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＜2月10日（月）～ 2月14日（金）＞
メレンゲをしっかり抱き込み、しっとり焼き上げたシャル
ドン自慢のガトーショコラ。たくさんのベリーとチョコで
飾りました。
＊バレンタイン ガトーショコラ 5号 2,500円

＜2月13日（木）・ 2月14日（金）＞
ふわふわ、なめらか、サクサク・・・。さまざまな食感と
味わいをお楽しみいただけます。
＊チョコレート リッチ トルテ 1個 1,620円

＜～ 2月14日（金）＞
コーヒーの深い味わいと、北海道産のマスカルポーネチーズを使
用したなめらかでコクのあるクリームが絶妙なバランスを奏でます。
＊プレミアムティラミス 1個 1,080円

＜プレート付きは2月12日（水）～ 2月14日（金）＞
定番のくるみが入ったチョコレートケーキをバレンタイン にいかがでしょうか。
スイスチョコレート入りのクリームがとても美味しいですよ。
＊チョコレートケーキ レギュラーサイズ1,998円
商品内容に変更の可能性がございます。

＜2月11日（火）～ 2月14日（金）＞
「恋みのり」という苺を使用した苺ズコットです。
＊恋みのりチョコズコット 1カット 1,728円

（縦18.5×横6.1×高さ5.5cm）

＜2月4日（火）～ 2月14日（金）＞
当店人気のズコットで喜ばれること間違いなしです。
＊苺チョコバナナズコット 1カット 1,058円

＜2月7日（金）～ 2月14日（金）＞
ココアスポンジにベルギー産ミルク
チョコとダークチョコを合わせたチョコ
ムースと、サクサクした食感のフィオレ
ンティーヌを重ねました。
＊ショコラ・ハート 1台 1,609円

＜2月7日（金）～ 2月14日（金）＞
ベルギー産チョコを使用したガナッ
シュクリームで飾った濃厚なチョコケー
キに、ハートチョコでデコレーションし
ました。
＊ハートの濃厚ガトーショコラ 
1台 1,490円

1F 吹抜けエスカレーターホール特設会場

2月7日（金）～14日（金） 2月10日（月）～14日（金） 2月11日（火）～14日（金） 2月13日（木）～14日（金）

※ショップにより開催期間が異なる場合がございます。

＊ガヴァルニー
 ボリータスチョコレートミルク

各8個入 429円

カルディ人気NO.1のトリュフチョコレート。

＊ガヴァルニー
ボリータスチョコレートダーク 

＊ガヴァルニー 
ボリータスチョコレートダークカプチーノ  

原産国ベルギーの口どけなめらかなガナッシュクリームをチョコで閉じ込めました。
贅沢な一口をお楽しみいただけます。

＊スペイン 
ピキートステンプラニーリョ 
750ml/赤/中重口/微発泡 
922円

＜1月28日（火）～＞
ミルク・ホワイト・ビターチョコが
入ったアソートパックです。
＊リンツ リンドール アソートパック
60g 429円

バレンタイン
催事コーナー

※＜　　＞ は販売期間です。販売期間は店舗により異なり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。※掲載写真はイメージで、実際と異なる場
合がございます。※表示価格は税込み価格です。 ★各種クレジットカードおよびJCB・DC・UFJ・VISA・UC・日本信販・ダイナースクラブ（ロイヤルチェック）のギフト
カード・東武百貨店および東武ストアの商品券もご利用いただけます。（飲食・食品店のみ、ジェフグルメカードもご利用いただけます。） ★全国百貨店共通商
品券はご利用できません。※商品売り切れの場合は、ご容赦ください。 

＊ガヴァルニー 
プレミアムトリュフ　ココア

各8個入 429円

＊ガヴァルニー 
プレミアムトリュフ　オレンジ

＊ガヴァルニー 
プレミアムトリュフ　マールドシャンパーニュ

冬季限定

冬季限定
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今年、あなたが
恋するのは、ど

のチョコレート
？

☎048-988-1095

☎048-973-7187

この商品は
お酒です

☎048-961-3132

チョコとドリンクの素敵なマリアージュ

☎048-940-5339

☎048-989-1621
☎048-940-5492

♡ハ
ートの

飾りがポイント！

☎048-987-5760

☎048-985-5005☎048-940-6088
＜2月10日（月）～14日（金）＞
欧米では定番の愛の花束。12本（1ダース）
のバラそれぞれに込められた意味
全てを誓って愛する人に贈ります。

※写真はイメージです。使用花材は入荷により異なります。

＊ダズンローズブーケ 5,500円～

＜2月10日（月）～14日（金）＞
華やかな赤やピンクはバレンタインの
プレゼントにぴったり。
大切な方へのギフトにいかがですか？

※写真はイメージです。使用花材は入荷により異なります。

＊バレンタインブーケ 3,300円～

＜2月10日（月）～14日（金）＞
ふたを開けた瞬間の笑顔が楽しみなボックスに
入ったこちらのブーケ。水が入ったカップにセッ
ティングされているので、お花も安心。持ち運びし
やすく、スーツ姿にも映えます。

※写真はイメージです。使用花材は入荷により異なります。

＊ロマンティックBOX 2,200円～

世界の多くの国では、バレンタインデーは「男性から女性に花を贈る日」です。
ご予約は１月５日より
受け付けております。
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＜～ 2月14日（金）＞
心ときめく珠玉のチョコレート。贅沢な素材が奏でる18
種類の詰め合わせ。
＊プレミアム チョコレート セレクション 33個入 3,240円

＜～ 2月15日（土）＞
大切な人とご一緒に・・・。チョコレートの歴史と魅力
が詰まった本格的な一粒一粒です。
＊チョコレート クロニクル スウィートハート 12粒入 
5,400円

＜1月中旬～＞
当店人気のお菓子をチョコレートでコーティングした、
この時期だけの限定のお味です。
＊ガトーセック 6個入 864円

＜1月中旬～ 2月14日（金）＞
薄焼きワッフルとガーナ産カカオ豆を使ったチョコをミックス。
＊ワッフルクランチショコラ（スイート&オレンジ／ホワ
イト&クランベリー） 各 399円

＜2月8日（土）～ 2月14日（金）＞
贅沢な味わいのチョコレートクリームと生チョコレート
をロール。
＊くるくるワッフル贅沢生チョコロール 1本 1,404円

＜～ 2月14日（金）＞
サクサクと香ばしいチョコレートのパイ生地と、とろける
クリームが織り成す絶妙な美味しさ。
＊ショコラ・ミルフィユ 3個入 648円

＜～ 2月14日（金）＞
オレンジピールの効いたショコラ。オランジュと、フリー
ズドライの苺をのせたフランボワーズの2種類。
＊ミルフィユ・ショコラ・クランチ 5個入 1,080円

＜1月中旬～ 3月14日（土）＞
カカオ風味とミルクのコクが広がる至福の口どけ。
（左上）＊miniレアチョコレート（スイート） 6粒入 648円
（右上）＊レアチョコレート（スイート） 14粒入1,080円

クランチ入りラズベリーとキャラメルナッツクリームを
使ったミルフィユ。
＊ベリーナッツミルフィユ 16個入 2,592円
（ベリーベリー×8、キャラメルナッツ×8）　
※無くなり次第終了

＜2月1日（土）～ 3月14日（土）＞
発酵バターとチョコレートをふんだんに
使ったバームクーヘン。
＊バームクーヘンチョコレート 5個入 1,242円

＜～ 2月中旬＞
ココア生地の「焼カステラ」をダークチョコレートで
コーティングした、大人の味わいの「焼カステラ」です。
＊ダークチョコレート 焼カステラ 15枚入 2,592円

＜～ 2月14日（金）＞
トロリととろけるジュレをチョコレートの中に閉じ込め、
フルーツ本来の香りが広がります。
＊ショコラ・ジュレ 10個入 2,160円

＜～ 3月中旬＞
選び抜いた小豆と、なめらかなチョコの口どけをお楽しみ
ください。
＊チョコレート羊かん 6本入 1,512円

＜2月上旬～ 2月14日（土）＞
ビターなチョコ餡とイチゴ餡の2種類の詰め合わせです。
＊バレンタイン饅頭 2個 432円

＜1月20日（月）～２月14日（金）＞
A塩サラダ味のお煎餅。＊プチハート 20g 216円
B醤油味のおかき。＊ハートおかき 20g 270円
Cチョコレートたっぷりかけたお煎餅。＊ハートチョコ 30g 324円

＜１月下旬頃（予定）～＞
定番のアーモンドのヌガーとクッキー生地のフロランタン
に、さらにチョコレートをかけたお菓子です。
＊チョココロランタン 594円
※無くなり次第終了

＜～ 2月15日（土）＞
優しいパッケージに包まれたほっとする一粒に癒される
瞬間をお楽しみください。
＊Gキューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入 1,080円

＜2月1日（土）～ 3月14日（土）＞
濃厚なチョコレート味の一口サイズのカステラ。
＊まるてぃーらチョコレート 8個入 756円

ストロベリークッキーで
カマンベールチョコ
プレートをサンド
しました。
＊フランセ ビスキュイ 9枚入 972円

＜～ 2月14日（金）＞
コミュニケーションを広げるメッセージ
チョコレート。（メッセージ：感謝）
＊アミティエ（サンクスブルー） 
12個入799円

＜1月中旬～＞
定番のサピニエールと期間限定の苺サピニエールを詰め
合わせました。サクッとした口当たりが人気のお菓子です。
＊ミックス サピニエール 12枚入 1,080円　※無くなり次第終了

＜1月20日（月）～ 2月14日（金）＞
特殊な製法でチョコをぎゅっと閉じ込めた新食感あられです。
＊チョコベイト 7袋 540円

スイートチョコ、きなこ、抹茶、
いちご、ホワイトチョコ

丹波地域の新鮮な空気、太陽の光、澄んだ空気に育ま
れた丹波黒豆をチョコレートでコーティングしました。
＊黒豆チョコレート（12）1,620円 ※無くなり次第終了

＜2月1日（土）～ 3月14日（土）＞
2切れパックのチョコレート味カステラ。
＊おやつカステラチョコレート 2切入 270円

＜～ 2月中旬＞
バター風味の「焼カステラ」にミルクチョコレートをコー
ティングしました。
＊ミルクチョコレート焼カステラ 5枚入 756円

個性の異なるくだものと木の実4つのミルフィユを詰め
合わせました。
＊果実を楽しむミルフィユ果実を楽しむ詰め合わせ 
12個入 1,620円
（いちご×3、れもん×3、ピスタチオ×3、ジャンドゥーヤ×3）

＜１月下旬頃（予定）～＞
トップスのチョコレートケーキをイメージし、ローストし
たくるみにチョコをかけたお菓子です。
＊くるみショコラ 540円
※無くなり次第終了

＜～ 2月15日（土）＞
チョコレートの歴史と新しい出会いが一緒にお楽しみ
いただけます。
＊チョコレート クロニクル スウィート アソートメント
 4粒入 1,296円

＜1月中旬～ 2月14日（金）＞
さくさくワッフルとチョコが合体した
可愛い一口スイーツ。
＊チョココロ 7個入 1,296円

＜～ 2月14日（金）＞
テディベア型のボックスに入った
キュートなチョコレート。
（洋酒不使用）
＊ラブリーベア 9個入 1,080円

濃厚なチョコ、ほろりととろける口当たりです。
＊東京ひよこ ちょこちょこ 5個 648円

＜2月7日（金）～ 2月14日（金）＞
ベルギー産のダークチョコレートとミルクチョコを合
わせた口どけ良い生チョコレートです。
＊とろける生ショコラ  540円

スイートチョコ、きなこ
ち ホワイトチ

＜1月20日（月）～ 2月14日（金）＞
小さなハート煎餅2種の詰め合わせです。
Aミニハート（醤油×6・黒胡椒×6）12枚入 540円
Bミニハート（醤油×6・ザラメ×6） 12枚入 540円
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☎048-988-1126

☎048-990-2111

☎048-987-5760

☎048-940-3833

☎048-989-1621

☎048-988-0317

☎048-985-1577
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☎048-940-5339

☎048-940-6088

☎048-988-1003

☎048-988-1072

☎048-940-6041

☎048-990-5015

☎048-986-0357




