
大切な方への贈り物にふさわしい、上品でシンプルなパッケージです。
◆クッキー＆チョコレート アソートメント 8枚 &13粒入 
クッキー×8、チョコレート×13

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

90年以上の伝統を受け継ぐ上質なチョコレートを輝くゴールドの箱に詰め
合わせました。
◆ゴールドコレクション 20粒入
……………………………………5,400円
（特定原材料：小麦、乳成分を含む）

GODIVA ☎048-940-3833 送料無料キャンペーン〈対象外〉になります。

さくさく食感のワッフルとプチサイズのしっとりワッフルのセット。
◆コロコロワッフル＆プティワッフルセット
コロコロワッフル×3（プレーン、メープル、ショコラ各1）、プティワッフル×6（プレー
ン、ショコラ、りんご各2）

……………………………………2,775円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

ざくざくしたシュガーの食感が心地よいしっとりワッフル。
◆プティワッフル 24個セット
（プレーン、ショコラ、りんご）各8

……………………………………3,380円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

トップスのケーキをイメージしたクッキーをオリジナル缶に詰め合わせた
中身も外見も楽しめる一品です。
◆クッキーアソート 32個入
ミルクチョコ＆くるみ×8、バニラ×8、チョコチップ×4、アールグレイ×4、
抹茶×4、レモン＆チーズ×4

……………………………………2,808円
（特定原材料：卵、小麦）

＜～1月中旬＞
トップスおすすめの焼き菓子等を詰め合わせました。贈り物にいかがでしょうか。
◆スイーツセレクションR 21個入
ヤミーWB×12、プリンズ×3（チョコ×2、オレンジレアチーズ×1）、サクサクショコラパ
イ×3、ツィギー×3（チョコ×1、オレンジ×1、紅茶アップル×1）

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦）

洗練されたクリアな味。人気のビールセットです。
◆アサヒ スーパードライ　缶ビールギフト
セット
350ml×10缶、500ml×2缶

……………………………3,240円

ザ・ガーデンいち押しのワインの詰め合わせです。
◆ペイドック  フォンタネル おすすめ赤ワイン3本
セット
Aペイドック  ピノノワール  750ml
Bペイドック  カベルネソーヴィニヨン  750ml
Cペイドック  メルロー  750ml

……………………………3,435円

人気のドリップコーヒー3種セット。1袋の中に1パックずつ
になったドリップコーヒーが10杯ずつ入っています。
◆ドリップコーヒーセット3種類×2袋（60杯分）
・ カフェカルディ マイルドカルディ
・ カフェカルディ イタリアンロースト
・ カフェカルディ バードフレンドリーブレンド

……………………………3,260円

人気のスペインカバ。シャンパンと同じ瓶内二次発酵で作られ、
きめ細かい泡が絶え間なく続く、エレガントなスパークリングワイン。
◆スペインカバセット
①スペイン ペレ・ベントゥーラ カバ・トレゾール ロゼ ブ
リュット 750ml／ロゼ／辛口／発泡　2,145円
②スペイン ペレ・ベントゥーラ カバ・トレゾール ブリュット 
レゼルヴ 750ml／白／辛口／発泡　2,145円
・ ギフトボックス  183円

……………………………4,473円

＜11月22日（金）～12月25日（水）＞
人気のあるもの、好まれるものを厳選しました。
◆おおかわ人気商品詰合せ
真あじ開き（長崎県産）×2、紅鮭（中辛）天然・ロシア産×2、
真ほっけ（北海道産）×1、のどぐろ連刺（山陰沖）×1、しらす
干し（国内産）50g

……………………………3,980円

オリジナルの西京味噌で、72時間漬け込みました。甘
さと旨味のバランスのとれた味付けで仕上げました。
◆旨味西京漬け詰合せ 
さわら西京漬×2、銀だら西京漬×2、銀鮭西京漬×2、メロ
カマ西京漬100g

……………………………4,980円

秋の味を存分に楽しめるセットです。
◆果物詰め合わせ 5個入
洋なし×1、和なし×2、りんご×1、柿×1

……………………………2,700円

秋を感じられるフルーツに旬のシャインマスカットを
入れた豪華なセットになります。
◆果物詰め合わせ 7個入
シャインマスカット×1、洋なし×2、和なし×1、りんご×1、柿×2

……………………………4,860円

＜12月1日（日）～1月5日（日）＞
◆ギフトセット 16個入
トリュフケーキ×3、ガトー・オ・マロン×3、マドレーヌ
×3、フィナンシェ×2、フィナンシェショコラ×1、ヌー
ヴェルガレット（バニラ×2、チョコ×2）

………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜12月1日（日）～1月5日（日）＞
◆ギフトセット26個入
トリュフケーキ×5、ガトー・オ・マロン×5、マドレーヌ
×4、フィナンシェ×2、フィナンシェショコラ×2、ヌー
ヴェルガレット（バニラ×4、チョコ×4）

………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

A B C

写真はイメージです。写真はイメージです。
◆果物詰め合わせ
※入荷状況により商品の変更がございます。
※配送の場合は、箱のみの対応となります。かご盛りでの
　配送は、承りかねますのでご了承くださいませ。

……………………………3,780円
上記イメージ写真の内容で作成した場合。
※入荷状況により商品の変更がございます。

旬のリンゴの詰め合わせ。
◆リンゴ詰め合わせ
リンゴ5kg

……………………………5,832円
※入荷状況により商品の提供が難しい場合がございます。

約縦19×横26.1×高さ3.1cm 約縦18.4×横22.9×高さ3.3cm

＜～12月31日（火）＞
人気の焼き菓子10点とコーヒーの詰め合わせ。
◆焼き菓子詰め合わせSセット 
ふわふわマドレーヌ×２、金木犀×１、銀木犀×１、パウンドケーキ×１、クッ
キー×２、ブラウニー×１ガレット×１、くまさんショコラ×１、コーヒー×２

……………………………………2,600円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜～12月31日（火）＞
人気の焼き菓子14点とコーヒーの詰め合わせ。
◆焼き菓子詰め合わせMセット 
ふわふわマドレーヌ×3、金木犀×1、銀木犀×1、パウンドケーキ×3、
ラスク×2、くまさんショコラ×2、クッキー×2、コーヒー×2

……………………………………3,800円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

パティスリーシャルドン ☎048-940-5492

約縦16×横24×高さ7㎝ 約縦21×横30×高さ7cm

アレルギー表示について ＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳成分を含む  の表示が食品衛生法で義務付けられています）。アレルギーをお持ちの方は店頭で詳細を必ずご確認ください。＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳成分を含む  の表示が食品衛生法で義務付けられています）。アレルギーをお持ちの方は店頭で詳細を必ずご確認ください。

冬ギフト

詳しくは、裏面を
ご覧ください。

11月1日（金）～
送料無料
キャンペーン
開催
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※一部対象外店舗がございます

ワッフルケーキの店R.L（エールエル） ☎048-990-2111

トップス ☎048-940-5339 送料無料キャンペーン〈対象外〉になります。

ザ・ガーデン自由が丘 ☎048-988-1095 カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

御漬物の丸越 ☎048-988-3013 大川水産 ☎048-985-0392

澤光青果 ☎048-986-0045 果実園　リーベル 048-985-5005

●1F食品対象店にて1点につき2,500円（税込）以上のお買上げで、上記の地域に限り無料で配送いたします。 ●複数店舗の商品の合算、同送はいたしかねます。
●除外店舗・一部除外商品もございます。また、一部全国無料配送のお店もございます。詳しくは各店でおたずねください。

東京都（離島含む）、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、宮城、山形、福島、新潟、長野 ●クール便も無料配送です。詳しくは店頭係員におたずねください。
関東・南東北・信越対象エリア 対象商品 1点につき2,500円（税込）以上

11月1日（金）▶12月31日（火）

送料無料キャンペーン開 催!送料無料キャンペーン開 催!

約縦22×横32×高さ6.3cm 約縦29.8×横30.5×高さ6.3cm

約縦17×横26×高さ5.4cm 約縦28×横28×高さ6.2cm

約縦21.8.1×横34.1×高さ6.2㎝ 約縦34.9×横34.1×高さ6.3㎝

約縦28×横37×高さ11㎝
約縦45×横26×高さ7㎝ 約縦33×横27×高さ9㎝

約縦32×横9.6×高さ9.5㎝

縁起の良い飛好梅の個包装詰め合わせ。
◆飛好梅（ひよしうめ） 10粒入

 

……………………………3,780円
（特定原材料：小麦）

大相撲優勝力士に贈呈される価値ある梅。
◆福梅干 匠 15粒入

……………………………5,800円
（特定原材料：小麦）

約縦25×横12×高さ6cm 約縦25×横18×高さ5㎝

※内容の果物がなくなり次第終了 ※内容の果物がなくなり次第終了

約縦32×横22×高さ12cm 約縦35×横27×高さ12cm

※＜　　＞ 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。 

ブールミッシュ
☎048-989-2015 ※12月1日（日）より

ブールミッシュとはソルボンヌ大学のある、若者たちの
集う大通り「ブールバール・サンミッシェル」を縮めた呼
び名で、店主、吉田菊次郎のパリ修業時代の思い出深
い通りの名です。
1973年に渋谷にオープン以来、本格的なフランス菓子
の店として常に時代をリードし、ナショナル・ブランドと
して新しいお菓子の開発に努めています。

しっとり焼き上がった生地の中に美
味しさを閉じ込めたトリュフケーキと
ガトー・オ・マロン。さらにブールミッ
シュ人気の焼き菓子を詰め合わせた
バラエティ豊かなギフトです。
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アレルギー表示について ＜特定原材料＞ 7 品目を表示しております（卵、小麦、落花生、そば、えび、かに、乳成分を含む  の表示が食品衛生法で義務付けられています）。アレルギーをお持ちの方は店頭で詳細を必ずご確認ください。

日本橋屋長兵衛 ☎048-940-6041

菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015

がんこ職人／和菓子もめん弥 ☎048-988-1312

銀座 文明堂 ☎048-988-1072

ひよ子、サブレー、焼きぽてと、3種類の詰め合わせです。
◆ひよ子ギフト詰合せ 23個入
ひよ子×8、ひよ子サブレー×8、焼きぽてと×7

……………………………………2,830円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

日本の美味しいかたちと変わらない伝統の味を大切な方へ。
◆ひよ子 28個入

……………………………………3,694円
（特定原材料：卵、小麦）

約縦26.5×横34×高さ5.5cm 約縦36×横28×高さ5cm

東京ひよ子 ☎048-986-0357

浅草梅園 ☎048-985-1577

約縦34×横23×高さ7cm

大判のどら皮で自慢の「あん」を挟みました。
◆どら焼詰合せ 10個入
つぶ餡×5、栗きんとん×5

……………………………………2,873円
（特定原材料：卵、小麦）

じっくりと煉り上げた本格羊羹を一口サイズに仕上げました。
◆一口羊羹
本煉り×8、小倉×4、抹茶×4

……………………………………3,996円

約縦27×横14×高さ5.4 cm

＜～12月31日（火）＞
季節商品の玉ねぎ、かぼちゃおかきが入った冬の限定商品です。
◆冬の米雅楽 10種類 30枚入
かぼちゃのおかき×2、たまねぎおかき×2、富山湾白えび×3、瀬戸内
青のり×3、オリーブオイル×3、黒糖アーモンド×4、スモークチーズ×
4、サワークリームオニオン×3、草加ふくみせん 醤油×3、草加ふくみせ
ん サラダ×3

……………………………………2,700円
（特定原材料：小麦、えび、乳成分を含む）

当店人気の和風・洋風のおかきを詰めた、いいとこ取りのセット。
◆葵千楽 12種類 80枚
富山湾 白えび×6、瀬戸内 青のり×6、富山湾 ほたるいか×6、加
賀能登甘えび×6、桜えび×6、青さのり×6、バージンオリーブオイ
ル×6、スイートバジル×6、サワークリームオニオン×6、スモーク
チーズ×10、黒糖アーモンド×10、アーモンドミモレット×6

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、えび、乳成分を含む）

草加葵 ☎048-988-0317

約縦31.1×横38.8×高さ6.5cm 約縦29.5×横43.7×高さ11cm

使い勝手の良いカットした海苔に、温たかいお茶の詰め合わせです。
◆煎茶・のり詰め合せ
静岡産深蒸し茶、焼海苔（1/8カット）、
味つけ海苔（1/8カット）

……………………………………4,860円

茶　丸山園 ☎048-985-0391

ファンシーチョコレートと3種類のクッキーの詰め合わせ。
◆ロイヤルタイム 
チョコレート×24、ファヤージュ×10、ミルフィユショコラ×8、アルカ
ディア140g

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

ファンシーチョコレートと3種類のクッキーの詰め合わせ。
◆ロイヤルタイム
チョコレート×32、ファヤージュ×12、ミルフィユショコラ×12、アルカ
ディア280g

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜11月上旬～＞
ゴーフレットをはじめ人気の焼き菓子を詰め合わせた季節限定
のギフト。
◆ウィンターギフト GT-25
ゴーフレット×15、パピヨット×6、トロアシャトン×8、サピニエール
×10、パリジャン×5

……………………………………2,700円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜11月上旬～＞
伝統の銘菓やマロングラッセなどバラエティ豊かに取り揃えた冬の
贈り物。
◆ウィンターギフト GT-50
ゴーフレット×18、パピヨット×6、トロアシャトン×15、サピニエール
×10、リーフパイ×5、マロングラッセ×6

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜11月10日（日）～12月15日（日）＞
紅白の小餅の入ったぜんざいと苺のムース入りのかわいいゼ
リー、焼カステラが2種類入った詰め合わせです。
◆雪物語詰合せ
雪物語×3、一福ぜんざい×2、ダークチョコレート焼カステラ ×3、バター
風味焼カステラ ×6

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

＜11月10日（日）～12月15日（日）＞
ほろっとした食感のソフトクッキーと黒豆の羊羹、さくりとしたクリーム
をサンドした洋風せんべいにぜんざいを詰め合わせました。
◆だるま落とし詰合せ
黒豆つつみ×6、日本橋せんべい×6、だるま落とし×1、一福ぜんざい×2

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

約縦23.5×横41.5×高さ4.8cm

＜11月20日（水）～＞
寛永のときより菓子を伝えて380年。変わらぬ伝統と新たなる創造を
今へと受け継ぎます。
◆銘菓撰(中) 
寛永傅×5、黒豆茶羊羹×2、黒豆茶塩羊羹×2、紅羊羹×2、大納言清澄×6、
花千歳白×2、花千歳紅×2

…………………………………… 3,888円

＜11月20日（水）～＞
干支煎餅、くず湯、新春黒豆茶ぜりぃ、黒豆茶羊羹、紅羊羹のお詰め合わせ。
◆菓子詰合せ（B-4） 
紅羊羹×3、黒豆茶羊羹×3、干支せんべい×1、葛湯×4、新春黒豆茶
ぜりぃ×3

……………………………………4,158円

約縦28×横27.5×高さ6㎝

日本の美、四季のうつろいを表現したおかき、お煎餅を
3種類の小袋に詰め合わせました。
◆はな咲くさく 36袋入
＜花＞ぴり辛小粒×2、サラダ丹尺、こしょう煎、姫さくら、さくら、松葉   各1
＜水＞羽衣、小菊、鬼小僧、海老丹尺、豊年、おにぎり   各1
＜緑＞岩しぐれ、からし丹、たがね揚、江戸美人、小粒抹茶   各1

……………………………………3,240円
（特定原材料：小麦、えび）
※商品パッケージに変更がございます。

さまざまな食感と8種の味がお楽しみいただける人気の詰め合
わせです。
◆菓続揃810g
豆満月、いかだ、のりもち、黒胡麻もち、潮騒、川波、胡麻黄金、
海老角もち

……………………………………5,400円
（特定原材料：小麦、えび）

素材を吟味して卵黄を増やして焼き上げたカステラです。
◆特撰五三カステラ 1B号（化粧箱）　10切入

……………………………………2,916円
（特定原材料：卵、小麦）

特撰カステラと一層一層丹念に焼き上げたバームクーヘンの詰め
合わせ。
◆特撰五三カステラ バームクーヘン詰合せ
特撰五三カステラ1B号×1、バームクーヘン×6

……………………………………4,320円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

約縦29.8×横22×高さ7cm

モロゾフ ☎048-987-5760

東京凮月堂 ☎048-988-1003

人気の焼き菓子ギフト。
◆馬車道ギフト 24個入
フランボワーズミルフィユ×2、チョコミルフィユ×2、レモンミルフィユ×1、
コーヒーミルフィユ×1、ガトー・オ・ガナッシュ/ガトー・ウィークエンド各2、
スフレバニラ×3、馬蹄パイ（チーズ×2、メープル×2、ストロベリー×2、
シュガー×2）、スフレ塩キャラメル×3

……………………………………3,240円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

人気の焼き菓子が勢揃い。バラエティ豊かなギフトです。
◆馬車道ギフト 37個入
ミルフィユ（フランボワーズ×3、レモン×2、コーヒー×2、チョコ×3）、スフレ
（塩キャラメル×3、バニラ×3、いちご×3）、馬蹄パイ（チーズ×2、メープル
×2、ストロベリー×2、シュガー×2）、ガトー・ウィークエンド×2、ガトー・オ・
ガナッシュ×2、フィナンシェ×2、ショコラフィナンシェ×2、マドレーヌ×2

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

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。
◆果実をたのしむミルフィユ果実をたのしむ詰合せ 24個入
いちご×6、ピスタチオ×6、れもん×6、ジャンドゥーヤ×6

……………………………………3,240円
（特定原材料：小麦、乳成分を含む）

いろいろなお味がお楽しみいただける期間限定ギフトです。
◆フランセベストセレクション35個入
フランセビスキュイ×10、果実をたのしむミルフィユ（いちご、れもん、
ピスタチオ、ジャンドゥーヤ）各5、レモンケーキ×5

……………………………………5,400円
（特定原材料：卵、小麦、乳成分を含む）

埼玉県のお茶が入った詰め合わせです。
◆産地茶詰め合せ
静岡産 深蒸し茶、埼玉産 狭山茶

……………………………………2,700円

約縦21×横26×高さ8cm約縦16.5×横25×高さ5㎝

約縦20×横27.2×高さ5.0㎝

約縦24×横26×高さ6cm

縦39.5×横30×高さ6㎝

約縦30.2×横11×高さ8cm

約縦28×横48×高さ5.1cm

約縦27×横39×高さ5cm

約縦39.5×横40×高さ5.6cm

約縦32×横41×高さ6cm

予約
販売

約縦26×横33×高さ14㎝

数量限定

ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

フランセ ☎048-988-1126

約縦29×横43×高さ5㎝ 約縦32.5×横44.5×高さ5.7㎝

約縦21×横22.5×高さ2.5cm 約縦28×横27.5×高さ6.3cm


