
「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



季節のミルフィーユ
イチゴ              
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
温かいソースと冷たいアイスのコントラストと⼀緒にお楽しみください

1,680
( 本体価格 1,528)

Spécialités
スペシャリテ

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

＜デリーモ東京カフェ限定＞

ミルフィーユイチゴに使⽤する茨城県オリジナル品種
「いばらキッス」は開発に 8 年という⻑い歳⽉をかけ、
⾊や形、おいしさなどを判定し交配のもと誕⽣しました。

糖度が⾼く酸味とのバランスもとれ、ミルフィーユの
優しいクリームの⽢さをさらに引き⽴て、適度な⾷感の
固さがありミルフィーユのためのイチゴと⾔っても過⾔
ではありません。

※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



3,960イチゴガリ
ICHIGOGARI

⾃分勝⼿にたっぷりのイチゴを独り占めしたい
パフェの中でいちご狩りを楽しんじゃう
たっぷりのイチゴにサクサクのパイ⽣地
主役のイチゴは「いばらキッス」
ルビークリームとイチゴシャンパンジュレの味わいに
特別なイチゴソースで仕上げ

セットドリンク
特製イチゴシロップにライムとローズマリーの⾹り
お花畑にいるようなちょっぴり微炭酸のオリジナルノンアルコールカクテル

ドリンク付
( 本体価格 3,600)

＜デリーモ東京カフェ限定＞

Spécialités
スペシャリテ

※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



メランジュフリュイ
ラブソディー

⾃由奔放な愛をテーマに「あまおう」と 41％のオリ
ジナルクーヴェルチュールを使った
ショコラベリーパフェ
濃厚なチョコレートにほんのりラベンダーの⾹り
別添えのショコラソースをかけてとろける様な幸せ
な時間をお楽しみください

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

2,530

2,530

メランジュフリュイ
ピスタチオホリック

Lovesody

Pistachioholic
( 本体価格 2,300)

( 本体価格 2,300)

Seasonal Parfait
季節のパフェ

特定原材料：卵、⼩⻨、乳、落花⽣

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

※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



ダムブランシュ

ダムブランシュ

ラズベリーピスターシュ

ラズベリーピスターシュ

ロイヤルフルーティー

ロイヤルフルーティー

1,309

1,518

1,375

Royal Fruity

Dame Blanche

Raspberry Pistache

ショコラとバニラ、シンプルながらもショコラな味わいがより際⽴つ
ベルギーでは定番のこの組み合わせをパフェ仕⽴てに
バナナの⾷感にビターチョコレートとチョコチップ⼊りのクリーム。
チョコレートパフェデビューにはぴったりなパフェ

酸味の強いラズベリーとチョコレートの相性は抜群。そこにシャンパンのジュレとピスタチオの
アイスを合わせたのがデリーモ流
フルーツの酸味とピスタチオのコク、ジュレが全体をまろやかにまとめ上げるリッチな味わい

⼤好きロイヤルミルクティーとショコラのマリアージュパフェ
クリームやアイスは本格的なロイヤルミルクティーの味わい。
様々なフルーツやジュレ、レモンのアイス後がけのアールグレイホットショコラソースを好みの
タイミングでかけてお召上がりください

( 本体価格 1,380)

( 本体価格 1,190)

( 本体価格 1,250)

Signature Parfaitパフェ

特定原材料：卵、⼩⻨、乳、落花⽣

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

特定原材料：卵、⼩⻨、乳、落花⽣

※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



Foodお⾷事

厚切りベーコンと冬野菜のペペロンチーノ ( サラダ付 )

ノルウェー産スモークサーモンと
⼗穀⽶のフルーツサラダ

ノルウェー産スモークサーモンと
⼗穀⽶のフルーツサラダ

サーモンとほうれん草のキッシュプレート

ハッシュドビーフ ( サラダ付 )

サーモンとほうれん草のキッシュプレート

厳選した季節野菜たっぷりのペペロンチーノ。厚切りベーコンの旨味を乗せました。仕上げのフレッシュ柚⼦の⾹りが
⾷欲をそそります。この時期だけの味わいをぜひ

たっぷり野菜にリコッタチーズ、五穀⽶にフルーツ。酸味の爽やかなゆずドレッシングでどうぞ

アルザス地⽅の伝統的なキッシュをサーモンとほうれん草、しめじをたっぷり乗せて焼き上げ、カポナータ、アボカド
ディップを添えディッシュプレートに仕上げました。アツアツで中はトロっとキッシュをお楽しみください

濃厚⾚ワインと⽟ねぎ、和⽜脂でコクと旨味を出した伝統のハッシュドビーフとバターライス 
仕上げにかけるカカオニブパウダーが味の締まりのポイントです

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

1,408

1,628

1,518

1,760

Bolognese

Peperoncino

Fruits Salad

Quiche Plate

Hashed Beef

( 本体価格 1,380)

( 本体価格 1,380)

( 本体価格 1,600)

( 本体価格 1,280)

( 本体価格 1,480)

シェフおすすめ

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：⼩⻨、乳

特定原材料：卵、⼩⻨、乳

※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

( ライ⻨パン付 )



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



タイムピンクグレープスプモーニ

792

792

682

682

Mocktail = モクテル：「mock（モック）」と「cocktail（カクテル）」を組み合わせた造語。ノンアルコールカクテルの新しい名前です。

ホットショコラ トンカ

Red Wine

White Wine

ボトル 330ml

350ml

グレープフルーツジュース

Alcohol

Hot Chocolate Chai

Hot Chocolate Tonka

ホットショコラ チャイ

Thyme Pink Grapefruit Spumoni

Singapore Orange Fizz

Citrus Cardamon Fizz

Orange Juice

Grapefruit Juice

Heartland Beer

Craft Beer

Juice

N o n - A l c o h o l  D r i n k

770
( 本体価格 700)

( 本体価格 720)

( 本体価格 720)

( 本体価格 700)

( 本体価格 700)

( 本体価格 720)

( 本体価格 620)

( 本体価格 620)

( 本体価格 800)

( 本体価格 2,364)

770

792

( 本体価格 900)
990

880

2,600

770

Drinkお飲み物

Chocolate

シトラスカルダモンフィズ

シンガポールオレンジフィズ

オレンジジュース

ハートランドビール

クラフトビール

⾚ワイン【シャトーモンテュスルージュ】

⽩ワイン【シャブリレゼルブ・ヴォードン】

オリジナルのクーヴェルチュール「ピュアノワール
67%」と「ピュアラクテ 41％」で作る濃厚で⾹りの
あるホットショコラ
植物油脂不使⽤のショコラは⼝に残る油分の雑味は⼀
切なく、⼝どけの良さと共に⾹りの余韻が⻑く続くの
が最⼤の特徴です

グラス

カラフェ

350ml
( 本体価格 800)

( 本体価格 2,364)

880

2,600

グラス

カラフェ

特定原材料：乳

特定原材料：乳

アウグスビール ボトル 330ml

ローズマリー、オレンジ、ソーダ

タイム、ピンクグレープフルーツ、ソーダ

カルダモン、レモン、ソーダ

※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


