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2019年 10月 10日 

【NEWS RELEASE】                                  リーガロイヤルホテル（大阪） 

 

 

 

 

 

 

 

リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島、総支配人 荻田
お ぎ た

 勝
かつ

紀
のり

）の直営チョコレート専門店「ショコラ

ブティック レクラ」は、観覧車をモチーフにした「プティ ショコラ グラン・ルー」（6,480 円／税金含む）な

どのクリスマスをテーマにした限定ショコラ商品を、11 月 15 日（金）から 12 月 25 日（水）まで（一部 12

月 1日（日）～）販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランス語で“チョコレートの小さな観覧車”を意味する 

「プティ ショコラ グラン・ルー」（右写真・右）は、観覧車をモ

チーフにした50台限定販売のクリスマスショコラです。色鮮

やかなゴンドラやフレーム、土台の部分も含めてすべてを

チョコレートで作製しています。さらに、土台の中にはさま

ざまな味わいのボンボンショコラを 6個セットしています。

ハンドメイドならではの温かみを感じる逸品は、大切な人へ

のプレゼントやご自身へのご褒美ギフトにおすすめです。 

その他、キャンディーのようなポップな装いの「クリスマス

POP」（右写真・左）や「ウィンターセレクション」（右写

真・下）、「ショコラのおうち」、「惑星の輝き クリスマス ver.」など昨年好評の商品も多数ご用意します。 

商品の詳細は次の通りです。 

 
 

大切な人やご自身へのご褒美ギフトに 

ショコラティエの遊び心いっぱいのクリスマス限定ショコラ 

「ショコラブティック レクラ」 

販売期間：11月 15日（金）～12月 25日（水） ※一部 12月 1日（日）～ 

ショコラブティック レクラのクリスマス限定ショコラ イメージ 
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■「ショコラブティック レクラ」 クリスマス商品 概要 

【販売期間】 11月 15日（金）～12月 25日（水） 

※一部商品は 12月 1日（日）から販売します。 

【販売場所】 1階「ショコラブティック レクラ」 

【営業時間】 11：00～19:00 ＜10月 1日～3月 31日＞ 

【 料 金 】 ※料金は税金を含みます。 

※写真はイメージです。 

※材料の入荷状況により、販売を休止する場合がございます。 

 

 

◆プティ ショコラ グラン・ルー           6,480円 
フランス語で“チョコレートの小さな観覧車”を意味する「プティ ショコラ 

グラン・ルー」は観覧車をモチーフにした 50台限定販売のショコラ。 

ゴンドラやフレーム、土台の部分も含めてすべてをチョコレートで作製しています。 

土台には木苺やピスタチオ、パッションフルーツなどのさまざまな味わいのボン 

ボンショコラ 6個をセットしています。 

【予 約 期 間】11月15日（金）～12月 18日（水） ※限定 50台、売り切れ次第終了 

【お渡し期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

【サ イ ズ】横約12.5cm×高さ約16.5cm×奥行き約12.5cm 

 

◆クリスマス POP                   2,916円 
キャンディーのような形をしたポップなチョコレート 5種類をセット。 

モミの木やプレゼントボックスなどをかたどったキュートな装いです。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

（左から順に） 

・バイオレットガナッシュ 

・バナナガナッシュとほろ苦いソフトキャラメル 

・オレンジガナッシュとヘーゼルナッツのジャンドゥジャの 2層 

・ココア生地とスイートチョコレートを合わせたクッキーチョコレートに 

 ココナッツをトッピング 

・バニラガナッシュ 苺 パートドゥフリュイ（ゼリー）、アーモンドキャラメリーゼ 

 

◆ウィンターセレクション              1,728円 
4種類の味わいをお楽しみいただけるクリスマス限定アソート。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

【箱 サイズ】横約9.5cm×縦約 9.5cm 

（左上から時計回りに） 

・ヘーゼルナッツジャンドゥジャ 

・フランボワーズガナッシュ 

・プレーンガナッシュ（カカオ 58％） 

・プレーンガナッシュ（カカオ 70％） 

 

◆クリスマスショコラショー（マグカップ付） 1,296円（1個） 
温かいミルクを注いで、ホットチョコレートをお楽しみいただけます。 

キャラメル風味のチョコレートの蓋には、ツリーの形のホワイトチョコレート、 

ボンボンショコラ 1個、ヨーグルト風味のライスパフとクレープ生地の 

クランチが飾られています。※マグカップは赤と青の 2色から選べます。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 
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◆ショコラクッキー              1,404円 
かわいらしい柄のクリスマスクッキー3種とガナッシュ 2個のセット。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

・モミの木：ドライフルーツ入りクッキーをスイートチョコレートでコーティング 

・スター：ココア生地のクッキーをスイートチョコレートでコーティング 

・ベル：プレーン生地のクッキーをスイートチョコレートでコーティング 

・プレーンのスイートチョコレートガナッシュ 2個 

 

◆惑星の輝き（5個入り） クリスマス ver.  2,700円 
人気の惑星ショコラとクリスマス限定のボンボンショコラのセット。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

（写真奥：左から順に） 

・地球：カカオ（チョコレート本来の味わいを楽しめる口どけの良い 

プレーンガナッシュ） 

・トナカイ：苺とフランボワーズのパートドゥフリュイ（ゼリー）とカルダモン 

のガナッシュの 2層 

・雪の結晶：ほろ苦いソフトキャラメルとキャラメルガナッシュの 2層 

・ツリー：米粉クランチ入りのジャンドゥジャとパッションフルーツガナッ 

シュの 2層 

・木星：バニラ（バニラとブランデーの風味をとじこめたガナッシュ） 

 

◆クリスマス BOX（10個入り）        3,240円 
10種類の味わいをお楽しみいただけるクリスマス限定のアソート。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

（上段左から順に） 

・ライチとフランボワーズガナッシュの 2層 

・ベリーのパートドフリュイとホワイトチョコレートガナッシュの 2層 

・苺とフランボワーズのパートドゥフリュイ（ゼリー）とカルダモンのガナッシュ 

・いちじくのキャラメルガナッシュとポートワインのスイートガナッシュの2層 

・ピスタチオのガナッシュ 

（下段左から順に） 

・ほろ苦いソフトキャラメルとキャラメルガナッシュの 2層 

・アップルシナモンとキャラメル入りガナッシュ 

・プレーンガナッシュ（カカオ 58％） 

・はちみつ入りガナッシュ 

・米粉クランチ入りジャンドゥジャとパッションフルーツガナッシュ 

 

◆クリスマス BOX（4個入り）         1,404円 
（左から順に） 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

・ほろ苦いソフトキャラメルとキャラメルガナッシュの 2層 

・プレーンガナッシュ（カカオ 58％） 

・はちみつ入りガナッシュ 

・米粉クランチ入りジャンドゥジャとパッションフルーツガナッシュ 
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◆U-WORLD Xmas ver.           1,080円 
甘酸っぱいフランボワーズガナッシュをスイートチョコレートで包んだ 

ミニトリュフ。 

【販売期間】11月15日（金）～12月 25日（水） 

【箱 サイズ】横約8.5cm×縦約 8.5cm（高さ 2.9 cm） 

 

◆ショコラのおうち                  2,916円 
キャラメル風味のチョコレートやミルクチョコレートなどですべてを 

チョコレートで表現したかわいらしいおうち。おうちの中にはキャン 

ディー包みのプレーンガナッシュチョコレートが 3つ入っています。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

 

◆スノーマン（ホワイト）               1,296円 
雪だるまをモチーフにしたホワイトチョコレートと、プレーンのガナッシュ 

チョコレート、スイートチョコレートでコーティングしたアーモンドキャラメ 

リーゼをクリアケースにセット。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

 

◆トナカイ（ミルク）                  1,296円 
トナカイをモチーフにしたミルクチョコレートと、プレーンのガナッシュ 

チョコレート、スイートチョコレートでコーティングしたアーモンドキャラメ 

リーゼをクリアケースにセット。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

 

◆サンタのカップ                  1,404円 
雪だるまの取っ手が付いたかわいらしいマグカップに、2種類の 

ボンボンショコラと、かわいらしいクマやクリスマスツリーをモチーフ 

にしたチョコレートなどを入れています。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

 

◆クリスマスリース（Ｌ）                1,944円 
米粉のクランチやシリアルを入れたスイートチョコレートに、赤や緑の 

プレゼントボックス型ボンボンショコラやマカダミアナッツのキャラメ 

リーゼなどをトッピングしました。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

【サ イ ズ】直径約9.5cm 

 

◆クリスマスリース（S）                各 432円 
チョコレートでコーティングしたクッキー生地に、ドライクランベリーや 

ピスタチオなど、クリスマスらしいカラーのトッピングを施しました。 

コーティングチョコレートはスイートとミルクの 2種。 

【販売期間】12月1日（日）～12月25日（水） 

【サ イ ズ】直径約7.5cm 

 

＜お客様のお問い合わせ先＞ 

ショコラブティック レクラ TEL.06-6441-1308（直通） 

リーガロイヤルホテル ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka 

 

 

＊＊＊＊ 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 総支配人室 広報担当 高橋
たかはし

 佐
さ

都
と

、西坂
にしざか

 未来
み き

、臼山
うすやま

 薫
かおり

 

〒530-0005 大阪市北区中之島 5-3-68 TEL. 06-6441-1684（直通） FAX. 06-6441-1677 

https://www.rihga.co.jp/osaka

