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スイスに本社を置くグローバルチョコレートメーカーであるバリーカレボー社の日本法人、バリーカレボージャパン株式

会社（本社：群馬県・高崎、代表取締役社長 パスカル・ムルメステール）は、ダーク、ミルク、ホワイトに次ぐ、第 4のカテ

ゴリーのチョコレートとして開発したルビーチョコレート「カレボー®ルビーチョコレート RB1（アールビーワン）」（業務用）

を 2018年 10月 3日(水)より販売しています。 

そしてこのたび、バレンタインシーズン本格化を前に、同商品を使用した消費者向けバレンタイン新商品を、ユーハイム、

エーデルワイス（ヴィタメール、アンテノール）、空也のほか、各ラグジュアリーホテル等が 1月から順次、発売を開始し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルビーチョコレートは、ダーク、ミルク、ホワイトと 3種類あるチョコレートの世界において、バリーカレボー社が 10年以上

の歳月を経て開発に成功した、全く新しいカテゴリーの第 4のチョコレートです。 

2017年 9月に上海で発表して以降、大きな話題となりましたが、2018年 6月には同社のベルギー産プレミアムチョコレ

ートブランドであるカレボー®より、プロフェッショナル向けに新しく開発されたルビーチョコレート「RB1」の初上陸が発表

されました。2018年 10月 3日（水）より本格販売が開始されて以降、大きな反響を呼び、1月 22日（火）から開催される

国内最大級のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ 2019」でも注目されるなど、今最も話題のチョコレートです。 

 

株式会社ユーハイム、ローゼンハイムといった大手流通・メーカー、ANA インターコンチネンタルホテル東京、 

第一ホテル東京、ウェスティンホテル東京などのラグジュアリーホテルに、洋菓子マウンテン、空也といった有名店 

などが、「カレボー®ルビーチョコレート RB1」を使用した新商品を 1月より順次発売します。 

今年のバレンタインは、ぜひ、ルビーチョコレートにご注目ください。 

ルビーチョコレートを使用したバレンタイン商品の数々を「カレボー®ブランドサイト」よりご覧いただけます。 

ＵＲＬ：https://www.callebaut.com/ja-JP/ruby-shop/ 

 

 

 

 

 

国内最大級のチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ 2019」でも注目のルビーチョコレート 

ＲＢ１を使用したバレンタイン向け新商品が 1月より順次発売開始！ 
～ユーハイム、エーデルワイス、空也のほか各ラグジュアリーホテルなどでも展開が決定～ 

今話題の「ルビーチョコレート」 RUBY meets Valentine's Day  

 

≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫ 

バリーカレボージャパン PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ.内） 

TEL：03-6894-3200(楠携帯：070-3115-6616) FAX：03-5413-3050 E-mail：barry_callebaut@ssu.co.jp 

担当：楠(くす)、蛭川 

 

https://www.callebaut.com/ja-JP/ruby-shop/
mailto:barry_callebaut@ssu.co.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名： ショーコラ・フランボワーズ 

発売日： 発売中 

販売店舗： バニラビーンズ各店舗（みなとみらい本店・オンラインショップ) 

         ※オンラインショップはセット販売のみ 

価格： ショーコラ 350 円（税込 378 円） 

商品説明： バニラビーンズのロングセラー商品「ショーコラ」に新作フレーバーが 

登場しました。親しみやすさやバランスを重視した、ルビーチョコの 

甘酸っぱさをを引き立てるフランボワーズの爽やかな味わいと 

ショーコラ独自の、さくさくとしたココアクッキーのほろ苦さが大人な後味

へと変化させます。 

 

商品名： タブレットショコラ・ルビー 

発売日： 発売中 

販売店舗： バニラビーンズ各店舗（みなとみらい本店・川崎店・オンラインショップ) 

         ※オンラインショップはセット販売のみ 

価格： 700 円（税込 756 円） 

商品説明： ルビーチョコにワインパウダーとパチパチキャンディーを加え、シャンパ

ンを彷彿とさせるようなエンターテイメント系のタブレットショコラです。表

面には金粉をあしらい、見た目も華やかに仕上げました。ルビーの自然

な酸味が楽しめます。 

 

商品名： ルビー・カレ・ド・ヴィタメール（ヴィタメール） 

発売日： 2019 年 1 月 10 日(木) 

販売店舗： ヴィタメール全店 

価格： 1,728 円（税込） 15 枚入（ルビー8 枚・レイ 7 枚） 

  1,080 円（税込） 8 枚入（ルビー4 枚・レイ 4 枚） 

商品説明： ルビーチョコレートの特徴である、フルーティーな香りや酸味をシンプ

ルに味わっていただけるようにカレタイプでご用意いたしました。カカ

オの香り豊かなレイ（ミルク）とともに味や香りの違いをお楽しみくださ

い。ルビーチョコレートをイメージしたピンクの限定パッケージです。 

商品名： ルビーショコラ（アンテノール） 

発売日： 2019 年 1 月 11 日（金） 〜 3 月 31 日（日） 

販売店舗： アトレ恵比寿・新宿京王・東京大丸・横浜そごう 

二子玉川東急フードショー・池袋西武 

阪神梅田・あべのハルカス・神戸そごう 

価格： 864 円（税込) 

商品説明： 「ルビーチョコレート」のフルーティーさを最大限に引き出すために 

選んだ素材は、レモンよりさらに香りが際立つライムとベリー。 

ライムの酸味をきかせたホワイトチョコレートムースと、甘酸っぱい苺

とフランボワーズの華やかな味わいが、ルビーチョコレートの香りと

味わいを豊かに表現します。紅茶やコーヒーはもちろん、シャンパン

に合わせていただくのもおすすめです。 

＜エーデルワイス＞ 

＜チョコレートデザイン＞ 

＜空也＞ 

商品名： つきルビーチョコレート 

発売日： 2019 年 1 月 15 日（火） 

販売店舗： ぎんざ空也空いろ全店舗 

価格： 300 円 （税込 324 円）/1 個 

商品説明： ぎんざ空也の伝統を生かし、丁寧に炊き上げた白いんげん餡とルビ

ーチョコレートをお互いの風味が溶け合うように練り上げたルビーチ

ョコレート餡を柔らかいホロホロ食感のバタークッキーで挟んだクッ

キーサンドです。白いんげんの優しい甘さと、ルビーチョコレートの酸

味が口の中で和とも洋とも表現し難い、絶妙なマリアージュとなって

います。 

 

 

商品名： ほし  ベリー＆チョコレート スプーンクッキーセット 

発売日： 2019 年 1 月 15 日（火） 

販売店舗： ぎんざ空也空いろ全店舗 

価格： 1,312 円 （税込 1,418 円）/1 瓶・スプーンクッキー1 袋 

商品説明： ぎんざ空也空いろ人気のあんこの瓶詰シリーズ「ほし」からこの時期

だけの限定アイテムとして「ほしベリー＆ルビーチョコレート」が登

場。丁寧に練り上げた白いんげん餡に、ベリーとルビーチョコレート

を加え、滑らかに練り上げました。ルビーチョコレートの華やかな酸

味と、ベリーの果肉感を白いんげんの優しい甘さが包んでいます。

スプーン型に焼き上げたシナモンとジンジャーの香りのクッキーです

くってお召し上がりください。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

商品名： チョコレートヒストリー 

発売日： 発売中 

販売店舗： 全国の有名量販店 

価格： 1,800 円 （税込 1,944 円） 

商品説明： スウィートチョコレート、ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、そし

てルビーチョコレートのタブレットを詰め合わせました。スウィートチョ

コレートにカカオニブ、ミルクチョコレートにアーモンド、ホワイトチョコ

レートにストロベリー、そしてルビーチョコレートにはラズベリーをトッ

ピングしました。それぞれのハーモニーとチョコレートの歴史をご堪

能ください。 

商品名： ルビーミルフィーユ 

発売日： 2019 年１月中旬 

販売店舗： 全国の有名量販店 

価格： 1,000 円 （税込 1,080 円） 

商品説明： 幾層にも折りあげたパイ生地をラズベリーとストロベリーのクリームで

サンドして、ルビーチョコレートでコーティングしました。香ばしいパイ

の食感とルビーチョコレートの独特の風味がもたらすマリアージュを

お楽しみください。 

＜ローゼンハイム＞ 

商品名： ルビーロサ 

発売日： 2019 年 1 月 1 月中旬頃 

販売店舗： CACAO SAMPAKA 丸の内本店 

CACAO SAMPAKA 西武渋谷店 

CACAO SAMPAKA 大阪梅田店  他 

価格： 1,500 円 （税込 1,620 円） 

商品説明： ローズ風味のダークガナッシュを、ベリーのようなフルーティーな酸味

のルビーチョコレートでコーティングしました。 

上品な薔薇の香りがお口の中で優雅に広がります。 

 

 

 

商品名： クラブハリエ ルビーアソート 

発売日： 2019 年 1 月中旬 百貨店催事場の会場による 

販売店舗： 各百貨店 バレンタイン催事場 

価格： 4,000 円 （税込 4,320 円） 

商品説明： クラブハリエが表現するルビーチョコレートのアソート。 

まずはタブレットから、そしてボンボンショコラへ、最後にパウンドケー

キにつながる３つのステップで、ルビーチョコレートが持つ本来の味

わいからそのアレンジまで奥深い味わいをお楽しみください。 

＜クラブハリエ＞ ＜CACAO SAMPAKA＞ 

商品名： リーベスラインゴールド 

発売日： 2019 年 1 月中旬 

販売店舗： 各百貨店 バレンタイン催事場 

価格： 6 個入 800 円 （税込 864 円） 

8 個入（ポーチ付き）1,500 円 （税込 1,620 円） 

※画像は 8 個入（ポーチ付き）です。 

商品説明： ユーハイムの秋冬の定番、ビスケットの詰め合わせ「ラインゴールド」

を、よりカジュアルに。 

クラッシュアーモンド入りのビスケットは、ひとくちサイズのハート型。

ルビーチョコレートで包む事で、鮮やかなピンク色と、華やかな甘酸っ

ぱさをプラスし、見た目も味わいも可愛らしく仕上げています。 

パッケージに描かれているのは陶芸家 リサ・ラーソンが手掛ける猫

の「マイキー」。ピンク色のハートを口に咥えた「マイキー」のイラスト

は、このアイテムの為だけのオリジナルです。 

 

 

 

＜ユーハイム＞ 
 



 

 

  

商品名： ツイストルビー 

発売日： 2019 年 1 月 16 日（水） 

販売店舗： デルレイ銀座ショコラトリー/デルレイオンラインショップ 

価格： 2,000 円 （税込 2,160 円）  

商品説明： ルビーチョコレートをシンプルなタブレットにしました。 

一辺ずつ折って食べていくのも楽しい 1 枚です。 

商品名： ルビーコレクション 9 個入 

発売日： 2019 年 1 月 16 日（水） 

販売店舗： デルレイ銀座ショコラトリー/デルレイオンラインショップ 

価格： 4,500 円 （税込 4,860 円）  

商品説明： ルビーチョコレートを使ったボンボンショコラ 3 種類のアソートです。 

＜デルレイ＞ 

商品名： メサージュ・ド・ローズ コラージュ・デコ・ルビー 

発売日： 2019 年 1 月 15 日(火)より順次 

販売店舗： オンライン、常設店 4 店舗、他百貨店催事売場 

価格： 2,700 円（税込 2,916 円） 

商品説明： 第 4 のチョコレート、ルビーチョコは自然由来のピンク色から感じる、

ベリーのようなフルーティーな酸味のルビーカカオから生まれた奇跡

の美しさ。色も形も様々な薔薇のショコラと抹茶、ミルク、ホワイトの 3

色のリーフショコラを、まるで 1 枚の絵画のように美しく飾った薔薇の

アートです。 

 

商品名： メサージュ・ド・ローズ ペタル・ルビー 

発売日： 2019 年 1 月 15 日(火)より順次 

販売店舗： オンライン、常設店 4 店舗、他百貨店催事売場 

価格： 1,700 円（税込 1,836 円）  

商品説明： 自然由来の爽やかなピンク色のチョコレート。無着色とは思えない宝

石のように美しい発色とベリーを思わせる甘さ控えめのフルーティー

な味わいのルビーチョコレートでピンクの美しいローズショコラに仕上

げました。花びらショコラを 1 枚 1 枚おたのしみください。 

＜メサージュ・ド・ローズ＞ 

商品名： カカオを愉しむチョコレート ルビーチョコレート入 

発売日： 2019 年 1 月 18 日（金） 

販売店舗： 全国のシャトレーゼ 

価格： 800 円 （税込 864 円） 

商品説明： 第 1 のチョコレート「スイート」、第 2 のチョコレート「ミルク」、第 3 のチョ

コレート「ホワイト」、そして第 4 のチョコレート『ルビー』。4 種類のチョコ

レートの歴史を感じながら、食べ比べのできるプレートチョコレートが、

バレンタイン限定で新登場。広く多くの人にチョコレートをたのしんで頂

きたい商品です。 

 

 

商品名： マンディアン ルビー 

発売日： 2019 年 1 月中旬 百貨店催事場の会場による 

販売店舗： 各百貨店 バレンタイン催事場 

価格： 260 円 （税込 281 円） 

商品説明：   ベルアメールを代表する丸い板チョコレートの「パレショコラ」。 

なかでも創業当初から根強い人気「マンディアン」に、ルビーショコラ 

を使用した、新作パレショコラ。 

＜ベルアメール＞ ＜シャトレーゼ＞ 



  
＜パティシエ エス コヤマ＞ 

商品名： es-TABLET 白桃 ﾙﾋﾞｰﾁｮｺﾚｰﾄ 

発売日： 発売中 

販売店舗： ｼｮｺﾗﾄﾘｰ Rozilla（ﾛｼﾞﾗ）・ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 

価格： 1,300 円（税込 1,404 円）  

商品説明： 旬を迎えると、甘く華やかな香りを漂わせ、果汁が溢れんばかりのジ

ューシーな果肉が人々を魅了する白桃……。 その香りと味は繊細

で、何かに混ぜると必ずと言っていいほどもう一方の素材に負けてそ

の魅力は発揮されずに消え去ってしまいます。 しかし今回、華やか

な香りとで赤いベリーのような酸味を宿したルビーチョコレートとの出

会いによって、チョコレートで白桃の儚くも魅力たっぷりな美味しさを

表現することができました。 

商品名： es-TABLET ﾊｲﾋﾞｽｶｽ＆３ﾍﾞﾘｰｽﾞ ﾙﾋﾞｰﾁｮｺﾚｰﾄ 

発売日： 発売中 

販売店舗： ｼｮｺﾗﾄﾘｰ Rozilla（ﾛｼﾞﾗ）・ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 

価格： 1,300 円（税込 1,404 円）  

商品説明： 「カカオは元々フルーツである」を地で行く、カカオフルーツの味わい

を色濃く宿したルビーチョコレート。その色合いからも想像できる華や

かな味わいのチョコレートは、素材探求を続ける中で出会ったフラン

スのスパイス“オタク”（敬意を込めてこう呼ぶ）からいただいた香りも

酸味も最高品質の「ハイビスカス」と好相性でした。その組み合わせ

が浮かび、そこから自然と「ベリーを入れたいなぁ」と欲求が生まれて

すぐに出来上がったのがこの作品です。お口の中ではじける苺、フラ

ンボワーズ、カシスの酸味と華やかな香りをお楽しみください。 

＜洋菓子マウンテン＞ 

商品名： タブレットルビー 

発売日： 2019 年 1 月～2 月 

販売店舗： 洋菓子マウンテン 

価格： 1,836 円（税込）  

商品説明： ルビーチョコレートの酸味や香りに寄り添うドライフルーツを合わせた

タブレット。想像を超える相性の良さが特長です。 

＜西山酒造場＞ 

商品名： 小鼓 チョコレートリキュール モンテオエステ ロゼ 

発売日： 2 月 1 日（金） （注文受付は 1 月中下旬開始予定） 

販売店舗： 西山酒造場 実店舗・西山酒造場 オンラインショップ 

価格： 2,700 円（税込）  

商品説明： 希少なルビーチョコレートをふんだんに使った、贅沢なリキュールで

す。ベースアルコールは、果実の香り豊かな国内蒸留マスカットブラ

ンデー。限りなくシンプルな素材で作りました。淡いルビー色、トロリと

濃厚なのに爽やかな甘さで、リッチなひとときをお楽しみください。 



 

 

  

＜ウェスティンホテル東京＞  

商品名： Palais Chocolat Ruby パレショコラ ルビー 

発売日： 2019 年 1 月 28 日（月）～5 月 31 日（金） 

販売店舗： パティスリー「ル・ド・ブリク」（第一ホテル東京 1 階） 

価格： 1,600 円 （税込） 

商品説明： ルビーチョコレートの味わいをそのまま楽しめる板チョコタイプの 

パレショコラ。 

カレボー®のベルベット（ホワイトチョコ）を使用してマーブル模様に。 

ピンク×ホワイトパールを組み合わせたかわいいデザインに仕上げまし 

た。 

 

商品名： 「ルビ スフィア－Rubis Sphére－」 

発売日： 2018 年 12 月 1 日（土）～2019 年 2 月 28 日（木） 

販売店舗： ラウンジ「ロビーラウンジ」（第一ホテル東京 1 階） 

価格：  1,800 円 （税・サービス料込） ※コーヒー又は紅茶付き 

商品説明： ルビーチョコレートのフルーティな酸味を活かし、苺やベリーと組み合

わせました。ピンク色の球体チョコレートに温かい苺ソースをかける

と、中からベリーの果肉をのせた苺ムースが登場。 

球体の下のカスタードを挟んだパイ、フレークやフランボワーズ、ベリ

ーと絡めてお召し上がりください。 

商品名： ルビーチョコレートの“チョコころ餅” 

発売日： 2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 28 日（木） 

販売店舗： 日本料理「舞」（ウェスティンホテル東京 2 階） 

価格： 1,200 円（税・サービス料別） 

商品説明： ウェスティンホテル東京が誇る至高の日本料理を提供する日本料理

「舞」では、ルビーチョコレートの“チョコころ餅”を提供します。ルビー

チョコレートが持つ爽やかでフルーティーな香りと酸味を、和の素材と

合わせた新感覚のデザートです。チョコレートの風味に加え、お餅の

食感と、きな粉や小豆が織りなす和食ならではのマリアージュをお愉

しみいただけます。 

商品名： 中華風おこし ルビーチョコレートとともに 

発売日： 2019 年 2 月 1 日(金)～2 月 28 日（木） 

販売店舗： 広東料理「龍天門」（ウェスティンホテル東京 2 階） 

価格： 1,200 円 （税・サービス料別） 

商品説明：   2019 年 2 月でリニューアルから 1 周年を迎える、本格広東料理を提

供するレストラン、広東料理「龍天門」では、ルビーチョコレートを使っ

た中華風おこしを提供します。クランベリーを中国のお菓子「おこし」

に混ぜ、ルビーチョコレートの程よい酸味と甘みを調和させ、チョコレ

ートとクリスピーなお菓子の食感を愉しんでもらえる様に仕上げまし

た。広東料理とチョコレートという異色のコラボレーションを、是非この

機会にお試しください。 

商品名： ルビーのきらめき 

発売日： 発売中 

販売店舗： ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー 

     （ANA インターコンチネンタルホテル東京 2 階） 

価格： 700 円（税込） 

商品説明： ルビーチョコレートとドライフランボワーズを入れたクランブル生地の

タルトの上に、フランボワーズのムース、ルビーチョコレートとフランボ

ワーズのクリーム、無花果とフランボワーズのマーマレードを重ねた、

エクレアのような形状のケーキ。ケーキの下部をルビーチョコレートで

覆っています。ルビーチョコレートの酸味とフルーツの酸味が絶妙な

ハーモニーを奏でる、エレガントなデザートです。 

＜ANA インターコンチネンタルホテル東京＞ 

商品名： ルビーチョコレートのパンナコッタ 

発売日： 発売中 

販売店舗： ピエール・ガニェール パン・エ・ガトー 

     （ANA インターコンチネンタルホテル東京 2 階） 

価格： 700 円（税込） 

商品説明： 生クリームとルビーチョコレートをベースとした口どけ滑らかなパンナ

コッタの上にミックスベリーのソースをかけ、中央にココアのスポンジ

ケーキとルビーチョコレートのクリーム、ルビーチョコレートをのせまし

た。同じルビーチョコレートでも様々な食感や味わいを楽しめるグラス

デザートです。 

 

＜第一ホテル東京＞ 



ジャンドゥーヤ・ルビー・ライチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cocoa Horizons Foundation（ココア・ホライズン財団） は、持続可能（サスティナブル）で起業家的な農業、生産性の向上、 

および地域開発の推進を通じてカカオ生産者とその地域の暮らしを改善することを使命とした非営利組織で、この取組を通じて栽培された

カカオ豆をサスティナブル・カカオと呼びます。カレボー®はすべての定番製品に100%サスティナブル・カカオを使用しています。 

 

 

 

 

 

「カレボー®ルビー」ロゴとは： 

「カレボー®ルビーチョコレート RB1」のみをチョコレート原料に使用した商品に、ご使用いただけるロゴです。 

カレボー®のファイネストベルギーチョコレート「カレボー®ルビーチョコレート RB1」は職人とシェフの皆様に向けて開発された初めての 

ルビーチョコレートです。 

この「カレボー®ルビー」のご使用をご希望される際は、商品レシピを確認させていただき、「カレボー®ルビーチョコレート RB1」のみを 

チョコレート原料にした商品に、このロゴをご使用いただけます。 

「カレボー®ルビーチョコレート RB1」を使用した、美しいルビー色、またはフルーティーな味わいをお楽しみいただける商品が、 

一目でわかるロゴです。 

 

 

カレボー®  Callebaut® (www.callebaut.com)とは： 

100年以上にわたり、カレボー®はベルギーの中心でチョコレートを造り続けています。そして現在でも、カカオ豆を選定し、
ロースト、グラインドを経て、クーベルチュールチョコレートにとって最も重要な原材料でありその味わいや品質の秘訣と
もなる、独自のカカオマスから製造している数少ないチョコレートブランドの一つです。カレボー家は1850年にベルギー
のウィーゼでビールの醸造業をはじめました。そして創業者の孫であるオクターフが1911年に初めてのチョコレートを製
造、間もなくベルギーのショコラティエのために、業務用としてクーベルチュールチョコレートの製造を始めました。1950年
以降は世界中のショコラティエや職人のために製品を供給しており、そのファイネストベルギーチョコレートは今日でもウ
ィーゼの工場でカカオ豆から作られ続けています。 
また、カレボー®は、Cocoa Hoｒizons財団（ココア・ホライズン財団）をサポートすることで、カカオの将来と、カカオ農家の
生活向上のための取り組みを行い、現在はすべての定番商品に、持続可能な農法で育てたサスティナブルカカオを使
用しています。 
 

ルビー・シャンパーニュ・トリュフ 

≪本件に関する報道関係者のお問い合わせ先≫ 

バリーカレボージャパン PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ.内） 

TEL：03-6894-3200(楠携帯：070-3115-6616) FAX：03-5413-3050 E-mail：barry_callebaut@ssu.co.jp 

担当：楠(くす)、蛭川 

 

ペルル ルビー 

商品名： 

発売日： 

原産国： 

形状： 

内容量： 

価格(税込)： 

賞味期限 

販売場所： 

その他： 

カレボー®ルビーチョコレート RB1（アールビーワン）※業務用 

2018年 10月 3日(水) 

ベルギー 

カレット 

1.5kg 

5,400円（袋） 

12か月 

楽天市場カレボー®公式ショップ（https://www.rakuten.ne.jp/gold/callebaut/）／株式会社前田商店 

コーシャ／ハラル／ココアホライズン認証 *サスティナブルカカオ使用 

※アプリケーション提案 

店舗名： 

商品名： 

発売日： 

販売店舗： 

 

 

価格： 

 

商品説明： 

http://www.cocoahorizons.org/
http://www.callebaut.com/
mailto:barry_callebaut@ssu.co.jp
https://www.rakuten.ne.jp/gold/callebaut/

