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ご注文について

HISTORY
ラデュレについて

パリのサロン・ド・テの歴史は、
ラデュレ家の歴史と深く結びついています。
すべての始まりは1862年。

フランス南西部出身で製粉業者であったルイ＝エルネスト・ラデュレが

パリのロワイヤル通り16番地にブランジュリーをオープンさせました。

オスマン男爵のパリ大改造計画により新しい顔へと変革しつつあった時代の最中、

1871年にブランジュリーで起きた火災を機に、
ラデュレはパティスリーヘと生まれ変わります。
このパティスリーの内装は、
システィーナ礼拝堂や

オペラ・ガルニエの天井画に使われた浮彫りの技法に影響を受けた、
19世紀末の著名なポスター画家、
ジュール・シェレに託されました。

この世紀の幕開けはパリジャンたちを外出や娯楽に夢中にさせます。

市民はこぞってパリ万国博覧会（第1回は1855年開催）
に出かけたのでした。
女性たちにもまた、意識の変化が表れます。

新しい人々との出逢いや社交の場を求めるようになったのです。

しかしながら、文学サークルやサロンは時代遅れになっていました。
そのような時代を背景に、ルイ＝エルネスト・ラデュレの妻のジャンヌ・スシャールは、

パリのカフェとパティスリーを融合させることを思いつき、
ここにパリ初のサロン・ド・テが誕生するのです。
彼女はルーアンの有名なホテル経営者の娘であり、鋭い先見の明を持ち合わせていたのでした。
サロン・ド・テにはカフェよりも明らかに優れた点がありました。

それは、女性たちが自由に出入りのできる社交の場であるということです。
メゾン・ラデュレの由緒ある洗練された雰囲気に魅せられた現ラデュレ社社長のダヴィッド・オルデーと、
その父でありオルデーグループの創設者であるフランシス・オルデーは

1993年にこの有名なメゾンを買い取り、
その名を世界に広めることを決意します。
1997年9月、
シャンゼリゼ大通りの75番地にラデュレ シャンゼリゼ店がオープン。
フランシスとダヴィッドのオルデー父子は世界で最も美しい大通りに建つ、
格調高く、洗練されたメゾンを思い描いたのです。

MACARONS COLLECTION
マカロン

ラデュレのマカロンは20世紀半ば、ルイ＝エルネスト・ラデュレの従弟である
ピエール・デフォンテーヌのアイディアによって生まれました。

彼はふたつのマカロンコックの間に美味しいガナッシュをサンドすることを思いついたのです。
レシピはその時から変わらずに受け継がれています。

定番の7種類

シトロン

レモン風味のクリーム

※季節によりお取り扱いの
ない場合もございます

ローズ

バラの花の香りのクリーム
※季節によりお取り扱いの
ない場合もございます

キャラメル

ほんのり塩を利かせた
バターキャラメル

ピスタッシュ

ピスタチオ風味のクリーム

フランボワーズ

フランボワーズのコンフィチュール

ヴァニーユ

ヴァニラが香る
ホワイトチョコレートのガナッシュ

マカロン
1個 ¥346（税込）

季節のフレーバーもご用意しております。
ラデュレ公式サイト内「今月のマカロンフレーバー」にてご覧いただけます。

https://www.laduree. jp/

※マカロンは要冷蔵品です。

冷蔵庫（10℃以下）に保存し、
お届け日を含む4日以内にお召し上がりください。
表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

ショコラ

ダークチョコレートの
ガナッシュ

GIFT BOXES OF MACARONS
ビジネスギフト専用マカロンボックス・コレクション

大切なビジネスパートナーへのプチギフトやご利用目的、
シーン、
ご予算に合わせて
お好きなフレーバーのマカロンをお詰めします。

コフレ・フルール

( W5.7 × D5.7 × H3.5cm )

1個入り ¥680

コフレ・ヴェール

( W5.7 × D5.7 × H3.5cm )

1個入り ¥680

コフレ・コレクションは20箱以上にてご注文を承ります。

エクラン・ローズ

( W5.7 × D5.7 × H5.7cm )

2個入り ￥1,048

エクラン・ヴェール

( W5.7 × D5.7 × H5.7cm )

2個入り ￥1,048

エクラン・グリ

( W5.7 × D5.7 × H5.7cm )

2個入り ￥1,048

エクラン・コレクションは20箱以上にてご注文を承ります。

マカロン・ラデュレ

マカロン・ラデュレ

1個入り ¥432

2個入り ¥778

( W4.9 × D4.9 × H3.1cm )

( W5 × D5 × H5.1cm )

マカロン・ラデュレ・コレクションは50箱以上にて承ります。
こちらの商品は移動時に破損の可能性がある為、
東京23区へのお届けのみチャーター便（基本 ¥3,300より）
にて承っております。
宅配便でのご配送をご検討の方は「ご配送可能 マカロンボックス・コレクション」に掲載されている商品をご覧ください。
表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

CLASSICAL COLLECTION
マカロンボックス・コレクション

お好きなフレーバーのマカロンをお詰めします。

レグレット・ナポレオン
( W9.5 × D5.5 × H5.2cm )

ヴェール /ローズ・ボンボン
4個入り ¥1,901

レグレット・ナポレオン
( W14.5 × D5.5 × H5.2cm )

ヴェール /ノワール
6個入り ¥2,830

ナポレオン・トロワ

( W14.8 × D10.9 × H5.7cm )

12個入り ¥5,659

ボナパルト

( W14.5 × D14.5 × H5.2cm )

18個入り ¥8,456

こちらの商品は移動時に破損の可能性がある為、
東京23区へのお届けのみチャーター便（基本 ¥3,300より）
にて承っております。
宅配便でのご配送をご検討の方は「ご配送可能 マカロンボックス・コレクション」に掲載されている商品をご覧ください。
表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

CRYSTAL COLLECTION,
PRESTIGE COLLECTION
マカロンボックス・コレクション

お好きなフレーバーのマカロンをお詰めします。

クリスタルボックス
サイズ 1 ( D14.5 × H6.5cm ) 14～15個入り ¥7,052
サイズ 2 ( D16.5 × H6.5cm ) 18～20個入り ¥8,996

プレスティージュボックス
サイズ 1 ( W27.5 × D9.7 × H6cm )

18～24個入り ¥10,994

サイズ 2 ( W27.2 × D12.5 × H6cm ) 28～32個入り ¥12,593
サイズ 3 ( W32.5 × D11.8 × H6cm ) 34～36個入り ¥14,731
サイズ 4 ( W40.8 × D15.3 × H6cm ) 50～52個入り ¥21,978

こちらの商品は移動時に破損の可能性がある為、
東京23区へのお届けのみチャーター便（基本 ¥3,300より）
にて承っております。
宅配便でのご配送をご検討の方は「ご配送可能 マカロンボックス・コレクション」に掲載されている商品をご覧ください。
表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

SHIPPING GIFT BOXES
ご配送可能 マカロンボックス・コレクション

お好きなフレーバーのマカロンをお詰めします。

コフレ・アンタンポレルヴェール

コフレ・アンタンポレルヴェール

6個入り ¥3,013

12個入り ¥5,659

( W12.8 × D10.5 × H5cm )

( W23.8 × D10.5 × H5cm )

アンタンポレル・パルム
( W18.5× D10.5× H5cm)

9個入り ¥4,191

マリーアントワネット

ナポレオン・ヴィオレ

12個入り ¥5,659

18個入り ¥7,776

( W23.8 × D10.5 × H5cm )

( W18.5× D18.8× H5cm)

ブロカール

( W24× D18.8× H5cm)

24個入り ¥10,260

こちらの商品は宅配便にてご配送可能な商品です。
マカロンの消費期限はお届け日を含めて冷蔵4日間です。
現在、下記の地域は消費期限の都合により、
ご配送を承ることができません。

対象地域：北海道・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

BAKED CONFECTIONERIES
焼き菓子

アーモンドパウダーに焦がしバターを混ぜて焼き上げたフィナンシェ、

表面はパリッと、内側はやわらかく焼き上げたアーモンドの香り広がるダックワーズ、

しっとりやわらかく焼き上げた風味豊かなパウンドケーキ。ご進物に最適なお品物をご紹介いたします。

フィナンシェ
1個 ¥324

ナチュール

ピスタッシュ

プレーンな味わい

やさしい甘さのピスタチオ風味

ショコラ

コクのあるチョコレート風味

賞味期限：21日

ダックワーズ
1個 ¥357

フルール・オランジュ

ローズ

芳しいオレンジの花の香り

ピスタッシュ

ロマンティックなバラの香り

やさしい甘さのピスタチオ風味

賞味期限：21日

ケーク
1個 ¥324

シトロン

爽やかなレモン風味

ローズ

ロマンティックなバラの香り
賞味期限：21日

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

BAKED CONFECTIONERIES
焼き菓子の詰め合わせ

贈り物として人気の焼き菓子をラデュレのお箱にお詰めしました。

コフレ・フィナンシェ

ナチュール /ピスタッシュ/ショコラ 各1個
( W14.5 × D11 × H5cm )

3個入り ¥1,448

コフレ・フィナンシェ

ナチュール /ピスタッシュ/ショコラ 各2個
( W14.5 × D19.1 × H5cm )

6個入り ¥2,474

コフレ・トゥ・モワルー・リュバン

フィナンシェ：ナチュール /ピスタッシュ/ショコラ 各1個
ダックワーズ：フルール・オランジュ/ローズ /ピスタッシュ 各1個
ケーク：シトロン /ローズ 各1個
( W27.5 × D12 × H6cm )

8個入り ¥3,240

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

コフレ・ダックワーズ

フルール・オランジュ/ローズ /ピスタッシュ 各1個
( W14.5 × D11 × H5cm )

3個入り ¥1,545

コフレ・フィナンシェ･ エ ･ダックワーズ

フィナンシェ：ナチュール /ピスタッシュ/ショコラ 各1個
ダックワーズ：フルール・オランジュ/ローズ /ピスタッシュ 各1個
( W14.5 × D19.1 × H5cm )

6個入り ¥2,571

コフレ・トゥ・モワルー

フィナンシェ：ナチュール /ピスタッシュ/ショコラ 各2個
ダックワーズ：フルール・オランジュ/ローズ /ピスタッシュ 各2個
ケーク：シトロン 2個 /ローズ 1個
( W40.8 × D15.3 × H6cm )

15個入り ¥5,400

SHORTBREAD COOKIES & MERINGUES
サブレとメレンゲ

ラデュレのフールセック( 焼き菓子 ) は、

さまざまなモチーフが散りばめられた可愛らしいパッケージに詰められています。
※パッケージは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

サブレ・ナンテ

サブレ・ショコラ・ノワゼット

サブレ・ヴィエノワ

ココナッツ風味のサブレ

ヘーゼルナッツが入ったカカオ生地のサブレ

ほんのりバニラが香る、バニラパウダーをまぶしたサブレ

賞味期限：20日

賞味期限：20日

賞味期限：20日

¥1,512

¥1,631

ムラング・ハート

ムラング・ピスタッシュ

ローズ風味とスミレ風味のメレンゲ菓子

ピスタチオ風味のメレンゲ菓子

賞味期限：14日

賞味期限：14日

¥1,285

¥1,166

コフレ・キャロス
１個用：コフレ・キャロス ローズ
サブレ・ナンテ入り

¥1,728

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

2個用：コフレ・キャロス ヴェール

サブレ・ヴィエノワ＆サブレ・ショコラ・ノワゼット入り

¥3,478

¥1,577

TEAS
紅茶

ラデュレでしか味わえない、香りとコクをご堪能ください。

テ・マリー・アントワネット

テ・アールグレイ

中国の紅茶とジャスミン茶に、バラの花びらをブレンド。
柑橘類にはちみつを加え、
プティ・トリアノンの庭園での
散策を思わせるような華やかな香りです。

中国、
インド、
セイロンの紅茶にカラブリア産ベルガモットの
エッセンスをブレンド。伝統的で独特な味わいは
アールグレイ好きの方に喜んでいただけることでしょう。

左：リーフ 100g ¥3,456
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,348

左：リーフ 100g ¥3,737
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,618

テ・メランジュ・ラデュレ

テ・ブレックファスト

中国の紅茶に、柑橘類、バラの花茶をブレンド。
バニラの香りの中にほんのりとした
シナモンのアクセントをお楽しみいただけます。

セイロン、
インド、中国、
ケニア、
トルコの紅茶をブレンドした
ブロークンタイプ。有名なイングリッシュブレックファスト・ティーを
思わせる、
コクのある味わいです。

左：リーフ 100g ¥3,866
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,748

左：リーフ 100g ¥3,737
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,618

テ・ロワ・ソレイユ

ベルガモットの香りの中国の緑茶に、
ルバーブとキャラメルで華やかに
生き生きと仕上げました。

左：リーフ 100g ¥3,866
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,748

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

テ・ジャルダン・ブルー・ロワイヤル

フルーツとお花のバスケットを思わせる高貴な甘い香り。
中国とスリランカの紅茶に、
イチゴ、ルバーブ、チェリーの
甘酸っぱい香りを加え、ヤグルマギクとマリーゴールドの花びらをブレンド。

左：リーフ 100g ¥3,737
右：ティーバッグ 20袋 ¥3,618

JAMS

コンフィチュール（ジャム）
奥深い味わいと香りをご堪能いただけます。

フレーズ

ほどよい酸味と甘みが味わえる
ストロベリーフレーバー

アブリコ

やさしい甘みが味わえる
アプリコットフレーバー

各230g ¥1,955
コンフィチュールは全部で6種ご用意がございます。
掲載商品以外の商品情報はお問い合わせください。

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

オレンジ

酸味と甘さのバランスが良い
オレンジフレーバー

ICECREAM AND SORBET
アイスクリーム&ソルベ

アイスの上にマカロンを添えた、7種類のアイスクリームと1種類のソルベです。

ソルベ・フランボワーズ

グラス・ローズ

グラス・ピスタッシュ

グラス・ヴァニーユ

グラス・マロン

グラス・キャラメル

グラス・カフェ

グラス・ショコラ

アイスクリームとソルベ
各115ml ¥756

アイスクリーム＆ソルベ
8個入り ¥6,048
6個入り ¥4,536

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

MINI-MACARONS PYRAMIDS
マカロンタワー

I
II

I ハーフサイズ

ミニサイズ

マカロン 約20個

( D18 × H24.5cm )

¥11,448

ハーフサイズ マカロン 約40個

( D21 × H34cm )

¥19,008

サイズ 1

マカロン 約90個

( D32 × H51cm )

¥42,444

サイズ 2

マカロン 約130個 ( D35 × H61cm )

¥60,912

サイズ 3

マカロン 約150個 ( D37.5 × H66cm ) ¥78,624

サイズ 4

マカロン 約180個 ( D40 × H71cm )

¥92,772

サイズ 5

マカロン 約260個 ( D45 × H86cm )

¥132,840

サイズ 6

マカロン 約370個

II ミニサイズ

( D52.5 × H101cm ) ¥173,880

＊ミニサイズ、ハーフサイズは店頭でのお渡しとなります。

＊マカロンはお取り扱い品より、１～３種類のフレーバーをお選びください。

ただし、
コンフィチュール（ジャム）
のマカロンは崩れやすい為、除外させていただきます。
＊タワーにはめ込まれたマカロンの消費期限は当日中です。

＊タワーのベースの白い部分は発泡スチロールを砂糖でコーティングしたものです。
お召し上がりになれませんので、
ご留意ください。

表示価格は2022年4月現在の税込価格です。

ご注文について

ご注文とお支払い
＊ご注文期限：ご利用日の15日前までとさせていただきます。
＊お支払い：銀行振込による前金にてお願いしております。

＊ご変更とキャンセル：ご利用日の15日前までとさせていただきます。

14日前からのキャンセルは全額ご負担いただいておりますので、予めご了承ください。

お届け
マカロン、
およびマカロンタワーのお届けをご希望のお客様には東京都23区内に限り、
税込 ¥3,300よりチャーター便にて承っております。
（一部宅急便対応可能商品あり）

マカロン以外の商品に関しては宅急便でのお届けにて対応させていただいております。

商品のご案内をご覧いただきありがとうございます。

ご不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡ください。
https://www.laduree.jp/

ご注文・お問い合わせ先
株式会社 LADUREE JAPON
コーポレートセールス

corporate-sales-laduree@baycrews.co.jp

※土・日・祝日は休業しておりますので、翌営業日以降に順次ご回答申し上げます。
※ 3営業日経過しても返信が無い場合は、
メール未着の可能性がございます。
お手数ですが、再度お問い合わせください。

＊表示価格は税込価格となっております。

＊価格は2021年4月現在のもので、変更される場合がございます。予めご了承ください。

