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チョコレートマニアのカモメたち。

世界中を飛び回り　おいしそうな食材を探しては

仲間が住む　横浜の港に持ち帰ってきます。

旅先で見た　美しい風景をヒントに

厳選した食材を　カモメ好みにおいしくアレンジ。

カモメたちが作る　絶品のチョコレートをめしあがれ。

チョコレートマニアのカモメがつくる
絶品チョコレート ベルプラージュは２０１５年に生まれた横浜発のチョコレートショップ。

このたび海と山が見える美しい街、元町に引っ越しました。

ベルプラージュの主人 (あるじ )は横浜の港のシンボル・カモメ。
美しい港に暮らし、季節の風に乗って世界中を旅している彼らは
実は優秀なショコラティエ兼チョコレートマニアなのです。

カカオ、ナッツ、フルーツ、小麦粉、バター、生クリーム…
世界中から集めた数え切れないほどの材料を、
伝統的かつユニークなアイデアレシピで、おいしくアレンジ。
カモメたちのこだわりがギュッと詰めこまれたチョコレートを作りました。

カカオの芳醇な香りと繊細なフレーバー、
とろけるような舌触り、そしてキュートなビジュアル。
食べると思わずにっこりしてしまうような、
チャーミングなチョコレートをお届けします。



かつてアメリカを横断していたときのこと。
さまざまな都市を飛び回る中で一番カモメの心に残ったのは、

キラキラと輝くニューヨークの街並みでした。
ニューヨークの象徴・自由の女神が掲げるトーチをモチーフに、

バニラ、ピスタチオ、ストロベリーの３つのフレーバーを楽しめるチョコレートを作りました。
チョコレートと同じくらい自由を愛するカモメのスペシャリテです。

TORCH CHOCOLATE
トーチチョコレート

6個入 756 円
(本体価格 700円)

12個入 1,404 円
(本体価格 1,300円)

9個入 1,080 円
(本体価格 1,000円)

18個入 2,052 円
(本体価格 1,900円)

ストロベリー
ミルクチョコのシェルに
ジャンドゥヤを詰め込み
甘酸っぱいストロベリー
クリームを絞って仕上げ
ました。ドライラズベリー
をトッピング。

バニラ
ミルクチョコのシェルに
ジャンドゥヤを詰め込み
バニラビーンズたっぷりの
バニラクリームを絞って
仕上げました。チョコクラ
ンチをトッピング。

ピスタチオ
ミルクチョコのシェルに
ジャンドゥヤを詰め込み
コクのあるピスタチオ
クリームを絞って仕上げ
ました。ドライオレンジを
トッピング。



モロッコの旧市街を訪れたカモメは、
青く染まったミステリアスな街並みと豪華絢爛な建造物にとても感銘を受けました。
モザイクやタイルの模様をあしらった、繊細で美しい、ましかくのボンボンショコラ。
タイルの絵柄にそれぞれ意味があるように、１粒ごとに熱い思いが込められているので、

ぜひカモメたちにコンセプトを聞いてみてくださいね。

CHOCOLATE GEM
チョコレートジェム

6個入(ブルー・レッド)　各1,296 円
(本体価格 1,200円)

12個入 2,160 円
(本体価格 2,000円)

24個入 3,240 円
(本体価格 3,000円)

キャラメル バニラ 玄米茶 ストロベリー ヘーゼルナッツ プレーン

抹茶 カフェ ラムレーズン ほうじ茶 オレンジ ロイヤルミルクティー



ロンドンのレコードショップを訪れたカモメは

前衛的かつ独創的なアートワークに胸をときめかせていました。

チョコレート本来の風味を堪能できるシンプルなものや、ナッツの香ばしい味わいを楽しめるもの。

ハイハットのように薄くて軽い、パキッとした食感のチョコレートを、

CD のようなケースに入れて持ち歩けます。

RECORD CHOCOLATE
レコードチョコレート 

ダーク ミルク ホワイト ブロンド

ストロベリー アーモンド オレンジ

1枚入　各648 円 (本体価格 600円)



プレーン
すっきりした後味のダーク
チョコをサクサク軽い食感
のココナッツサブレでサンド
しました

キャラメル
甘さ控えめのミルクチョコを
香ばしいキャラメル風味の
ココナッツサブレでサンド
しました

ココア
コクのある味わいのホワイト
チョコを香り高いココア風味
のココナッツサブレでサンド
しました

サービスパック 12枚入 702 円 ( 本体価格 650 円 )のご用意もございます。

インドネシアで食べたココナッツにすっかり魅了されてしまったカモメは、

このおいしさをもっと広めたいと、ココナッツ味のお菓子をたくさん試作していました。

その中から生まれたのがこのココナッツ風味のサブレクッキー。

サクサク食感のクッキーでクリーミーなチョコレートをサンドしました。

クッキーの形は横浜に帰る途中に見た、海に浮かぶボートのシルエットがモチーフです。

COCO SABLE
ココサブレ 

12枚入 1,080 円
(本体価格 1,000円)

18枚入 1,620 円
(本体価格 1,500円)

24枚入 2,160 円
(本体価格 2,000円)

36枚入 3,240 円
(本体価格 3,000円)



ガーナのカカオ農園を訪れたカモメは

カラフルなカカオの実が収穫され、加工されていく工程や、カカオ豆が世界各国に送られる様子を見て、

これからどんなおいしいチョコができるんだろうと期待に胸をふくらませていました。

そんな旅のおもいでを形にした、小さなカカオ豆型のチョコレート。

アフリカの伝統的な一枚布・パーニュをイメージしたカラフルなフィルムで包みました。

カカオのうまみをぎゅっと詰め込んだ、カモメの自信作です。

サービスパック 250g 入 1,080 円 ( 本体価格 1,000 円 )のご用意もございます。

CACAO PAGNE
カカオパーニュ

16個入 1,080 円
(本体価格 1,000円)

28個入 1,620 円
(本体価格 1,500円)

36個入 2,160 円
(本体価格 2,000円)

60個入 3,240 円
(本体価格 3,000円)

ブルーの巾着

ブルーベリー ミルク オレンジ

ホワイトの巾着

アーモンド ミルク モカ



株式会社ベルプラージュ
〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町 3-131-1 酒井ビル 1F・2F
☎０４５-２２８-８４１１

お願いとご注意

商品管理につきましては万全を着しておりますが、万一不良品等お気付きの点がありましたら、
お手数ですが下記にご連絡のうえ、現品を着払いで下記宛にお送りください。
代品をお送りいたします。
商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更する場合がございます。
また掲載商品は店舗や時期によりお取り扱いがない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
画像および文章の無断転載を禁じます。

ベルプラージュ 横浜元町店
〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町 3-131-1 　酒井ビル 1F・2F
( 横浜高速鉄道みなとみらい線「元町・中華街駅」徒歩 5分、JR「石川町駅」徒歩 8分 )

☎０４５-２２８-８４１１
店舗営業時間
10：30 ～ 19：00　　不定休
MEMBERS SALON営業時間
13：00 ～ 17：00　　木・金・土・日
※商品なくなり次第終了

２F  MEMBERS SALON

1F  SHOP

SHOP LIST
店舗一覧

YOKOHAMA TOKYO

CHIBA

そごう横浜店     (10月上旬OPEN予定)

常設百貨店

京急上大岡店     (9月下旬OPEN予定)
北千住マルイ店 (10月上旬OPEN予定)

小田急町田店 (10月上旬OPEN予定)

東武船橋店　　 (9月下旬OPEN予定)
そごう千葉店      (10月上旬OPEN予定)

髙島屋新宿店 (10月下旬OPEN予定)
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掲載商品は店舗や時期によりお取り扱いがない
場合がございます。あらかじめご了承ください。


