
「私たちはお客様喜ばせ業です」

2013 年に⾚坂で誕⽣したデリーモ

コンセプトは「ショコラティエの創るパティスリー」です

ヨーロッパではあたりまえのショコラも、

当時⽇本ではまだまだ⾼級品でした

こんな美味しい⾷べ物を私はみんなと共有したい

もっと気軽に本物のショコラを楽しんでほしい、と⼼から思い

デリーモを始めました

ショコラを通してお客様に感動をご提供する、

期待以上に喜んでいただく

「来てよかった、また来たい」「あの⼈にまた会いたい」

そんな気持ちになる場所をご提供する

それがデリーモの仕事であり、スタッフと共に⼤切に育ててきた

私の想いです

江⼝ 和明Chef Chocolatier / 
Patissier
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2,530ϓϦϯηε�Τϥ
PRINCESS ELLA　

Have courage and be kind.

͋Β � ͜Εເ͔͠Β�
ΧϘνϟେ͖͘ͳΔ͠ŊເͰͯݟΔΈ͍ͨ
ͳΜͯૉఢͳυϨεͳΜͰ͠ΐ͏  ͜ΕͰࢲ౿ձʹग़͔͚ΒΕΔΘ
Θ͔ͬͯΔຐ๏͕ଓ͘ͷ �� ·ͰΑͶ͍ٸ��Ͱ͔ߦͳͪ͘Ό

(ຊମՁ֨ 2,300)
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ϩθ�εύʔΫϦϯά
ύϑΣͷͨΊͷ
ΦϦδφϧϚϦΞʔδϡηοτ

ણࡉͰΩϝͷ͍͔ࡉ๐ͱŊϐʔνϕϦʔͷ߳Γ

ύϑΣʴϊϯΞϧίʔϧΧΫςϧηοτՁ֨ 3,080
(ຊମՁ֨ 2,800)

εϖγϟϦς

˞ը૾ϊϯΞϧίʔϧΧΫςϧηοτ
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γϣίϥιʔε���ϑΟϠϯςΟʔψ���ϒϧʔϕϦʔ���ϥζϕϦʔ���
γϟϯύϯδϡϨ���ϐελνΦΞΠε���γϣίϥΫϦʔϜ��
�ϥζϕϦʔΞΠε���γϣίϥύʔπ

ϥζϕϦʔϐελʔγϡ
Raspberry Pistache

ಛఆࡐݪྉɿཛɺখഴɺೕɺམՖੜ

ύϑΣ

1,375
	 ຊମՁ֨ 1,250


γϣίϥͱόχϥŊγϯϓϧͳ͕ΒγϣίϥͳຯΘ͍͕ΑΓཱͭࡍ
ϕϧΪʔͰఆ൪ͷ͜ͷΈ߹ΘͤΛύϑΣཱͯʹ
όφφͷ৯ײʹϏλʔνϣίϨʔτͱνϣίνοϓೖΓͷΫϦʔϜɻ
νϣίϨʔτύϑΣσϏϡʔʹͽͬͨΓͳύϑΣ

γϣίϥιʔε���ϑΟϠϯςΟʔψ���όφφ���γϣίϥΞΠε���γϣίϥΫϦʔϜ���
όχϥΞΠε���γϣίϥύʔπ

μϜϒϥϯγϡ
Dame Blanche

ಛఆࡐݪྉɿཛɺখഴɺೕɺ

1,309
	 ຊମՁ֨ 1,190
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ϘϩωʔθɹάϦϡΠΤʔϧνʔζιʔε 	 αϥμ 


ϘϩωʔθɹάϦϡΠΤʔϧνʔζιʔε

1,518

1,408

1,628

1,518

Bolognese

Peperoncino

Fruits Salad

Quiche Plate

( 本体価格 1,380)

	 ຊମՁ֨ 1,380


	 ຊମՁ֨ 1,280


	 ຊମՁ֨ 1,480


γΣϑ͓͢͢Ί
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ಛఆࡐݪྉɿཛɺখഴɺೕ
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濃厚ミルクを使⽤した⼼地よい酸味を活かした
カフェラテ

デリーモ東京カフェではインドネシアのバリ島で獲れる最⾼品質の JALAK 種の⾖を直接仕⼊れ、使⽤しています。標⾼ 1,380M
の⾼原で育ったマイルドでクリーンなコーヒーは酸味が特徴。デリーモのスイーツとも相性抜群です。スペシャリティコーヒー、
各種アレンジコーヒーでお楽しみください
全てのコーヒーはバリ島の BALI JALAK 種のスーパーグレード⾖を使⽤しています

Drinkお飲み物

スペシャリティコーヒー
Specialty Coffee

アイスコーヒー
Iced Coffee

カフェラテ
Caffé Latte

アイスカフェラテ
Ice Caffé Latte

DEL'IMMO TOKYO CAFE  こだわりのコーヒー

バリ島の最⾼品質の⾖だけをつかったコーヒー
は、マイルドなボディーと爽やかな酸味が特徴
のコーヒーです

DEL'IMMO オリジナルスペシャリティブレンド

濃厚ミルクを使⽤した⼼地よい酸味を活かした
カフェラテ

デリーモオリジナル、シーヨック農園の⼿摘み
ダージリン、フラワリーな⾹りとフルーティー
な味わいにショコラの⾹りが広がります

マンガラム農園の極上アッサムです。深いコクのある、
どっしりとした味わいで、ミルクティーに最適です 

⼿摘みされた最⾼品質の紅茶にイタリア産ベルガモット
オイルをブレンド
World Tea Expo にて、ブラックティー部⾨受賞

Organic Earl Gray

Assam Gold

Garden of Eden

Organic Summer Peach

コクのある紅茶をベースに華やかなマリーゴールドをプラス。
ほんのり⽢く、フルーティーな味わい、南国のお菓⼦と相性
抜群

マンゴーとパッションフルーツのフルーティな⾹り⾼い
アロマが特徴の爽やかなフレーバードティー

デリーモオリジナルのケーキ＆パフェの為の紅茶、
アプリコットと柑橘の⾹りをつけたすっきりとした
南インド産の紅茶ベースのフレーバードティーです

Organic French Lemon Ginger

カフェインフリー、有機レモングラスや⽣姜を含むスパイシー
なルイボス⼊りハーブティー、すっきりとした爽やかさの中に
隠し味のジンジャーを効かせました

Organic Chocolat Darjeeling Apricot Citras

Passion Fruit Jasmine

⽢く爽やかなパッションフルーツとジャスミンの⾹りの
ハーモニー。エキゾチックで華やかな⾹りのお茶です。
World Tea Expo にてベストフレーバーブラックティー賞
受賞

オーガニックアールグレイ

アッサムゴールド

オーガニックサマーピーチ

オーガニックショコラダージリン

パッションフルーツジャスミン

ガーデンオブエデン

アプリコットシトラス

オーガニック
フレンチレモンジンジャー

Coffee

Tea

792

990

792

792 792

792

( 本体価格 530) ( 本体価格 650)

( 本体価格 530)

( 本体価格 900)

( 本体価格 720)

( 本体価格 720)

( 本体価格 720)

( 本体価格 900)

( 本体価格 720)

( 本体価格 720)

( 本体価格 720)

( 本体価格 650)

990

792

715

715

638

638

ホットまたはアイスをお選びいただけます。紅茶はポットで提供いたします。

オリジナル
ブレンド

オリジナル
ブレンド

オリジナル
ブレンド

オリジナル
ブレンド

オリジナル
ブレンド

オリジナル
ブレンド

´

※スイーツ・フードと合わせてドリンクをご注⽂いただくと \200( 税込 )OFF ※アルコールを除きます

特定原材料：乳

特定原材料：乳
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792 792

682

ϗοτγϣίϥ�τϯΧ

Red Wine

White Wine

Ϙτϧ 330ml

350ml

Alcohol

Hot Chocolate Chai Hot Chocolate Tonka

ϗοτγϣίϥ�νϟΠ

Orange Juice

Heartland Beer

	 ຊମՁ֨ 720
 	 ຊମՁ֨ 720


	 ຊମՁ֨ 720


	 ຊମՁ֨ 620


	 ຊମՁ֨ 800


	 ຊମՁ֨ 2,364


792

880

2,600

͓ҿΈ

Chocolate

Juice

ΦϨϯδδϡʔε

ϋʔτϥϯυϏʔϧ

ϫΠϯ���̡ γϟτʔϞϯςϡεϧʔδϡʳ

നϫΠϯ���̡ γϟϒϦϨθϧϒɾϰΥʔυϯʳ

ΦϦδφϧͷΫʔϰΣϧνϡʔϧʮϐϡΞϊϫʔϧ ���ʯͱʮϐϡΞϥΫς ��ˋʯͰ࡞ΔೱްͰ߳Γͷ͋Δ
ϗοτγϣίϥ
২༉ࢷෆ༻ͷγϣίϥʹޱΔ༉ͷຯҰͳ͘ɺޱͲ͚ͷྑ͞ͱڞʹ߳Γͷ༨ӆ͕͘ଓ͘ͷ͕
େͷಛͰ͢࠷

άϥε

ΧϥϑΣ

350ml

	 ຊମՁ֨ 800


	 ຊମՁ֨ 2,364


880

2,600

άϥε

ΧϥϑΣ

ಛఆࡐݪྉɿೕ ಛఆࡐݪྉɿೕ
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