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期間限定 Shop

Tokyo Baked Base
☎048-989-2015

 7/31Wed▼

港区新橋発の焼菓子スイーツショップ「Tokyo Baked Base
（トウキョウベイクドベース）」。厳選した素材を使用した
バラエティ豊富なこだわりタルトや、贅沢にチーズを使用した
フロマージュケーキなどこだわりのスイーツをご用意。

■営業時間：1･2･3F ショッピングフロア10:00～21:00／4F・5F レストランフロア11:00～23:00（L.O.22:30）  ※営業時間は、各ショップにより異なる場合があります。

イートイン

アンジェリーナ
☎048-989-2015

　1903年創業、パリの老舗サロン。著名人や社交界、パリの
貴族階級の華と呼ばれる人々に愛されてきました。
　スペシャリテはモンブラン。マロンペースト、生クリーム、
メレンゲというシンプルな3層仕立ては自信の証です。

＊抹茶白玉金時 980円
日本の夏の風物詩、かき氷。
ふわふわ氷と自家製の蜜を
お楽しみください。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊抹茶白玉金時 980円
日本の夏の風物詩、かき氷。
ふわふわ氷と自家製の蜜を
お楽しみください。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊抹茶白玉金時 980円
日本の夏の風物詩、かき氷。
ふわふわ氷と自家製の蜜を
お楽しみください。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊抹茶白玉金時 980円
日本の夏の風物詩、かき氷。
ふわふわ氷と自家製の蜜を
お楽しみください。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

1個 173円
瀬戸内の海水から作った藻塩を
入れたこし餡を包みました。
銀座 文明堂 ☎048-988-1072

＊藻塩三笠山 
1個 173円
瀬戸内の海水から作った藻塩を
入れたこし餡を包みました。
銀座 文明堂 ☎048-988-1072

＊京の川詰合せ
3,240円
黒豆寒天よせ×3、
大納言小豆寒天よせ×3
兵庫県丹羽篠山市産の黒大豆と
丹波市産の小豆を滑らかな
寒天で閉じ込めました。
菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015

＊京の川詰合せ
3,240円
黒豆寒天よせ×3、
大納言小豆寒天よせ×3
兵庫県丹羽篠山市産の黒大豆と
丹波市産の小豆を滑らかな
寒天で閉じ込めました。
菓匠 寛永堂 ☎048-990-5015

＊六味揃 
350g 1,080円
6種類の味が楽しめる手軽な夏ギフト。
おかき種の詰め合わせです。
がんこ職人／和菓子もめん弥 
☎048-988-1312

＊六味揃 
350g 1,080円
6種類の味が楽しめる手軽な夏ギフト。
おかき種の詰め合わせです。
がんこ職人／和菓子もめん弥 
☎048-988-1312

日本橋屋長兵衛

  7個入 2,160円
みずみずしい果実ゼリーに朝顔を

日本橋屋長兵衛
 ☎048-940-6041

1個 145g 324円
つるんとした喉ごしと香りが
涼しさを誘う。夏の冷菓の代表です。
がんこ職人／和菓子もめん弥 
☎048-988-1312

＜～8月中旬＞
＊水まんじゅう 
1個 145g 324円
つるんとした喉ごしと香りが
涼しさを誘う。夏の冷菓の代表です。
がんこ職人／和菓子もめん弥 
☎048-988-1312

＜～8月中旬＞＜～8月中旬＞

1個 400円
滑らかなマンゴープリンに
オレンジジュレと温州みかんを
重ね、夏の太陽をイメージした

カップデザートです。
パティスリーシャルドン 
☎048-940-5492

＊ソレイユ 
1個 400円

滑らかなマンゴープリンに
オレンジジュレと温州みかんを
重ね、夏の太陽をイメージした

カップデザートです。
パティスリーシャルドン 
☎048-940-5492

1個 540円
ごろっと果実が入った
さっぱりゼリー。

ガトー・ド・ボワイヤージュ 
☎048-940-6088

1個 540円
ごろっと果実が入った
さっぱりゼリー。

ガトー・ド・ボワイヤージュ 
☎048-940-6088

＊白桃のワッフル 1個 50g 291円
岡山県産の白桃を練乳風味のディプロ
マットクリーム（生クリームとカスター
ド）でサンドした季節限定ワッフルです。
※無くなり次第終了
トップス ☎048-940-5339

＊白桃のワッフル 1個 50g 291円
岡山県産の白桃を練乳風味のディプロ
マットクリーム（生クリームとカスター
ド）でサンドした季節限定ワッフルです。
※無くなり次第終了
トップス ☎048-940-5339

＊白桃ゴーフレット
12枚入 540円　※無くなり次第終了
国産の白桃果汁を使用した爽やかな香り、
ほんのりと甘い白桃のやさしい風味。
東京凮月堂 ☎048-988-1003

＊白桃ゴーフレット
12枚入 540円　※無くなり次第終了
国産の白桃果汁を使用した爽やかな香り、
ほんのりと甘い白桃のやさしい風味。
東京凮月堂 ☎048-988-1003

＊レモンバウム 260g 1,350円
国産レモン使用でまろやかな酸味とレモ
ンの爽やかな香りが際立つバウムクーヘ
ンです。しっとりふわふわの食感。
※無くなり次第終了
トップス ☎048-940-5339

＊レモンバウム 260g 1,350円
国産レモン使用でまろやかな酸味とレモ
ンの爽やかな香りが際立つバウムクーヘ
ンです。しっとりふわふわの食感。
※無くなり次第終了
トップス ☎048-940-5339

3個入 1,620円
濃厚なチョコレートが冷んやり、リッチな
夏をお過ごしください。
GODIVA ☎048-940-3833

＜～9月3日（火）＞
＊ムースショコラ アソートメント
3個入 1,620円
濃厚なチョコレートが冷んやり、リッチな
夏をお過ごしください。
GODIVA ☎048-940-3833

＜～9月3日（火）＞＜～9月3日（火）＞
＊エール・エルサマーギフト 3,240円
フルーツゼリー×4（ピーチ、マンゴー、グ
レープ、バレンシアオレンジ 各1）、プティ
ワッフル×12（プレーン、抹茶、ショコラ 各4）
夏らしい爽やかなゼリーとプチサイズの
ワッフルの詰め合わせ。
ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ☎048-990-2111

＊エール・エルサマーギフト 3,240円
フルーツゼリー×4（ピーチ、マンゴー、グ
レープ、バレンシアオレンジ 各1）、プティ
ワッフル×12（プレーン、抹茶、ショコラ 各4）
夏らしい爽やかなゼリーとプチサイズの
ワッフルの詰め合わせ。
ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) ☎048-990-2111

1個 1,080円
マンゴー、レモン、オレンジ、レーズン、
アーモンドを使った爽やかな風味の
夏季限定シュトレン。
ポンパドウル ☎048-940-5298

＜～8月7日（水）＞
＊サマーシュトレン 1個 1,080円
マンゴー、レモン、オレンジ、レーズン、
アーモンドを使った爽やかな風味の
夏季限定シュトレン。
ポンパドウル ☎048-940-5298

＜～8月7日（水）＞＜～8月7日（水）＞
ト 8個入 2,160円

清水白桃×1、白ぶどう×2、清見オレン
ジ×2、あまおういちご×2、柚子×1
凍らせてかき混ぜるだけのひと手間で、
なめらかなシャーベットが出来上がります。
モロゾフ ☎048-987-5760

～8月31日（土）＞
＊ シャーベット 8個入 2,160円
清水白桃×1、白ぶどう×2、清見オレン
ジ×2、あまおういちご×2、柚子×1
凍らせてかき混ぜるだけのひと手間で、
なめらかなシャーベットが出来上がります。
モロゾフ ☎048-987-5760

～8月31日（土）～8月31日（土）＞＞ ＊クールデザート CO-20
12個入 2,160円
国産素材を使った爽やかな
夏のデザート。
東京凮月堂 ☎048-988-1003

＊クールデザート CO-20
12個入 2,160円
国産素材を使った爽やかな
夏のデザート。
東京凮月堂 ☎048-988-1003

14個入 3,240円
新鮮な果物で作られたジュレと夏限定
のミルフィユの詰め合わせ。
ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

＊ガトー デテ 
14個入 3,240円
新鮮な果物で作られたジュレと夏限定
のミルフィユの詰め合わせ。
ガトー・ド・ボワイヤージュ ☎048-940-6088

1カット 2,160円
果実園一押しの贅沢なスイーツです。

※仕入れ状況により価格が
変動する場合があります。
果実園　リーベル 
☎048-985-5005

＜7月27日（土）～入荷終了まで＞
＊シャインズコット
1カット 2,160円

果実園一押しの贅沢なスイーツです。
※仕入れ状況により価格が
変動する場合があります。
果実園　リーベル 
☎048-985-5005

＞でで＜7月27日（土）～入荷終了まで＜77月 了 で＞＜7＜7 27日（土）～入荷終了＜7月27日（土 ＞土） 入荷終了ま＜7月27日（土）～入荷終了まで＞荷

モロゾフ ☎048-987-5760モロゾフ ☎048-987-5760

 
オレンジスライスと、グランマニエを
加えた特製オレンジクリームを巻き
込んだデニッシュ食パン。
ポンパドウル ☎048-940-5298

＜～7月31日（水）＞
＊オランジュ 1個 723円
オレンジスライスと、グランマニエを
加えた特製オレンジクリームを巻き
込んだデニッシュ食パン。
ポンパドウル ☎048-940-5298

＜～7月31日（水）＞＜～7月31日（水）＞

 
1本 864円
マンゴーや白桃など夏のフルーツを
使ったトロピカルな味わい。
ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) 
☎048-990-2111

＜～8月中旬＞
＊夏のフルーツロール 
1本 864円
マンゴーや白桃など夏のフルーツを
使ったトロピカルな味わい。
ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル) 
☎048-990-2111

＜～8月中旬＞＜～8月中旬＞

5,400円
ジュレ×4、ムースショコラ×6
色鮮やかなグラデーションとツルン食感の
ジュレが、冷んやりお楽しみいただけます。
GODIVA ☎048-940-3833

＜～9月3日（火）＞
＊ムースショコラ エ ジュレ 
5,400円
ジュレ×4、ムースショコラ×6
色鮮やかなグラデーションとツルン食感の
ジュレが、冷んやりお楽しみいただけます。
GODIVA ☎048-940-3833

＜～9月3日（火）＞＜～9月3日（火）＞

＊オリジナルゼリーセット 
6個入 1,288円
スイカゼリー×4、シークワーサーゼリー×2
見た目もかわいい。片手で簡単に食べら
れるゼリーセット。
カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

＊オリジナルゼリーセット 
6個入 1,288円
スイカゼリー×4、シークワーサーゼリー×2
見た目もかわいい。片手で簡単に食べら
れるゼリーセット。
カルディコーヒーファーム ☎048-961-3132

夏を楽しめる
洋スイーツ

20個入 1,685円
4種類の味の
ひよ子型プチゼリーです。
東京ひよ子 
☎048-986-0357

＊ひよ子 プチデザート
20個入 1,685円
4種類の味の
ひよ子型プチゼリーです。
東京ひよ子 
☎048-986-0357

6個入 1,296円
水羊かん×3、ゼリー×3
国産果物で滑らかに仕上
げたゼリーと水羊かんの
詰め合わせ。
※無くなり次第終了
銀座 文明堂 
☎048-988-1072

＜ ～8月31日（土）＞
＊涼果あわせ 
6個入 1,296円
水羊かん×3、ゼリー×3
国産果物で滑らかに仕上
げたゼリーと水羊かんの
詰め合わせ。
※無くなり次第終了
銀座 文明堂 
☎048-988-1072

＜ ～8月31日（土）＞＜ ～8月31日（土）＞

＊箱入りわらび餅  
2~3人前 1,080円
プルプル食感のわらび餅。冷やすと
一層美味しく召し上がれます。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊箱入りわらび餅  
2~3人前 1,080円
プルプル食感のわらび餅。冷やすと
一層美味しく召し上がれます。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊箱入りわらび餅  
2~3人前 1,080円
プルプル食感のわらび餅。冷やすと
一層美味しく召し上がれます。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

＊箱入りわらび餅  
2~3人前 1,080円
プルプル食感のわらび餅。冷やすと
一層美味しく召し上がれます。
甘味茶屋　七葉 ☎048-940-7978

国産果実
使用

7個入2160円7個入2,160円

5個入 411円

人気です。
東京ひよ子 

5個入 411円

人気です。
東京ひよ子 

☎048-986-0357

1個 302円  6個入 2,052円
桃の果肉入りゼリーです。
凍らせてシャーベット
としても召し上がって
いただけます。
日本橋屋長兵衛 
☎048-940-6041

＊江戸桃よ
1個 302円  6個入 2,052円
桃の果肉入りゼリーです。
凍らせてシャーベット
としても召し上がって
いただけます。
日本橋屋長兵衛 
☎048-940-6041

A

B

C

A

B
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素材にこだわった和スイーツ

15個入 2,160円 　※無くなり次第終了
パイ生地にブラッドオレンジとラズベリー
クリームをサンドしたミルフィユ。
フランセ ☎048-988-1126

＊サニーミルフィユ 
15個入 2,160円 　※無くなり次第終了
パイ生地にブラッドオレンジとラズベリー
クリームをサンドしたミルフィユ。
フランセ ☎048-988-1126

＊オリジナル 
杏仁豆腐氷 
8本入 213円

濃厚な杏仁豆腐味の
シャーベット。人気限定アイテム。

※無くなり次第終了
カルディコーヒーファーム 
☎048-961-3132

＊オリジナル 
杏仁豆腐氷 
8本入 213円

濃厚な杏仁豆腐味の
シャーベット。人気限定アイテム。

※無くなり次第終了
カルディコーヒーファーム 
☎048-961-3132

クリームソーダ アイスコーヒー

ペプシ  ゼロ ジンジャーエール アイスティー

なっちゃん オレンジ

マンゴーオレンジ

アセロラレモン

ホワイトグレープ

＊タピオカソーダ 
各1個 340円
夏にぴったりのカラフルなソーダ。

＊タピオカソーダ 
各1個 340円
夏にぴったりのカラフルなソーダ。

＊フロートドリンク 
各1個 340円
夏にぴったりのカラフルなフロート。

＊フロートドリンク 
各1個 340円
夏にぴったりのカラフルなフロート。

ロッテリア ☎048-940-5805ロッテリア ☎048-940-5805

アルフォンソマンゴー＆バレンシアオレンジ
 1個 134g 270円
アルフォンソマンゴーのゼリーとバレンシア
オレンジの果肉の組み合わせ。

アルフォンソマンゴー＆バレンシアオレンジ
 1個 134g 270円
アルフォンソマンゴーのゼリーとバレンシア
オレンジの果肉の組み合わせ。

白ぶどう＆巨峰 
133g 270円
白ぶどうのゼリーと巨峰の果肉の
組み合わせ。

＊フルーツグラスゼリー  
白ぶどう＆巨峰 
133g 270円
白ぶどうのゼリーと巨峰の果肉の
組み合わせ。


