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ここまで辿り着くのに、私たちはお互いの知
見に基づいた憶測からディスカッションを始
めました。その後数ヶ月、試行錯誤しながら微
調整していく日々が続きました。チームはプロ
セスの各ステップで、とにかく試飲を繰り返し、
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The Velvetiser 
Emotionally Engineered

“自宅でも簡単にホテルショコラの「ホットショ
コラ」を楽しめたら” ― それを実現するには、
完璧なエンジニアリングとデザインを両立で
きるパートナーが必要でした。そこで出会った
のがDualit＜デュアリット＞です。デュアリッ
トは75年前に創業された英国の高級家電ブ
ランドです。名品と謳われるトースターはデザ
イン・機能面ともに優れ、世界中で愛され続
けています。

ホテルショコラは、古代からのカカオのパワー
や現代のカカオ生産者の努力と高い職人性を
強く広めたいと考えています。さらに、カカオ
の味を最大限に活かした、とろけるようなホッ
トショコラを提供することが使命です。
デュアリットへの私たちのリクエストは、完璧
なホットショコラを実現するための適切な温
度、風味、ベルベットのようななめらかな口当
たりを提供するマシン「ベルベタイザー」を共
に開発し、世に送りだすことでした。

ショコラドリンクは非常に繊細な飲み物です。
クリーミーなショコラドリンクを作るには攪
拌して泡立てることが必要です。しかし、泡立
ち過ぎては口当たりの良さを損ないます。デュ
アリットは、古くから伝わる「モリニーニョ」と
いう手で攪拌する道具をインスピレーション
源としてウィスク(泡立て器)を開発し、速度を
落としてゆっくりと攪拌することで、泡立ち過
ぎず、滑らかな仕上がりを実現させました。ベ
ルベタイザーは、泡立ち、熱、全てが完璧なバ
ランスで調和したショコラドリンクを生み出し
ます。

We were looking
for engineering
perfection.

1946年から作り続けているトースター：
左から2009年、1960年代、1946年、1950年代、1980年代

断熱性の高いダブルメタルジャケット

感性工学から生まれた、シンプルで美しいチョコレートドリンクメーカー

It’s amazing 
how similar 
engineers and 
chocolatiers are.
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完璧なショコラドリンクを実現するために必
要な調整を全て行いました。エンジニアとショ
コラティエという二つの異なる職人が、その
思考や業務ステップにおいてこんなにも似て
いるとは、誰しもが想像していませんでした。

私たちは、基本的に同じ言語を使います。ショ
コラティエが職人的知見に基づいて「上に泡
が多すぎる」と云い、その根拠や原因を伝える
と、デュアリットのエンジニアはそれを減らす
ための対策を講じます。彼らは、アルゴリズム
を用いてショコラティエの主観的で感情的な
反応を定量化しようとするのです。それでもな
お、感情と客観的科学の間には常に乖離が発
生します。デュアリットはショコラティエとエン
ジニアリング陣の間を行き来して繋ぐ、素晴ら
しい役割を果たしました。

企業としてのデュアリットは、とても謙虚で小
さなスタートから始まっています。今から3世
代前、1945年に小さな開発小屋でビジネス
をスタートしました。そして、75年に及ぶ実直
で献身的な努力と、その間の開発力の躍進に
より、今やデュアリットはグローバルブランド
として世界中で愛され、認められる製品を世
に送り出しています。

キッチンにある多くの家電製品とは異なり、ベ
ルベタイザーには側面にハンドルが付いてい
ます。これは、1800年代に「ショコラティエー
ル」を作るために使われたチョコレートドリン
ク用の鍋からインスピレーションを受けてい
ます。ストーブの上で使われたその鍋のハンド
ルを採用することは、使いやすくするためであ
ることはもちろん、ホットショコラの歴史を反
映するために必要な要素でした。結果として、
非常に直感的で実用的、それでいてゴージャ
スなデザインを実現しています。一目で使い
方が分かり、内側はフラットで扱いやすく、ア
ルミニウムで精密に設計された本体は美しい
デザインと堅固な機能面を両立しました。

これはまさに感性工学です。私たちは、皆さん
に「ただ楽しんでいただく」結果を提供するた
めに、たくさんの労力と時間をかけて開発しま
した。鍋で牛乳を温めたことのある方なら誰
しも、いかに簡単に牛乳が焦げるか、そしてそ
れを落とすのにどれだけ大変か、ご存知だと
思います。それを考えただけでホットショコラ
を作るのが面倒になったり、せっかく作っても
焦げた鍋を後で洗わなければならないと想像
すると、本当に贅沢なひとときを楽しむことは
できません。ベルベタイザーは、それを全て解
消するために開発されたのです。

ベルベタイザーでは、冷たい牛乳を内部のヒー
ターで加熱し、最適温度のすぐ下で自動的に

手仕上げの銅板
片持ちハンドル付き

テクスチャード加工された
アルミニウムグリップ

両手利きの注ぎ口

ヒーターをオフにします。その後もしばらく
ウィスク(泡立て器)は回り続け、牛乳が内部
の残熱を吸い取りマシン本体の温度を下げ、
最適温度に達したところでウィスク(泡立て
器)の回転が止まります。こうすることで牛乳
が焦げるのを防ぎ、本体の中を素早く拭い
て、またすぐに次の一杯を作ることができる
のです。
これは、ベルベタイザーが常に最高のバリス
タグレードのドリンクを提供することを保証
する技術です。

We call it 
Emotional 
Engineering.

Product 
development 
with no 
compromise.

完璧へのこだわりは、ホテルショコラとデュ
アリットが共有するものです。私たちは、人々
をハッピーにするために毎朝ベッドから起き
て仕事をし、物事をよりよくするために未来
に想いを馳せながらベッドに入ります。この
マインドセットにおいて、ホテルショコラとデュ
アリットは良いチームを築きました。
そこから生み出された「ベルベタイザー」は
まさに妥協の無い製品開発であり、人々を
笑顔にする完璧なショコラドリンクを実現
します。その完成度の高さは、頻繁に生まれ
るものでは無いと確信しています。

このマガジンでは私たちのベルべタイザー
の魅力をご紹介しています。きっといつもの
日常が少しだけハッピーになるヒントが隠
されているはずです。
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Vanilla-White

The World of 
Drinking Chocolat

Dark 100%
45% Nutmilk

チョコレートには、現実から遠く離れた世界に引き込むような魅惑的なパワーが溢れています。
さあ、いつもの日常からのエスケープへ、皆さんをご招待しましょう。

バニラホワイト
ほんのりマダガスカル産
香る、贅沢でクリーミーな
36%ホワイトチョコレート

Ghana 
Dark 85%
ダーク 85%

深みのあるガーナ産シングル
オリジンカカオは、麦芽や

ビスケットのような香ばしさ。
意外なほどクリーミーな

仕上がり

Classic 70%
クラシック 70%

カカオ70%の甘さ控えた
ダークな味わいが楽しめる、
私たちの定番ベストセラー

Milky 50%

Salted Caramel

ミルキー 50%
まろやかで心地よいカカオ50%

ミルクチョコレート。
まさにパーフェクトバランス

ソルトキャラメル
マルドン海塩を

ほんのり効かせた、
キャラメルミルクチョコレート

45% ナッツミルク
ビーガン対応、ヘーゼルナッツの
ナッツミルクと45%カカオの、

驚くほどなめらかな味わい
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ホンジュラス
ホンジュラス産カカオの

奥深さと、ブルゴーニュワインの
ような重層的でフルーティーな

味わい。強さだけではない、
なめらかな口当たり



Flavours
フレーバー
その日の気分やレシピによって選べる、カカオと絶妙なペアリングのフレーバー。

チョコレートフレーク
シングルサシェ
パーフェクトな味わいをお届けするために、
個包装タイプをご用意しました。
気分に合わせて、お好みをチョイスして！
 
35g ¥250

チョコレートフレーク
タブ タイプ
お気に入りが決まったら、
こちらのタブサイズをオススメします。
 

250g ¥1,700
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アステカ
エレガントな70％ダークに、

ピリリとするハバネロの
心地よい口当たり

オレンジ
65％スーパーミルクチョコレートに、
ブラッドオレンジのさわやかな味わい

ジンジャー
70％ダークチョコレートの

大人な甘さにジンジャーの刺激が
ほどよいアクセントに

ミント
なめらかな70%ダークと、

タスマニア産ペパーミントの出会い

ヘーゼルナッツ プラリネ
ヘーゼルナッツの豊かな香り、
プラリネの風味が口の中で

ひろがります

Aztec

Hazelnut Praline Mint

Ginger

Orange
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The World of the Latte
セントルシアにある私たちのカカオ農園『ラボエステート』では、野生のコーヒー豆が見られます。
カカオとコーヒー、この二つの豆を、私たちは愛してやみません。
ベルベタイザーでもこの完璧なマリアージュをお楽しみいただけるよう、
様々なフレーバーのラテをご用意しました。
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エスプレッソマシンとベルベタイザーを組み合わせて。

To Flat-white fans: Mocha Made Your Way

コーヒーマスター達は、少量のチョコレートがすべてのコーヒーの味を良くすることを教えられています。それが私たちの
この贅沢なラテの秘密です。つまりカカオバターがベルベットのような食感をもたらし、わずかなチョコレートで、コーヒー
の苦味をまろやかに仕上げるのです。

シングルサシェ 35g 各¥250

エスプレッソドリンク「フラットホワイト」
が楽しめます！

最良の一杯を作るために、120mlの牛乳、
またはバリスタグレードのオーツミルクを
用意し、ベルベタイザーに注ぎ入れて
ホットミルクを作ります。

予め用意したエスプレッソショットの上に、
ベルベット状のなめらかなホットミルクを
注ぎ、フラットホワイトの完成です。

あなただけのモカを。

お好みのショコラとエスプレッソをベルベタイザーに
入れて、あなただけのオリジナルのモカを
作ってみましょう。

ソルトキャラメル、ミルキー 50%、クラシック70%、
ヘーゼルナッツがおすすめです。

美味しさを引き出すポイントは、エスプレッソ50mlを
最初に入れて、その後にショコラを注ぎます。
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Caffe Latte
カフェラテ

Hazelnuts Latte
ヘーゼルナッツラテ

Chocolate Latte
チョコレートラテ

Recipe



Relaxed 
and Chilled
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ベルベタイザーで作れるものは、ホットだけではありません。
簡単に美味しいアイスラテやアイスショコラもお楽しみいただけます。

アイスヘーゼルナッツ ラテ

アイスミント ショコラ

Iced Hazelnut Latte

Iced Mint Chocolat



Chocolat Martini

Iced Chocolat

White Russian

Praline Martini

Salted Caramel Martini
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約120mlの牛乳(または植物性ミルク)と
お好みのサシェ（個包装）1個またはチョコ
レートフレーク35gをベルベタイザーに
入れて、2倍濃度のホットショコラを作ります。
カクテルグラスのフチを飾るために、
ほんの少しショコラを残しておきましょう。
 
カクテルシェーカーに8個ほどの角氷を
入れます。
 
さらに2.のシェーカーの中に、お好みの
スピリットのシングルショット(25ml)
または、ダブルショット(50ml)を注ぎます。
ラム、テキーラ、ウォッカ、バーボン、
ウィスキー、コニャックなど…。
 
温かいショコラを氷とスピリットの入った
シェーカーに注ぎ、静かに
15回かき混ぜます。

（振らないでくださいね。）
 
美しいマティーニグラスのフチを、
1.で残したショコラで飾り付け、
シェーカーで仕上げたショコラカクテルを
注ぎ入れたら完成です。

1

2
3

4

5

音楽ストリーミングサービス
「Spotify」で、
Hotel Chocolatで
検索をかけてみてください。

ショコラカクテルと共に
素敵な夜を。

ショコラマティーニ
2人分

アイスショコラ
1人分

ホワイト ロシアン
ホワイトショコラ＆ウォッカで。

プラリネ マティーニ
ヘーゼルナッツショコラ & ベルモットで。

ソルトキャラメル マティーニ
ソルトキャラメル ショコラ & ベルモットで。

マルチプラチナプロデューサー、ジェイク・ゴスリング
による独占キュレーション・サウンドトラックを
ダウンロード＆フォローしてお楽しみください。
また、私たちの価値観（オリジナリティ、オーセンティ
シティ、エシックス）に合わせたキュレーションで、新
進気鋭アーティストの楽曲もお楽しみいただけます。

1

2

3

4

ベルベタイザーの内側のminラインまで、
牛乳(または植物性ミルク)を注ぎ入れます。

（約110mL）

さらに1.の中に、お好みのサシェ（個包装）
1個またはチョコレートフレーク35gを入れて、
スタートボタンを押します。
ランプが消えるまで待ちます。

さらに牛乳（または植物性ミルク）を
MAXラインまで注ぎ入れます。

背の高めのグラスに6 〜 8個の氷を入れて、
３を注ぎ入れます。
美味しいアイスドリンクの完成です。

Recipe



ミント、ヘーゼルナッツ、オレンジ、ラテフレーバーのショコラムース。
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Masterclass Tips
ちょっとしたコツを掴むと、ベルベタイザーの楽しみ方が広がります。
ソースやデザート、ディナーの後に友人達と楽しむテイスティングショットなど、
様々な美味しさを試してみてはいかがでしょう？

Chocolat Sauce

Chocolat Mousse Pot

ショコラソース
2分半

ショコラムース ポット
2分半

（約2 〜 3時間、冷蔵庫で冷やしてください。）

1
2

3

ベルベタイザーに牛乳か、生クリーム、
または植物性ミルク120mlを入れます。

お好みのショコラの個包装を2個、または70g
（小さじ10杯）を注ぎ、スタートボタンを押し
ます。

魔法にかけたようなソースは、焼きたての
パンケーキやアイスクリームにかけて。
ディップソースとして新鮮なフルーツにも。

1
2
3

上記のチョコレートソースレシピと同じものを
作ります。

小さなグラスに分けて注いでください。

少し冷まして、冷蔵庫に約2 〜３時間入れます。
＊ムース状の固さになるまで待ちます。

仕上がったヘーゼルナッツショコラソースをパンケーキやフルーツに。

フルーツフォンデュは、ショコラソースにディップして。

ショコラ/ラテフレーバーのお好みの味を選びましょう。
ミント、オレンジ、ヘーゼルナッツ、クラシック70、
ソルトキャラメル、ラテなど、どれも美味しく
仕上がります！

Recipe



ソルトキャラメルショコラソースを、バナナブレッドに。

ミント、ヘーゼルナッツ、オレンジ、ラテフレーバーのショコラムース。
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Shots for friends?
No problem
友人達とのショット？
アルコールは入っていません！

1

2
3
4

5

お手持ちで一番小さなグラスか、ショットグラ
ス、またはエスプレッソカップを用意してくださ
い。

通常の分量でホットショコラ、またはラテを作
ります。

出来上がりを1.で用意した容器に小分けして
いきます。

様々なフレーバーのテイスティングをして、
友人達と楽しく感想をシェアしてください。
その際、毎回ベルベタイザー内部を冷水で
すすぐことも忘れずに！
飲んでいる間に、サーモスタッドを冷却しまし
ょう。

一回の作りで、約6個のエスプレッソ
サイズ（40ml)に分けて提供できます。

温かいカフェラテソースをバニラアイスとポップコーンにトッピング。

フルーツフォンデュは、ショコラソースにディップして。



Plant or Dairy?

Plant（植物性）

オーツミルク
アーモンド
ミルク
カシューミルク
豆乳
ココナッツ
ミルク
ライスミルク

Dairy（牛乳）

無脂肪牛乳
低脂肪乳
牛乳
水 / 牛乳
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ライフスタイルに合うように、
ベルベタイザーは、以下の飲料に
対応しています。

本格的なカカオだけの風味を
味わいたい方は、100%ダークと
水でお試しください。



Life with a 
VELVETISER
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Breakfast

Sport booster

Afternoon

Evening

古代マヤの戦士達がカカオで闘志を奮い立たせたように、
一日の始まりをカカオでスタートさせてみてはいかがでしょう。

スポーツ前後の栄養補給に、カカオに含
まれるカカオフラバノールに注目して、前
向きな健康維持に。

気分を上げたい時間帯に。

充実した一日を過ごした後は、自分へのご褒美として。
心地良いひと時を、お好きなフレーバーでお過ごしください。

様々なシーンに合わせて、ベルベタイザーを
お楽しみください。



Humans & Cacao: 
A 3,500 Year Evolution

20181700s

1500BC
1800s
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イギリス海軍の父と呼ばれる、サミュエ
ル・ピープスの日記によると、当時のロン
ドンには、盛況な社交場として700軒ほ
どのチョコレートハウスがあり、二日酔
いにチョコレートが良いという評判も記
されていました。

初期のマヤの人々は、良質なカカオから
作られる泡状の飲料の重要性を知って
いましたが、作るためには非常に大変な
労力が必要でした。
彼らは独創的な木製でできた道具、「モ
リニーニョ」という泡立て器を使用して
いました。そして、その泡立て器が私たち
のベルベタイザーにインスピレーション
を与えてくれました。

ストーブの上の「ショコラティエール」を
作るポットは美しいものでしたが、25分
ほど煮てかき混ぜる必要がありました。
ベルベタイザーのアイコニックなハンドル
は、このショコラティエールを作るポット
の実用的で美しいデザインからインスピ
レーションを得ています。

ベルベタイザーの誕生です。
わずか2分半でパーフェクトな美味しさ
のショコラドリンクを作ることができま
す。1800年代の「ショコラティエール」
に比べて、10分の1の時間で仕上がる、
手軽さを実現しました！

人とカカオの3500年の長い歴史の豊かな繋がり
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3000年前のデザイン 現在のデザイン

‘molinillo’
現在でも南米の家庭で使用されているモリニーニョは、何世紀も前に作られたもので、
ゆるめに持ち、手の平でこすり合わせて回転するように設計されています。
この道具を使うと、シルクのような美しい泡が出来上がります。
ベルベタイザーは、このモリニーニョのような正確な動きをより速く自動で再現します。

モリニーニョ



Inside the 
Chocolate Factory
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私たちのチョコレートファクトリーでは、
シャンパントリュフ、プラリネ、ソルトキャ
ラメルチョコレートを作るラインとは別
に、ベルベタイザーのための専用ルーム
があり、チョコレートはフレーク状に削
られます。

当初、ベルベタイザーのアイデアは、工
業化された最も安価な方法で作られた
インスタントホットチョコレートの粉末
ではなく、本物のチョコレートを丸ごと
使用して作るというものでした。

バラ・マーケットというロンドンで最も
古く、食に対して、感度の高い人々が通
う市場があります。私たちはそこでショ
コラドリンクを販売するショップをオー
プンして以来、10年以上毎日提供し
てきたので、私たちのチョコレートの飲
み方が、人々に好まれていることを知っ
ていました。

それ以来、約40店舗でショコラドリン
クを展開し、少なくとも100万杯分のク
リーミーなホットショコラを提供するま
でに成長します。

お客様から、自宅で再現したいというご
要望があり、鍋や泡立て器などレシピ
について、詳細な説明が必要になりま
した。

そこで、ご自宅で簡単にホットショコラ
が作れる、ベルべタイザーが開発され
たのです。

まず、私たちのレシピを液体状のチョコレートに。

チョコレートをブロック状に形成します。

薄く繊細なフレーク状のチョコレートに
していきます。

そしてシングルサシェに
密封していきます。



More 
Cacao, 
Less 
Sweet
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ホテルショコラは、常に砂糖をより少なく、
カカオの素材を活かすチョコレート作りを
おこなっています。

素晴らしいカカオの味わいは、それだけで
気分を盛り上げてくれます。

原材料をチェックしてみてください。

私たちのチョコレートの多くは、
パッケージの原材料欄の初めに『カカオ』が
表示されています。これは、カカオの含有量が
砂糖より多いという証です。

『本物を届けたい』ホテルショコラに根ざす
その強い想いが体現されています。



A New Drinking Vessel 
for a New Ritual
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陶芸家 アンドリュー・ウィックス
ホテルショコラ ポッドカップ製作者

私は、イギリスのバース郊外にある古い
牛小屋の建物をスタジオにして働いてい
ます。そこはのどかな風景の中にあり、そ
のとても小さなスタジオには、陶芸道具
のろくろや窯の他にも、多くの図面やテス
トサンプルなどで、とてもごちゃごちゃと
しています。ですが、すべて私のものであ
り、一日の終わりにドアを閉めるだけで、
翌日はまた同じような状態になる事が分
かっています。いずれにしても私にとって、
個人的なとても特別な場所です。

ロンドンにあるバラ・マーケットでホテル
ショコラCEOのアンガスに初めて会った
時、彼は、ショコラドリンク用のポッドカッ
プを製作するインスピレーションとして、
プリザーブドカカオをプレゼントしてくれ
ました。そして彼の要望は、従来あるよう
なカップとは違う引き立つような何かを
作りたいという想いを感じたことを覚え
ています。カップの重さ、質感、手に持った
ときの持ち方、飲んだ時の美味しさ、他に
も手に持った時に伝わる温度や、カップ
のフチが唇に触った時の感触など。カッ
プを使うことを考える時の反応は、人そ
れぞれです。

セラミック ポッドカップ 220ml
¥2,500- （2個／1セット）

私の仕事は、素材の品質と物事の進め方
に関するもので、それはホテルショコラと
同質であると思っています。私たちは本能
的な仕事のクオリティで繋がっています。
手を使うことがすべてで、私はパソコン
でデザインされたものか、ハンドメイドの
ものかを見分けることが出来ます。自然
の本質やシンプルさはそのままに、創造
的な思考は手から直接やってきます。

一番最初に粘土に触れ合った思い出は、
4歳位の時に母と一緒に陶芸教室で豚を
作ったことです。私は広大な粘土から何
ができるのかということに情熱を持って
います。粘土はとても素晴らしく、エキサ
イティングな素材です。形のない塊から
は、トイレからティーカップまで、最も美
しい形を作ることができます。そして、私
はその限界を知ることは決してないとい
うことを愛しています。

Follow Andrew Wicks
@andrewwicks

私たちは、実際のところ自分自身を複製する
ことは出来ませんが、自然は最も美しい形を
作ります。カップを製作するにあたり、私はカ
カオポットの外側の畝（うね）の形と、裏返した
内側の絵を沢山描き始めました。ホテルショ
コラのカップの表面にある縦のラインは、カ
カオポッドの有機的な成長に関連させて、等
間隔の幅ではないラインを配置しました。そ
れらはエレガンスさも兼ね備えています。

ろくろの上で粘土を形成するのは素晴らし
いことです。自分の精神や技能、触覚と視覚
の感覚を全身で集中し、繋がりを持たなけ
ればなりません。粘土の厚さと湿り気を感じ
ながら、手を動かし続ける必要もあります。
頭を使わないと上手くいかない日があり、た
だ立ち止まらなければならない時もありま
すが、それはとても満足いくものになる可能
性があります。本能的であり、何年にもわた
り練習と時間がかかります。日本では陶工か
ら陶芸家になるまでに、七年かかると言われ
ています。そして私は学び続けています。

ポッドカップのモデルは、約30種類作成しま
した。それは、細部を正確に把握し、生産環
境でも通用するものを作るためです。最初に
行った変更点の一つは、カップが手にしっく
り収まるように、トップの飲み口部分を広げ
たことです。ろくろの上に粘土をのせてから、
縦ラインを手彫りし、ループと呼ばれる金属
のツールを使って磨き上げていきます。粘土
は最初はやわらかく柔軟性がありますが、次
第に硬くなっていきます。そして固まると縮
み、フチはサクサクした状態に変化します。
これらのことを考慮しながら彫っていかない
と、正確な形にはなりません。

ホットショコラを習慣にするために生み出されたドリンクカップ



We’re connected by the instinctive quality of our work.

19

“ 私たちの仕事は本能的な感覚によって
  繋がっています。”
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ホテルショコラ チームメンバーと、身近なファンに、
ベルベタイザーを使用した感想を聞いてみました！

それぞれの使い方でベルベタイザーを楽しんでいる様子をお伝えします。

Chris, Yae and Kaito
イギリスと日本の習慣や文化が交差する、
４歳の男の子を中心とした元気ファミリー

朝の気温がひんやりし始める季節は、暖
かい飲み物を楽しみながら子供のお弁当
を作るのが私の日課です。ベルベタイザー
で作る、牛乳多めのミルキー 50％ホット
ショコラを飲むと、ふぅっと大きく息をつい
て笑顔になり気持ちが落ち着きます。主人
が起床し、15種類（※発売時点）もあるフ
レーバーから何を選ぶかによって、その日
の彼の体調や気分を確認することができ
ます。商談や重要な会議が多く、いつも以
上に集中力が必要な日は、ダーク85％をア
イスで飲んで気持ちを引き締め出勤しま
す。ベルベタイザーは我が家では暑い季
節にも活躍します。

とろとろの暖かいチョコレートソースを作
り、バニラアイスクリームにかけて食べた
り、冷やしたイチゴやパイナップルをディッ
プして食べたり。

ベルベタイザーは家族全員を笑顔にして
くれる素晴らしいマシンです！

by Yae

Angus
Hotel Chocolat
CEO & CO-FOUNDER

一日の終わりにちょっとしたご褒美を - 誰
もが思うことです。私と妻にとって、かつて
はそれはグラスワインでした。しかし、ベル
ベタイザーを使い始め、代わりにヘーゼル
ナッツのホットショコラでくつろぐようにな
りました。

アルコールを飲んでいた時も同じように感
じていましたが、ショコラはより健康的で、
朝の気分も良いようです。カカオはテオブ
ロミン含みます。そして、カップ1杯のヘー
ゼルナッツショコラは、グラスワインよりも
糖分は少ないのです。

Yuko
リタイアを機に、日々、様々な場所へ出
かけてゆく、スーパーアクティブウーマン

ベルベタイザーで作るホットショコラ、
フワッとなめらかでなんて美味しいん
でしょう！！

どのフレーバーも好きなのですが、私
は特に100％ダークが好きです。苦い
と思いきやほとんど苦さはなく、カカオ
の香りが口いっぱいに広がります。

おうちにベルベタイザーがあるとその
日の気分に合わせてソルトキャラメル
やヘーゼルナッツなど、他の種類のホッ
トショコラもいつでも飲めます。何より
寒い日に温かいホットショコラは最高
です！！

Me and my 
VELVETISER
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Minako
ストアを飛び回る、スタッフの頼れる
センパイ。TVドラマを愛してやみません

大好きなソルトキャラメルをボタン一つで、
しかも自宅で作れてしまう・・・
初めてベルべタイザーを使ったときにと
ても感動したのを覚えています。

今までお店では、ソルトキャラメル一辺倒
だった私でしたがベルべタイザーを使って
みて、その日の気分やテーマに合わせて、
今日は何にしようかな、と考えるのも楽し
みのひとつとなりすっかりカスタマイズに
はまってしまいました。健康や美容を意識
して身体を整えたい！そんな休日には、ハ
イカカオのチョコレートフレークと豆乳を
あわせたり、今日は頑張った！！という日
の、寝る前のご褒美タイムには今でももち
ろん少し濃いめのソルトキャラメル。

ベルべタイザーの登場で、私のカカオライフ
が更に深まる予感です！

Satoko
三児の母でありながら、笑顔でバリバリ
仕事をこなすスーパーウーマン

日本ではお子さんに甘い物を控えるご
家庭も多いことでしょう。

母としては甘みの強いココアを子供たち
に飲ませることに抵抗がありましたが、
ベルベタイザーはフレーバーを選べるの
で、ダークのフレーバーには牛乳を、甘めの
フレーバーには豆乳を合わせて出すと、
ご褒美ドリンクとして子供達は大喜び。
牛乳アレルギーがあった子供には、豆乳や
ナッツミルクを合わせアレンジできるこ
とが我が家にはとてもフィットしました。

何よりお店の味が自宅で楽しめる事で、
おウチ時間の長くなった期間は、大人の
リラックスタイムをほっこりさせてくれる
必需品となりました。少しずつ様々な種類
をストックしておく事で、来客時にも選んで
いただけるので喜ばれます！

Mikitaka

何といってもとてもシンプルである
ことが魅力です。キッチンでも場所
を取らず、お手入れも操作も簡単。
機械が苦手な年配の方やお子様で
も簡単に作れると思います。

そして、驚いたのが約2分半という
速さと静かな操作音。 
出来上がりのベルベットの様に滑
らかな口当たり。 こんなにも簡単
に、美味しいホットショコラが自分
で作れるのは嬉しい‼ 

シナモンやショウガやリンゴ等を加
えてカスタムメイドをしたり、 肉や
魚、パンケーキなどにソースとしても
使用も出来そうです。

Fujiaki

ホットチョコレートを習慣的に飲む
国に生まれた妻は、古い手動のホ
イッパーからベルベタイザーに変
わって、あまりにも気軽に美味しい
ショコラドリンクが作れることに衝
撃を受けたみたい。

いい奥さん孝行ができたかも！

Hazuki

ベルべタイザーは、その佇まいの美
しさがまず魅力的‼キッチンに置
いて遠くから眺めるのも好きです。

使い方もとてもシンプル。

お店で飲んだ味を、おうちで楽しめ
るプチ贅沢時間を楽しんでいます。
洗うのが簡単なのも、すごく嬉しい
ポイントです。
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Hotel Chocolat メンバーシップクラブ　
VIP Me

2020年11月23日スタート！
ホテルショコラの日本上陸2周年を記念して、
メンバーシップクラブ VIP Meがスタート。

貯めたポイント数に応じた3つのステージで、
さまざまな特典をご用意。

Hotel ChocolatへのLOVEが増すにつれて
上位ステージへランクアップ。まずはメンバー登録で
初回特典をGetしてください。（年会費無料）
※VIP Meポイント適用は2020年11月23日より
　開始します。

詳細はこちら
https://hotelchocolat.co.jp/pages/point

Hotel Chocolat 
Membership Club 
VIP Me




