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世界各国のカカオと日本の再探究により出会った
地域の食材をマリアージュ。
カジュアルなハンドメイドチョコレートとして、また、
セオリーにとらわれない独自製法により生み出さ
れる新食感のQUONテリーヌチョコレートは、ブラ
ンドコンセプトを表現する代名詞的存在です。

内容：6枚入り
価格：1,491円（税込）～

QUONテリーヌ
スペシャルアソート

内容：12 枚入り
価格：2,981円（税込）～

QUONテリーヌ
スペシャルアソート

内容：6枚入り
価格：1,491円（税込）～

QUONテリーヌ
ギフトボックス

※イベントや季節に合わせて箱の柄やカードが変わります。

QUON terrine chocolate

QUON terrine g i ft



QUON terrine Lineup

Standard Kyoto Discovery Japan

上質なカカオをベースに、ドライフル
ーツやナッツを詰め込んだ個性溢れる
美味しさです。

日本の古都、京都の素材を
使った京テリーヌ。

季節・地域限定テリーヌと、日本全国の食材を使った
ディスカバリー・ジャパンシリーズ。

京の道明寺 あられ道明寺

サクサクに焼 いた道
明 寺でクリスピー 食
感に仕上げました。

道明寺に香ばしいぶ
ぶあられを加え、さら
にサクサクに。



厳選したオリジナルチョコレートにドライフルーツやナッツをトッピ
ングした「プレミアムテリーヌ」。
ティータイムがとっておきの時間になる、特別な一枚です。

・スイート・ミルク
・ホワイト・リッチベリー

プレミアムテリーヌ
オリジナル T E A
セレクション

内容：各 4枚入り
価格：1,642 円（税込）

QUONテリーヌのおいしさをそのままタルトに！人気のフレーバーをタルト生地にのせたテリーヌ
タルトは、バターの香りとともにチョコレートをしっかり味わえる一品です。

内容：各 1個
価格：378 円（税込）

内容：3個入り
価格：1,394 円（税込）

テリーヌタルトギフト

テリーヌタルト

Premium terrine

TERRINE Tart

・抹茶・ほうじ茶
・京番茶・紅茶

プレミアムテリーヌ
POP セレクション

・ベリー・ほうじ茶・ミルク
・ベリー・ほうじ茶・ミルク
・京番茶・抹茶・ホワイト
・柿・アップルティ



カカオ、お茶、柑橘類。QUONオリジナルの個性ある
ボンボンショコラをセットにしました。　

・アメール72％・ノアール59％
・ミルク32 . 5％

・京番茶・ほうじ茶・抹茶

・いよかん・レモン・ゆず

内容：９個入り
価格：3,240 円（税込）

内容：各３個入り
価格：1,059 円（税込）

・アメール72％・ノアール59％
・ミルク32 . 5％
・京番茶・ほうじ茶・抹茶
・いよかん・レモン・ゆず

QUON  BonBon chocolate

ボンボンショコラ

ボンボンショコラ
カカオミックス

ボンボンショコラ
シトラスミックス

ボンボンショコラ
ティーミックス



苺・トマト・パイン・マンゴー・りんご・メロン・キウイ。７種のドライ
フルーツに、ミルク、ノアール、ホワイトの３種類のチョコレートを
ひとつひとつ丁寧にディップしました。
ギュギュッと詰まったフルーツの美味しさをピュアチョコレートが
引き立てます。

内容：１枚入り 30g
価格：486 円（税込）

サクサクのフィアンティーヌを
QUONオリジナルチョコレート
でまとめました。カラフルなフ
レイバーとクリスピー食感が
新感覚のチョコレートです。

QUONフルーツ
ジュエリーボックス

内容：アソート15粒入り
価格：1,275 円（税込）

内容：キウイ…35g 入り
 　　  トマト／メロン／ストロベリー／メロン…各30g入り

アップル…４粒入り
マンゴー／ パイナップル…各 5粒入り

価格：411 円（税込）

・ノアール
・ミルク
・ホワイト
・抹茶

・ほうじ茶
・イチゴ
・ゆず

内容：各１枚入り（45g）
価格：702 円（税込）

ピュアチョコレートの美味
しさがシンプルに味わえる
タブレット型チョコレート
です。

FIAN FIAN

QUON Fru its Tablet

ノアール　　　　    ミルク　　       　　ホワイト                    抹茶　　　  　　ほうじ茶　　  　　ゆず　　　　

QUONフルーツミニパック

・ノアール・ミルク・ホワイト
・抹茶・ほうじ茶・ゆず



rosshe-noir

rosshe-matcha

rosshe-richberry
rosshe-white

rosshe-kaki

rosshe-apple tea

rosshe-yuzu

rosshe-

houjicha&houjicha

rosshe-milk&white

rosshe-

houjichaxberry

rosshe-kinako

rosshe-milk&berry

rosshe-white

rosshe-berry

いろいろな食材やフレーバーを組み合わせた
QUONロッシェ。
凸凹が個性的なひとくちチョコレートです。

・ノアール・ゆず・きなこ・アップルティ
・柿・ホワイト・リッチベリー・抹茶・ベリー
・ほうじ茶＆ベリー・ミルク＆べリー
・ほうじ茶＆ほうじ茶・ミルク＆ホワイト

内容：100g
価格：951 円（税込）

内容：1g
価格：9.51円（税込）

内容：１個
価格：クオンシェ / 303円（税込）

クオンシェディップ / 324 円（税込）
クオンシェデコレーション / 411 円（税込）

QUONcier

QUON Roche

北海道産の乳を使用した醗酵バターをたっ
ぷり練り込み、昔ながらのレシピで丁寧に
焼き上げたQUO Nオリジナル「クオンシ
ェ」。バターの風味とリッチなピュアチョコ
レートのハーモニーが際立つ、ハンドメイ
ドの焼き菓子です。

クオンシェ／バッグ
クオンシェ／ボックス

QUONロッシェ/量り売り

QUONロッシェ



京都の家庭で古くから親しまれている京
番茶。お茶の味わいを引き出すため、生ク
リームは使用せず豆乳で仕上げました。ミ
ルクチョコレートとホワイトチョコレートを
独自ブレンドしたチョコレートで仕上げた
こだわりの逸品です。宇治の老舗茶舗の
京番茶を使用。

京番茶の生チョコレート
「QUON」

内容：16個入り
価格：1,944円（税込）

・スイート・ミルク・イチゴ
・抹茶・ほうじ茶・京番茶

内容：50g入り１個
            （抹茶のみ 40g）
価格：735円（税込）

京都老舗あられ店「菓匠 宗禅」の卓越した
技術で焼き上げるこだわりおかきを、QUON
オリジナルチョコレートでコーティング。お米
の香ばしさとサクサク食感、ピュアチョコレー
トの贅沢な三重奏をお楽しみください。

人気のQUON缶シリーズ。持ち運び便利
なカラフル缶を外出のお供にどうぞ！

ビターテイストのキャビアの
ような粒チョコレート。

昔懐かしいストーンチョコレート
をQ U O Nオリジナルのチョコレ
ートで再現しました。

ヨーロッパの祝い菓子の一つ。
アーモンドを色鮮やかな砂糖
でコーティングしています。

QUONキャビア ノアール

QUONキャビア ミルク QUONストーンチョコ

QUONマーブルチョコ

QUONドラジェ

ミルクテイストの粒チョコレー
ト。パフを包むことで軽い食感
に仕上げています。

色鮮やかなマーブルチョコレート。

内容：各 50g
（キャビア／ノアール・ミルクのみ40g)

価格：864 円（税込）

QUON Okaki

QUON  Can

Kyobancha chocolate -QUON-  



丁寧に糖上げしたフランス産のオラ
ンジェに、コロンビア産のチョコレート
をかけたオランジェット。
ビターなチョコレートとオレンジとの
融和をお楽しみください。

内容：２枚
価格：303 円（税込）

アーモンドをQUONオリジナル
チョコレートでコーティング。

内容：95g 入り
価格：1,167 円（税込）

ストロベリー
パッション

和三盆

ヘーゼルナッツをQUONオリ
ジナルチョコレートでコーティ
ング。

ストロベリー パッション和三盆

内容：70g
価格：735 円（税込）

QUON Almond

QUON Hazelnuts

QUON orangette



世界のカカオとQUONオリジナルチョコレートをベースに日本各地で再探求した食材
のパウダーを合わせた特製のクーベルチュール「ディスカバリー」。今までのスイーツ
では使用されなかった食材をチョコレートと合わせ、QUONのコンセプト「Discovery」
を表現した、全ての商品の基本となる唯一無二のチョコレートです。

01 QUON コロンビア54
02 QUON コロンビア61
03 QUON シンガポール40
04 QUON ヘリコニア
05 QUON ベトナム56
06 QUON ベトナム60
07 QUON マレーシア62
08 QUON マレーシア57
09 QUON ほうじ茶
10 QUON 玄米
11 QUON イチゴ
13 QUON カカレアレモン
14 QUON ホワイト
15 QUON 宇治抹茶
16 QUON 京番茶
17 QUON ゆず

18 QUON 鹿児島抹茶
19 QUON 知覧茶
20 QUON べにふうき緑
21 QUON べにふうき紅茶
22 QUON 小みかん茶
23 QUON 安納芋
24 QUON 紫芋
25 QUON 村上茶ホワイト
27 QUON 村上茶ノアール
28 QUON 鹿児島玄米茶オーガニック
29 QUON 鹿児島抹茶コロンビア61
30 QUON 鹿児島玄米茶
　　　　　-オーガニックコロンビア61
31 QUON 屋久島紅茶
32 QUON 鹿児島杜仲茶 内容：各 85g

価格：735 円（税込）～
内容：各 60g

価格：735 円（税込）

ガーナ 66％
コロンビア 70％
インドネシア 61％
サントメ 66％

QUONチョコレートのハイカカオシリーズ。
『一つの地域・一つの品種』から選別された
貴重なカカオ豆を使用しています。
※通常のチョコレートは、地域が同一でも
様々な品種のカカオ豆が混在され製造さ
れています。

Discovery

Single Origin



サクサクした軽い食感のカジュアルさとリッチな
ミルクチョコレートの味わいを合わせた、QUON
の隠れた人気商品。
ストロベリーはQUONオリジナルチョコレートを
使用しています。

内容：6本入り
価格：ミルク／ 580 円（+tax）

　　　ストロベリー／ 630 円（+tax）

内容：100g
価格：735 円（税込）

ストロベリーブロック
パッションブロック

ベトナム56％のビターチョコレートと、フリーズ
ドライフルーツをマリアージュ。大人のための品
ある逸品です。

QUON B lock QUON GIFT

Waffle Crunch

チョコレート専門店の特別なギフトを、

大切なあのひとへ。

QUONチョコレートでは、ご予算・用途に合わせて
様々なパッケージをご用意しています。大人気のテ
リーヌをはじめ、ハンドメイドのピュアチョコレート
ギフトを限定缶やオリジナルボックスにお詰めいた
します。各種カードや熨斗もご用意しております。



みんな凸凹違っていい

みんな凸凹あっていい

カラフルチョコレートhttp://quon-choco.com


