
「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



Spécialités
スペシャリテ

2,180
( 本体価格 1,982)

ミルフィーユのためのオリジナルマリアージュセット

ミルフィーユ
   ＋ オーガニックサマーピーチ

（ミルフィーユ＋紅茶 POT）

※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

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で相性抜群

季節のミルフィーユ  シャインマスカット              
1,880

( 本体価格 1,709)

特定原材料：卵、乳、⼩⻨

＜⼤丸限定＞

Mille-feuille

店内で焼き上げたランヴェルセタイプのパイ⽣地と
バニラ⾹るクリーム仕⽴て

マスカットソースと
冷たいアイスのコントラストと⼀緒に
おたのしみください

シャインマスカットシャインマスカット

ミルフィーユ専⽤ミルフィーユ専⽤
パイ⽣地パイ⽣地

濃厚カスタードクリーム

ミルフィーユ専⽤
パイ⽣地

濃厚カスタードクリーム シャインマスカットソース

渦巻き渦巻き
バニラアイスバニラアイス
渦巻き
バニラアイス

⾦箔⾦箔 シャインマスカット⾦箔



2,750
( 本体価格 2,500)

3,190
( 本体価格 2,900)

SHINE MUSCAT 

パフェのためのオリジナルマリアージュセット

SHINE MUSCAT 
   ＋ ルジャルダンブルー

（パフェ＋紅茶 POT）

シャインマスカット

※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

セイロン茶をベースに森苺とルバーブの⾹り

Spécialités
スペシャリテ

次は君の出番だね
⼤粒でツヤのあるシャインマスカット
⼀粒だけ異彩を放つ⿊ブドウと合わせたのはフロマージュクリーム
洋ナシの⽢みと柚⼦の酸味を進めばそこはシャンパンの泉
別添えのショコラソースにカットライムで景⾊が変わる
今君に勝てるとは思わない
次は僕の出番だ
by マルゲリット・マリーラ

特定原材料：乳、⼩⻨、卵

＜パフェ構成＞
ショコラパーツ ／ クリスタルジュレ ／⿊ブドウ ／ グロゼイユ ／ シャンティーフロマージュ ／ ミント ／ 洋梨アイス ／ 
シャインマスカット ／ ゆずアイス ／ クランブル ／ パールショコラブラン ／ シャインマスカット ／ シャンパンジュレ ／ 
マスカットクランチ ／ マスカットコンフィ ／ 別添え ショコラソース ・カットライム



ピスタチオホリック

ピスタチオホリック

Pistachioholic

ピスタチオ好きなあなたの為のパフェ
ピエモンテ産のピスタチオ vs シシリー産ピスタチオ
クリーム、ロースト、アイスあらゆる温度帯のピスタチオと
ショコラの組み合わせ。酸味にアプリコットと
グレープフルーツを合わせました

本物のピスタチオを体感せよ

特定原材料：卵、⼩⻨、乳、落花⽣

ピスタチオソース／ピスタチオクランチ／紅茶ジュレ／アプリコットコンフィ／グレープフルーツ／セミドライアプリコット／
パールクラッカン／ディアマンピスターシュ／ピスタチオチュイル／ピスタチオ／ピスタチオマッセ／ピスタチオクリーム／
ピスタチオアイス／ピスタチオショコラアイス／ピスタチオショコラパーツ／別添えショコラソース
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Foodお⾷事

季節野菜のペペロンチーノ (サラダ付 )

季節野菜のペペロンチーノ

タンドリーチキンのコブサラダ (フォカッチャ付 )

海⽼カレー ~ エビバターライス ~

海⽼カレー~エビバターライス ~ ( サラダ付 )

タンドリーチキンのコブサラダ

サルシッチャとズッキーニ、パプリカ、⼩松菜、トマトの季節野菜たっぷりのペペロンチーノ

⾃家製タンドリーチキンにたっぷり野菜、アボカド、卵、パクチーを乗せたコブサラダ
特製ドレッシングをかけてお召し上がりください
パクチー抜きも可能です

⾚海⽼の旨味たっぷり詰まったマサラカレー
⾟味オイルでお好みの⾟さに仕上げてお召し上がりください

⾚ワインでじっくり煮込んだボロネーゼソースにアーモンド、ゴマの⾷感を⼊れました。 濃厚なミルクの⽢みとコクが
あるクリーミーなグリュイエールチーズに⽩トリュフの⾹りを合わせたソースを上からかけてお楽しみください

ボロネーゼ グリュイエールチーズソース (サラダ付 )

ボロネーゼ グリュイエールチーズソース

1,518

1,320

1,430

1,540

Bolognese

Peperoncino

Cobb Salad

Shrimp Curry

( 本体価格 1,380)

( 本体価格 1,400)

( 本体価格 1,200)

( 本体価格 1,300)

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

特定原材料：卵、⼩⻨、乳、えび

シェフおすすめ

※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

＜デリーモ東京カフェ限定＞

※写真はイメージです。



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
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άϥε

ΧϥϑΣ

350ml

	 ຊମՁ֨ 800


	 ຊମՁ֨ 2,364


880

2,600

άϥε

ΧϥϑΣ
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