アイスクリーム

Glace au chocolat JPH
Glace au chocolat doux

グラス オ ショコラ JPH
グラス オ ショコラ ドゥ

¥1,386
¥1,386

¥1,595

ムニュ ガレット デ ロワ

ペルー産カカオとマーマレードを合せた今期限定のガレット デ ロワとお好みのドリンクのメニュー。

Les Macarons

¥352

Amer

アメール

カカオの風味豊かなビターチョコレート

Matcha

マッチャ

濃厚な抹茶とホワイトチョコレート

Caramel൏in

キャラメルイン

キャラメル風味のビターチョコレート

《Nouveauté》

Normandie

ノルマンディー

塩キャラメル風味のミルクチョコレート

*

マカロン

¥847

エスプレッソ

¥1,760

ムニュ ボナネ

チーズを使った4種のショコラからお好きなものを2つと、
アルザス産のスパークリングのワインのメニュー。
ノンアルコールのぶどうジュースのご用意もございます。
（¥1,650）

¥ 792

¥990
コーヒー

Menu Bonne Année

《Nouveauté》
甘い香りのトンカ豆のクリームとヴェネズエラ産カカオのムース、
サクサクとした食感の
クルスティヤン、
カカオ豆のヌガティーヌ
[12/26〜12/31は休止]

+ Chantilly

季節のデザート

¥1,430

ほんのりコニャックが香る、
ピスタチオ入りのビスキュイとビターチョコレートガナッシュ

イチゴとユズを加えたシャンティイをトッピングした香り高いショコラ グラッセ
（冷たいチョコレートドリンク）

*

デュオ

お好みのマカロン2個+お好みのドリンク

Pyramide

《Nouveauté》

Chocolat glacé fraise yuzu

Les saisonniers

¥1,430

ヴェネズエラ産カカオを使用したムース、
フランボワーズのジュレ、
カカオのビスキュイ

イチゴとユズを加えたシャンティイをトッピングした香り高いショコラ ショ

*

ムニュ ボヌール

おすすめのボンボン ショコラ2個+お好みのドリンク

Chocolat framboise

《Nouveauté》

クラシックメニュー

¥1,485

ジャスミンや柑橘を思わせる香りのエクアドル産カカオを使用

《Nouveauté》

Les menus classiques

Vanille

ヴァニーユ

*

*

Gâteaux à la minute

ガトー ア ラ ミニュット

作り立ての美味しさを味わうデザート

マダガスカル産ヴァニラとホワイトチョコレート

Framboise'in

フランボワーズイン

フランボワーズとビターチョコレート

Pistach൏in

ピスターシュイン

ピスタチオのパートダマンドとビターチョコレート

《Nouveauté》

Fraise'in

フレーズイン

イチゴとホワイトチョコレート

Dôme chocolat framboise

ドーム ショコラ フランボワーズ

フランボワーズのムースとサブレをペルー産カカオの軽いクリームで包み、
フランボワーズのコンフィチュールを添えたデザート。
お好みのドリンクが付いたメニューをご用意しております。
（¥1,980）

商品の詳細はこちらからご覧いただけます

ドリンクは、
ショコラ ショ パリジャン、
ショコラ グラッセ、紅茶、
コーヒー、
ネクターからお選びいただけます。
+110円で産地別ショコラ ショ、季節のショコラ ショがお選びいただけます。
※価格は、全て税込です。※アレルギーに関するご質問はスタッフまでお問い合せください。※仕上げが変更になる場合がございます。

¥1,485

