
 

 

 

 

                      令和 4年 1月 25日 

                     （一社）日本百貨店協会  

 

【東急百貨店】 

[バレンタインチョコレート 東急百貨店ネットショッピングにて順次承り開始(12/25～)] 

多彩にそろうバレンタインチョコレート! 初登場ブランドから 定番人気のブランドまで、

この時期だけの限定チョコレートが満載。 

【阪急阪神百貨店】 

[阪急うめだ本店「バレンタインチョコレート博覧会 2022」] 

“チョコでつながる、しあわせ”をテーマに、売上・規模、日本最大級のチョコレートの

祭典が大阪で開幕! ＜WEB＞販売中～、＜地下 1 階＞1/12～、＜9 階・各階＞1/20～ 

[第 37 回旨し、美し。「金沢・加賀・能登展｣（1/12～）] 

国内最大規模、約 75 店舗 80 名の作家が集結！ 持続可能な取り組み企画商品などが集結

する新年最初の大型イベント。 

[２年ぶりに本格復活！「阪神の有名駅弁とうまいもんまつり」（1/19～）] 

全国各地から 300 種類以上の駅弁が集結する阪神梅田本店の人気催事。初開催から 20 年

連続で、阪神の食催事の売上高１位を誇る。 

【小田急百貨店】 

[“心躍るショコラの旅”をテーマに、「ショコラ×ショコラ」開催（1/22～）]  

国内外のトップショコラティエや有名ブランドのチョコレートが一同に集結。「羽田チョ 

コレートジャーニー」から世界トップクラスのブランドが初登場。 

[小田急百貨店オンラインショッピングで「ショコラ×ショコラ」展開開始（12/25～）]  

ＷＥＢ限定品を含め、約 650点のショコラが登場。バレンタイン本番前に、一足早くショ 

コラの祭典を楽しみたい方に「おためしショコラ」も企画。 

[山手調理製菓専門学校の学生考案のスイーツを販売（1/19～）]  

今回で 5回目となる産学連携イベント。「インスタ映え」や「スイーツ男子」など 8つの 

テーマに合わせたオリジナルケーキが登場。 

[日本の職人技を一堂に！新宿小田急で「日本のものづくり」開催（1/12～）]  

日本各地から約 45店舗が出店。暮らしを彩る衣料品や工芸品などを展開。おうち時間を 

豊かにするインテリアや道具類、冬のお出かけに最適なファッションアイテムを特集。 

[小田急オリジナルの 『かぶきあげＴＯＫＹＯ』]  

老若男女問わず好まれる美味しさと食べやすい小分け包装、さらにそれぞれのフレーバ

ーを表現したカラフルで可愛らしいパッケージが好評。てみやげ人気の高い一品。 

【そごう・西武】 

[｢みんなで“笑顔”になる｣バレンタイン ｢チョコレートパラダイス 2022｣開催(1/20～）]  

「みんなで“笑顔”になる」をテーマに、贈っても贈られてもうれしいチョコレートを中

心に約 120ブランドを展開。作り手も笑顔になれるサステナブルな商品も取りそろえる。 

各社の直近の重点施策 



[服の循環型サービス「 CLOSETtoCLOSET 」ＰＯＰＵＰ開催（1/18～）]  

西武渋谷店にて、服を売らないアパレルブランド energy closetによる｢CLOSETtoCLOSET｣ 

のポップアップショップを開催。 

[そごう西武 恵方巻 2022 名店の味を自宅で楽しめる恵方巻をご提案（1/13～）]  

高まるイエナカでのごちそうニーズに対応し、老舗・名店恵方巻を充実。一部商品はデパ 

地下グルメお届け便での予約も受付。節分当日にお届けする。 

【高島屋】 

[髙島屋のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(WEB1/6～、各店 1/19～順次)]  

年に一度の“ショコラの祭典”として親しまれている髙島屋のバレンタイン催事「アム 

ール・デュ・ショコラ」。世界から選りすぐりの 100 以上のブランドが集う。 

[日本橋髙島屋のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(1/26～)]  

ご褒美チョコで、今日も HAPPY！ライフプランで、未来も HAPPY！！楽しく金融について学 

べる特別セミナー「ライフ＆マネーは Bitter ＆ Sweet」 

[髙島屋大阪のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(1/26～)]  

『ショコラパレード』をテーマに、「ワールドショコラ」、「キャラメル スウィーツ」、「ポ 

ップスウィーツ」の 3つのカテゴリーで様々なショコラを提案。 

[世界に誇る、地元大阪の技術を紹介「OSAKA 博覧会～未来に繋ぐモノ作り～(1/19～)]  

髙島屋大阪店では 1/19～1/25、「OSAKA博覧会」と題し、大阪府が認定する大阪製ブランド 

の製品を集積販売。世界に誇る技術を紹介することで、地元大阪を盛りあげる。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[大丸・ 松坂屋のバレンタイン 2022 Chocolat Promenade ショコラプロムナード] 

大丸松坂屋百貨店では、バレンタイン 2022 を今年も各店舗にて期間限定会場を中心に、

大丸松坂屋オンラインショッピングでも特集して開催。 

[ショコラプロムナード 今回のテーマは｢CHOCOLATE TRIP｣(松坂屋名古屋店 1/16～）] 

松坂屋名古屋店では、バレンタインの祭典「ショコラプロムナード 2022 」を 30 日間開 

催。国内外から注目のショコラ国内外から注目のショコラ 84 ブランドが集結。 

[「明日見世」がドコモと AI 顔認証ソフトウェアによるデータ分析実証実験開始(1/12～)] 

大丸東京店にオープンしたショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」は、ドコ

モと共同で AI 顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を開始。 

[大丸松坂屋百貨店が運営する初のアートメディア「ARToVILLA」スタート（1/7～）] 

大丸松坂屋百貨店は、アートとアートを買うことの魅力をお届けする初のアートメディ 

ア「ARToVILLA(アートヴィラ)」を 1/7 スタート。 

[名古屋城タイアップ企画第二段 本丸御殿小判受注販売開始（1/2～）] 

松坂屋名古屋店は、来年の干支である寅年にちなんだ名古屋城本丸御殿の代表作である

重要文化財「竹林豹虎図」をデザインした大判小判を受注販売。 

[＜大黄金展＞金製品の一大展示即売会を新年の初売りで開催。（1/2～）] 

松坂屋名古屋店では、毎年恒例の＜大黄金展＞を新年の初売りと同時に開催。2022 年の

1 年が輝くことを祈って、特別な逸品をご覧いただける貴重な展示即売会。 

[2022 年厄とばし恵方巻（大丸札幌店 2/3～）] 

北海道発、定番、変わり種、スイーツなどバラエティ豊かな恵方巻をご用意。「事前予約 

できる恵方巻」も大幅アップ。 



[オトナのお子様ランチ（大丸京都店 1/12～）] 

大丸京都店８階レストランフロアは改装工事で 2/28 に営業終了、2023 年春に生まれ変 

わる。レストラン８店舗では、2/28 まで「オトナのお子様ランチ」をご用意。 

【三越伊勢丹】 

[伊勢丹新宿本店 サロン・デュ・ショコラ 2022]  

「～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2022」 本年のテーマは、 

「『未来と、笑おう。』温かく明るいショコラの未来に！」 

[伊勢丹新宿本店 SWEETS COLLECTION2022（2/5～）]  

「Life with Chocolate」をテーマに多様なスタイルの生活と嗜好性に寄り添うチョコレー

ト 65ブランドを展開。 

[三越日本橋本店 スイーツコレクション×あんこ博覧会（2/2～）]  

「発見～discovery～」をテーマに味やビジュアルの良さだけではなく、この時だけしか味

わうことができないスイーツやこの時にしか体感できない実演販売スイーツなどを展開。 

[銀座三越 Ginza Sweets Collection 2022（1/27～）]  

今年のテーマは“Mon ange(モナージュ)”。フランス語で“私の天使”という意味を表し、

家族や恋人など愛おしい人への呼びかけにも使われる。 

【東武百貨店】 

[「ショコラマルシェ」に国内外ブランド約 80 店舗集結（1/29～）] 

テーマは『あなたの“推し”がきっと見つかる。』海外ブランドの強化や、新しい日本ブ

ランド、見た目のかわいさにこだわった映えチョコなどの新規ブランドを導入し展開。 

 [海の幸・山の幸が堪能できる！「大北海道展」開催！（1/8～）] 

東武百貨店 池袋本店は、1/8～1/23 まで「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を約 100 店舗で 

開催。 

【松屋】 

[２０２２ 松屋銀座のバレンタインフェア（2/2～）] 

松屋銀座では、2/2～2/14 まで「GINZA バレンタインワールド」を開催。テーマは「チョ

コレートの新発見」。チョコレートの新たな楽しみ方や魅力をご紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
【東急百貨店】 

[バレンタインチョコレート 東急百貨店ネットショッピングにて順次承り開始（12/25～）] 

多彩にそろうバレンタインチョコレート! 初登場ブランドから 定番人気のブランドまで、この

時期だけの限定チョコレートが満載。 

12 月 25 日から東急百貨店ネットショッピングにて、バレンタインチョコレートの承りを開始。

東急百貨店ネットショッピングに初めて登場するブランドをはじめ、定番人気のブランドや東

急百貨店限定チョコレートなど多彩なラインナップがそろい、順次、展開ブランドを拡大。（リ

リース）  

 

【阪急阪神百貨店】 

[阪急うめだ本店「バレンタインチョコレート博覧会 2022」] 

 “チョコでつながる、しあわせ”をテーマに、売上・規模、日本最大級のチョコレートの祭典

が大阪で開幕! ＜WEB＞販売中～、＜地下 1階＞1/12～、＜9階・各階＞1/20～ 

阪急うめだ本店は、全館チョコレート一色の“阪急チョコ百貨店”！？に。9 階メイン会場に

加え、地下 1階～11階までの 10 フロア 14箇所で（5階除く）、各フロアの商品構成を活か

したサテライトショップを展開。全館バレンタイン大作戦！を遂行。（リリース）  オンライン 

 https://bit.ly/3mxD10m 

[第 37回旨し、美し。「金沢・加賀・能登展｣（1/12～）] 

国内最大規模、約 75店舗 80名の作家が集結！ 持続可能な取り組み企画商品などが集

結する新年最初の大型イベント。 

多くの企業・自治体などがＳＤＧｓ達成に向けて取り組みが加速するなか、阪急うめだ本店で

開催された「金沢・加賀・能登展」においてもＳＤＧｓ目線の活動や商品を特集。藩政時代か

ら積み上げてきた伝統と、ここから未来に向けてできる、持続可能な取り組み企画商品など

が集結した新年最初の大型イベント。 https://bit.ly/3mWV4xf  （リリース） 

[２年ぶりに本格復活！「阪神の有名駅弁とうまいもんまつり」（1/19～）] 

全国各地から 300 種類以上の駅弁が集結する阪神梅田本店の人気催事。初開催から 20

年連続で、阪神の食催事の売上高１位を誇る。 

日本ならではの食文化「駅弁」。移動手段の高速化などにより、車中で弁当を食べる習慣が

薄れ、駅売りや車内販売も減少傾向にありますが、「食の阪神」として、地方の名産品、地元

グルメ、趣向をこらしたパッケージや容器のデザインなど、様々な駅弁の魅力を、多くのお客

様にお伝えしていきたいという思いがこもった名物催事。 （リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[“心躍るショコラの旅”をテーマに、「ショコラ×ショコラ」開催（1/22～）]  

国内外のトップショコラティエや有名ブランドのチョコレートが一同に集結。「羽田チョコレー

トジャーニー」から世界トップクラスのブランドが初登場。 

コロナ禍で思うように旅行を楽しめない状況が続くなか、今年は海外ブランドの展開数を昨

年より増やし強化。王道から注目の初登場ブランドまで、多彩なチョコレートとの出会いを楽

しめる。イートインコーナーには和栗モンブラン専門店『栗歩 浅草本店』とかき氷の店『埜庵』

が 入れ替わりで出店し、小田急オリジナルメニューを提供する。（リリース） 

[小田急百貨店オンラインショッピングで「ショコラ×ショコラ」展開開始（12/25～）]  

ＷＥＢ限定品を含め、約 650 点のショコラが登場。バレンタイン本番前に、一足早くショコラ

の祭典を楽しみたい方に「おためしショコラ」も企画。 

12月 25日から、小田急百貨店オンラインショッピングでの「ショコラ×ショコラ」の展開がスタ

ート。（ https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine ） ★６人のショコラティエ＆パティ

https://bit.ly/3mxD10m
https://bit.ly/3mWV4xf
https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine


シエが競演したショコラアソート★WEB 限定品約 40 点登場★誰よりも早く楽しみたい方に

おすすめの”おためしショコラ“（リリース） 

[山手調理製菓専門学校の学生考案のスイーツを販売（1/19～）]  

今回で 5 回目となる産学連携イベント。「インスタ映え」や「スイーツ男子」など 8 つのテーマ

に合わせたオリジナルケーキが登場。 

小田急百貨店新宿店本館地下２階食料品売場〈シーズンスイーツ〉では、1月 19日～25日

の期間、山手調理製菓専門学校 （渋谷区）の学生が考案したスイーツを販売。将来パティ

シエを目指す学生達の若い感性あふれるスイーツと、学生自ら店頭販売する様子に注目。

（リリース） 

[日本の職人技を一堂に！新宿小田急で「日本のものづくり」開催（1/12～）]  

日本各地から約 45 店舗が出店。暮らしを彩る衣料品や工芸品などを展開。おうち時間を豊

かにするインテリアや道具類、冬のお出かけに最適なファッションアイテムを特集。 

小田急百貨店新宿店では 1 月 12 日～20 日、本館 11 階催物場にて、日本の職人たちが

紡ぎ出した品々を伝える「日本のものづくり」を開催。また、本展と連動した企画として、AR

グラスを通して見た現実と仮想空間が融合された世界で、生き生きと動く九州の郷土玩具を

楽しめる展示会「 TSUKUMO KAMI : soul of folk toys 」を開催。（リリース） 

[小田急オリジナルの 『かぶきあげＴＯＫＹＯ』]  

老若男女問わず好まれる美味しさと食べやすい小分け包装、さらにそれぞれのフレーバー

を表現したカラフルで可愛らしいパッケージが好評。てみやげ人気の高い一品。 

『かぶきあげ TOKYO』は、歌舞伎揚で有名な天乃屋と小田急とのコラボレーションで誕生し

たオリジナル米菓ブランド。しょうゆと食感にこだわった高級タイプ「大まる」と、さまざまなフレ

ーバーが楽しめるプチサイズの「小まる」の 2種類を展開。これまでにはなかった新しい歌舞

伎揚を提案する。（リリース） 

 

【そごう・西武】 
[｢みんなで“笑顔”になる｣バレンタイン ｢チョコレートパラダイス 2022｣開催(1/20～）]  

「みんなで“笑顔”になる」をテーマに、贈っても贈られてもうれしいチョコレートを中心に約

120ブランドを展開。作り手も笑顔になれるサステナブルな商品も取りそろえる。 

西武池袋本店では１月２０日より「チョコレートパラダイス 2022」がスタート。「みんなで“笑顔”

になるバレンタイン」をテーマに、贈る側も贈られる側も作り手も笑顔になるバレンタインを提

案する。サステナブルなガーナ産カカオのブランド「マーハチョコレート」の限定商品や、サ

プライズな食感・フレーバーのチョコレート、会場で楽しむイートインメニューなど約１２０ブラ

ンドのアイテムが登場する。（リリース） 

[服の循環型サービス「 CLOSETtoCLOSET 」ＰＯＰＵＰ開催（1/18～）]  

西武渋 谷店 に て 、 服 を 売 ら な い ア パ レ ル ブ ラ ン ド energy closet に よ る

「CLOSETtoCLOSET」のポップアップショップを開催。 

西武渋谷店では、１月１８日～３１日の期間、服を売らないアパレルブランド「エナジークロー

ゼット」による、「CLOSET to CLOSET」のポップアップショップを開催。事前にチケットをご

購入頂き、当日不要となった服を３着お持ちいただくと、会場に並んでいる古着からお好き

なモノをお持ち帰り頂ける、服の新しい循環型サービス。（リリース） 

[そごう西武 恵方巻 2022 名店の味を自宅で楽しめる恵方巻をご提案（1/13～）]  

高まるイエナカでのごちそうニーズに対応し、老舗・名店恵方巻を充実。一部商品はデパ 

地下グルメお届け便での予約も受付。節分当日にお届けする。 

そごう・西武では１月１３日～２月２日の期間、恵方巻のご予約を承る。今年も引き続きコロナ

禍でのイエナカごちそうニーズの高まりを受けて、老舗・名店の味がお楽しみ頂ける商品を

昨年より約 1.2 倍に拡大。一人で食べ切れるハーフサイズや、全国各地に配送可能な冷凍

恵方巻も展開する。（リリース） 



【髙島屋】 
[髙島屋のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(WEB1/6～、各店 1/19～順次)]  

年に一度の“ショコラの祭典”として親しまれている髙島屋のバレンタイン催事「アムール・デ

ュ・ショコラ」。世界から選りすぐりの 100 以上のブランドが集う。 

世界のショコラが集結する祭典として日本初上陸のブランドや、こだわりの老舗のご紹介は

もちろん、注目の高まっている“サステナブルなショコラ”をはじめ、“気分のあがる”“ラグジュ

アリーなショコラや、この時期しか入手できない海外ブランド特集、“おうちでバレンタイン”を

楽しむショコラなどをご紹介。（リリース） 

[日本橋髙島屋のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(1/26～)]  

ご褒美チョコで、今日も HAPPY！ライフプランで、未来も HAPPY！！楽しく金融につい

て学べる特別セミナー「ライフ＆マネーは Bitter ＆ Sweet」 

ショコラがもたらす‘HAPPY’が未来も続くように・・・。日本橋髙島屋では、ショコラを愛する

みなさまが、楽しく金融について学べる特別セミナー「ライフ＆マネーはＢｉｔｔｅｒ ＆ Ｓｗｅｅｔ」

をご用意。投資やライフ＆マネープランなど興味はあるけれど、誰に聞いたらわからない、そ

んな方達に向けたバレンタイン期間限定のスペシャル企画。（リリース） 

[髙島屋大阪のバレンタインデー2022｢アムール・デュ・ショコラ｣(1/26～)]  

『ショコラパレード』をテーマに、「ワールドショコラ」、「キャラメル スウィーツ」、「ポップスウィ

ーツ」の 3つのカテゴリーで様々なショコラを提案。 

2022 年のバレンタインは『ショコラパレード』をテーマに、世界各国の有名ブランドを集結し

た「ワールドショコラ」、バイヤーこだわりの「キャラメル スウィーツ」、思わず“パケ買い”したく

なる「ポップスウィーツ」の 3 つのカテゴリーで様々なショコラを提案会場で楽しめる「ひんや

りスウィーツ」を含め、約 120ブランドのショコラを紹介。（リリース） 

[世界に誇る、地元大阪の技術を紹介「OSAKA博覧会～未来に繋ぐモノ作り～(1/19～)]  

髙島屋大阪店では 1/19～1/25、「OSAKA 博覧会」と題し、大阪府が認定する大阪製ブラ

ンドの製品を集積販売。世界に誇る技術を紹介することで、地元大阪を盛りあげる。 

大阪府内には、高い技術を持つものづくり企業が多数存在する。多くは、部品などの製造や

専門的な加工技術を有する企業で、その優れた技術を消費者が直接知る機会は限られて

いる。コロナ禍で地元企業・地元消費への注目が高まるなか、約 20 社 100 種類以上の商

品や体験型企画を用意し、世界に誇る技術を紹介する。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[大丸・ 松坂屋のバレンタイン 2022 Chocolat Promenade ショコラプロムナード] 

大丸松坂屋百貨店では、バレンタイン 2022 を今年も各店舗にて期間限定会場を中心に、

大丸松坂屋オンラインショッピングでも特集して開催。 

2022 年の大丸・松坂屋のバレンタインは、今まで以上に人との関係を思い、自分の大切な

人への日頃の感謝を伝えたいというニーズに対応できるよう、美味なる特別なチョコレートは

もちろん、ワクワクするようなスイーツを幅広くそろえた。（リリース） 

[ショコラプロムナード 今回のテーマは｢CHOCOLATE TRIP｣(松坂屋名古屋店 1/16～）] 

松坂屋名古屋店では、バレンタインの祭典「ショコラプロムナード 2022 」を 30 日間開催。

国内外から注目のショコラ国内外から注目のショコラ 84ブランドが集結。 

コロナ禍での開催が 2 度目となる今回は、テレワークの普及などにより義理チョコ需要は減

少する一方で、本命チョコや自分に贈るマイチョコ需要は増加傾向。本命に贈りたい特別な

ショコラはもちろん、女性が自分に贈りたくなる、ビジュアルの可愛さやトレンドが盛り込まれ

たチョコレート以外のおやつ・スイーツも豊富に取り揃えた。（リリース） 

[「明日見世」がドコモと AI顔認証ソフトウェアによるデータ分析実証実験開始(1/12～)] 

大丸東京店にオープンしたショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」は、ドコモと

共同で AI顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を開始。 



今回の実証実験を通じて、「明日見世 (asumise)」をご利用されるお客様の動向を理解す

ることで、店舗レイアウトや店舗運営の改善による顧客満足度の向上を図るとともに、出店ブ

ランドへのフィードバック情報のさらなる向上を目指す。（リリース） 

[大丸松坂屋百貨店が運営する初のアートメディア「ARToVILLA」スタート（1/7～）] 

大丸松坂屋百貨店は、アートとアートを買うことの魅力をお届けする初のアートメディ 

ア「ARToVILLA(アートヴィラ)」を 1/7 スタート。 

400 年にわたり、“お買いもの”を通して生活と文化を結ぶ役割を担ってきた大丸松坂屋百

貨店。暮らしが移り変わる今、同社では、“5 年先の「未来定番生活」を提案する” をビジョン

に掲げ、「アートのある豊かな生活」を提案している。アートヴィラを通して、日常に紐づいた

独自の視点から、アートを手に入れることの面白さをお届けする。（リリース） 

[名古屋城タイアップ企画第二段 本丸御殿小判受注販売開始（1/2～）] 

松坂屋名古屋店は、来年の干支である寅年にちなんだ名古屋城本丸御殿の代表作である

重要文化財「竹林豹虎図」をデザインした大判小判を受注販売。 

名古屋城とのタイアップで金シャチをデザインして販売した「金シャチ小判」の第二段。名古

屋城の金シャチをはじめ、「金」のイメージが強い名古屋。地元を象徴する縁起物としてはも

ちろん、「金」の価値が安定資産として支持されている情勢が追い風となっている今、金の小

判は話題を集める注目の商品。（リリース） 

[＜大黄金展＞金製品の一大展示即売会を新年の初売りで開催。（1/2～）] 

松坂屋名古屋店では、毎年恒例の＜大黄金展＞を新年の初売りと同時に開催。2022 年

の 1年が輝くことを祈って、特別な逸品をご覧いただける貴重な展示即売会。 

会場では大黄金展史上最高額商品となる純金のレリーフ 「虎」が東海地区に初登場。また

特別展示品として、干支である寅年にちなんだ、金箔を使用した全長２メートルの「黄金の虎」

も登場。（リリース） 

[2022年厄とばし恵方巻（大丸札幌店 2/3～）] 

北海道発、定番、変わり種、スイーツなどバラエティ豊かな恵方巻をご用意。「事前予約で

きる恵方巻」も大幅アップ。 

コロナ禍での巣ごもり需要と無病息災を願う風習が相まって、注目が集まる恵方巻。大丸札

幌店では、北海道素材や定番、変わり種の恵方巻の他、恵方スイーツ、節分菓子もご紹介。

事前予約恵方巻は 1月 12日より受付。（リリース） 

[オトナのお子様ランチ（大丸京都店 1/12～）] 

大丸京都店８階レストランフロアは改装工事で 2/28 に営業終了、2023 年春に生まれ変わ

る。レストラン８店舗では、2/28 まで「オトナのお子様ランチ」をご用意。 

1 月 12 日～2 月 28 日、レストラン各ショップ８店舗で、子どもの頃に戻った気分で、大人の

方にお子様ランチをお楽しみいただける『オトナのお子様ランチ』をご用意。未来への架け

橋となるよう願いをこめて「かけ箸」を各日先着２００名様に進呈。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[伊勢丹新宿本店 サロン・デュ・ショコラ 2022]  

「～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2022」 本年のテーマは、「『未来

と、笑おう。』温かく明るいショコラの未来に！」 

2022 年の開催で 20 回目を迎える「～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 

2022」。伊勢丹新宿店では 104 ブランドが集結（Part1、2 合計）する。＜Part 1＞1 月 20

日～25日、＜Part 2＞1月 28日～2月 3日  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002017.000008372.html （リリース） 

[伊勢丹新宿本店 SWEETS COLLECTION2022（2/5～）]  

「Life with Chocolate」をテーマに多様なスタイルの生活と嗜好性に寄り添うチョコレート

65ブランドを展開。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002017.000008372.html


伊勢丹新宿店のバレンタインは、1月 13日よりオンラインストアをオープン。2月 5日からは

「SWEETS COLLECTION 2022」を 2月 14日まで開催。会場のイートインスペースでは

＜バビ＞ソフトジェラートなどをお召し上がりいただける。「三越伊勢丹ラジオコレクション」配

信やバレンタインデー・デジタルメッセージカードの公開も。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002031.000008372.html  

[三越日本橋本店 スイーツコレクション×あんこ博覧会（2/2～）]  

「発見～discovery～」をテーマに味やビジュアルの良さだけではなく、この時だけしか味

わうことができないスイーツやこの時にしか体感できない実演販売スイーツなどを展開。 

老舗から話題のスイーツショップなど 90 ブランドを超えるスイーツが登場。和菓子、洋菓子

だけでなく和洋両方のエッセンスを取り入れた進化系ネオスイーツなど新たなスイーツの魅

力を提案する。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002003.000008372.html  

[銀座三越 Ginza Sweets Collection 2022（1/27～）]  

今年のテーマは“Mon ange(モナージュ)”。フランス語で“私の天使”という意味を表し、

家族や恋人など愛おしい人への呼びかけにも使われる。 

銀座三越スイーツコレクション担当者が、「自分が欲しいもの」「パートナーに贈るなら」「とも

チョコのおすすめ」をご紹介。催物会場での実演販売では、出来立て、作り立てをお持ち帰

りいただける。＜会期＞新館 7階催物会場:1月 27日～ 他 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002014.000008372.html 

 

【東武百貨店】 
[「ショコラマルシェ」に国内外ブランド約 80 店舗集結（1/29～）] 

テーマは『あなたの“推し”がきっと見つかる。』海外ブランドの強化や、新しい日本ブラン

ド、見た目のかわいさにこだわった映えチョコなどの新規ブランドを導入し展開。 

東武百貨店池袋本店は、1 月 29 日から 18 日間、8 階催事場にて「ショコラマルシェ」を開

催。「有名ショコラティエと名門ブランド」「映えチョコ」「チョコレートスイーツ＆イートイン」に加

え、ヴィーガンや無添加クッキーなどからだ想いのスイーツも展開。（リリース） 

[海の幸・山の幸が堪能できる！「大北海道展」開催！（1/8～）] 

東武百貨店 池袋本店は、1/8～1/23 まで「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を約 100 店舗

で開催。 

「今だけ」「ここ(当店)だけ」にこだわった海鮮・肉弁当、惣菜、スイーツの東武限定品を豊富

にご用意した、東武百貨店ならではの品揃え。珍しいとされる「鮭児」や「キングサーモン」を

はじめ、魚介・農作物、ブランド牛を使用した商品、また、初出店のお店を導入することで、

お客様が何度足を運んでも楽しい物産展となっている。（リリース） 

 

【松屋】 
[２０２２ 松屋銀座のバレンタインフェア（2/2～）] 

松屋銀座では、2/2～2/14 まで「GINZA バレンタインワールド」を開催。テーマは「チョコレ

ートの新発見」。チョコレートの新たな楽しみ方や魅力をご紹介する。 

「お酒とチョコのマリアージュ」「ちょっとした工夫（0.5 手間）を加えて楽しむチョコレート」の提

案や、「日本の食材を活かしたチョコレート」「サステナブルな取り組みを実践しているブラン

ド」「高級ラグジュアリーブランドチョコ」「世界の女の子を支援する＃サポチョコ」など、チョコ

レートの新たな楽しみ方や魅力を紹介する。（リリース） 
                                       以上 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002031.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002003.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002014.000008372.html


 

1 

 

NEWS LETTER 

2021年 12月 25日 

株式会社東急百貨店 
 

多彩にそろうバレンタインチョコレート！ 
東急百貨店ネットショッピングにて 12 月 25 日(土)から順次承り開始 

～初登場ブランドから定番人気のブランドまで、この時期だけの限定チョコレートが満載～ 
 

 

東急百貨店は、各店店頭の展開に先駆け、2021 年 12月 25 日(土)から東急百貨店ネットショッピング

にて、バレンタインチョコレートの承りを開始します。東急百貨店ネットショッピングに初めて登場するブラ

ンドをはじめ、定番人気のブランドや東急百貨店限定チョコレートなど多彩なラインナップがそろい、順次、

展開ブランドを拡大します。 

 

[商品の一例] 

東急百貨店ネットショッピング初登場ブランド！ 

 ＜ブルガリ イル・チョコラート＞ 

サン・ヴァレンティーノ 2022 4 個入り 

4,921 円 
2022 年、ブルガリブランドの本拠地であるローマの中心地にいよいよオープン
するブルガリホテル。その誕生を記念し、サン・ヴァレンティーノ 2022 は、永遠
の都、ローマにインスパイアされた「チョコレート・ジェムズ」のユニークなコレク
ションを紹介します。古代ローマ貴族たちが催した餐宴でも使われたとされる
食材をヒントに作ったチョコレート・ジェムズで、2000 年以上前の食の旅へと誘
います。 

  
 ＜PASCAL LE GAC chocolatier＞ 

クールマンディアン 

3,780 円 

クランベリー、ピスタチオ、オレンジやフランボワーズの素材をあしらったハート

型のマンディアンをはじめ、アマンドジャンドゥジャやクラッカンを詰め合わせた

かわいいハート型のコフレです。 

  
 ＜Maison Mont Nord＞ 

ボンボンショコラ詰め合わせ 6 個入り 

3,564 円 
今年のテーマは「旅」。霧がかったフランスの森や、太平洋に浮かぶ島々、ラ
テンアメリカの情熱などをイメージしながら生み出されたショコラは、口に入れ
た瞬間、あなたを異国へと連れだします。 
 
[店頭展開あり] 
・渋谷ヒカリエ 8 階 クリエイティブスペース「8/」COURT・CUBE 
・2022 年 2 月 1 日(火)～14 日(月) 

定番人気ブランドのチョコレート 

 ＜パティスリー・サダハル・アオキ・パリ＞ 

AOKI 2022 

3,240 円 

毎年「AOKI」の名を付けて発表している新作ショコラアソート。シンプルなビタ
ーチョコレートのガナッシュや、和素材とのマリアージュなど、さまざまなショコ
ラをご堪能いただけます。 
 
[店頭展開あり] 
・渋谷ヒカリエ ShinQs 地下 2階 

・2022 年 1 月 13 日(木)～2 月 14 日(月) 
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 ＜ピエール マルコリーニ＞ 

コフレ クール 9 個入り 

3,672 円 
赤く美しいフランボワーズが香る「クールフランボワーズ」をはじめ、キャラメル
ソースが入った「アニモ キャラメル」など、個性の異なる 9 種類のプラリーヌを
詰めた限定のアソートメント。 
 
[店頭展開あり] 
・渋谷ヒカリエ ShinQs 地下 2階 
・2022 年 1 月 18 日(火)～2 月 14 日(月) 

限定チョコレート 

【東急百貨店限定商品】 ＜ピエール・エルメ・パリ＞ 

トリュフ アソリュティマン 

2,160 円 
柔和なカラメルの美味しさが口いっぱいに広がる「アンフィニマン カラメル」と、
“天然バニラの純粋な味覚の素晴らしさ”を存分に発揮した「アンフィニマン ヴ
ァニーユ」2 種の詰め合わせ。 
 
[店頭展開あり] 
・渋谷ヒカリエ ShinQs 地下 2階 
・2022 年 1 月 12 日(水)～2 月 14 日(月) 

  
【渋谷スクランブルスクエア限定商品】 ＜nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO＞ 

Urban Design Collection 6 個入 

2,592 円 

東急フードショーエッジ限定フレーバー「桃と杏」「青森カシス」など、国内のこ

だわり素材を使った個性豊かなおいしさを詰めました。 
 
[店頭展開あり] 
・東急フードショーエッジ 渋谷スクランブルスクエア店 1 階 Event Stage1 
・2022 年 2 月 3 日(木)～14 日(月) 

 

 

■東急百貨店ネットショッピング「2022東急百貨店バレンタイン」概要 

承 り 期間 ： 2021 年 12 月 25 日(土)～2022 年 2 月 10 日(木)15 時 

お届け日 ： 2022 年 2 月 10 日(木)～14 日(月) 

U R L ： https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPage6.html 

   東急百貨店ネットショッピング会員限定特典 

上記承り期間中、東急百貨店ネットショッピング「2022 東急百貨店バレンタイン」にて、税込み 5,000 円以上 

お買い上げの方は、配送料無料で承ります。 

、 

 
 

【参考】店舗で展開するイベント 

イベント名 ： 渋谷ヒカリエ ShinQs「ショコラ ZAKKA フェスティバル」 

期 間 ： 2022 年 2 月 1 日(火)～14 日(月) 

会 場 ： 渋谷ヒカリエ 8 階 クリエイティブスペース「8/」COURT・CUBE 

 

 

※数に限りがありますので売り切れの際はご了承ください 

※商品により、展開期間が異なります 

 

 

https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmShopTopPage6.html
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売上・規模、日本最大級のチョコレートの祭典が大阪で開幕！

「バレンタインチョコレート博覧会2022」
期間：＜インターネット＞販売中～2022年2月7日（月） https://bit.ly/3mxD10m

　　　 ＜地下 1階＞2022 年 1 月 12 日(水)～2 月 14 日(月)

　　 　＜9階・各階＞2022 年 1 月 20 日(木)～2 月 14 日(月)　※一部、スタート日が異なります。

　2021年のバレンタイン商戦は、1月の緊急事態宣言再発令に伴い、店頭でのイベントやセミナーは全

て中止し、密回避の会場作りを徹底。逆境に立たされた状況の中、お客様の“熱く、でも解けないチョコ

レート愛”に支えていただき、売上・規模共に日本最大級のチョコレート売場になりました。

　2022年のバレンタイン商戦は、“チョコでつながる、しあわせ”をテーマに、約300ブランド・3,000種類の

チョコレートが揃う、日本最大級のチョコレートの祭典をぜひ、ご取材ください！！

■この時期の阪急うめだ本店は、全館チョコレート一色の“阪急チョコ百貨店”！？に。

9階メイン会場に加え、地下1階から11階までの10フロア14箇所で（5階除く）、各フロアの商品構成を活

かしたサテライトショップを展開。全館バレンタイン大作戦！を遂行します。

〇注目は、初企画～届けたい、大地のめぐみ。作り手の想い。～「コミューナルチョコ」

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月14日（月）/9階 アートステージ

地域の活性化や環境保全、食文化 の継承などを考えて、生産者とともにモノづくりをする、食の未来を

考える『コミューナルフードマーケット』。そのコンセプトをもとに、地域を元気にする素材を使用し、未来

へと伝えたいシェフや素材の作り手の想いが詰まった商品が“コミューナルチョコ”です。北海道から沖

縄まで、チョコレートでその土地の素材や魅力を発信したい、生産者とともに地元を盛り上げたいと取り

組んでいる熱い想いの16ブランドをクローズアップしました。

・「RAMS CHOCOLATE （ラムズ チョコレート）」

　旭川ボンボンショコラ2022 （12個入り）4,801円

今回ボンボンショコラに合わせた素材は、江丹別で牧草中心の餌で

乳牛を育てる「伊 勢ファーム」のブルーチーズ、小説にも登場する名

店「珈琲亭ちろる」のコーヒー豆、「男山」が300年前の仕込み技術を

再現した超甘口の復古酒、北海道初の紅茶専門店として注目された

「ライフラプサン」の香り高く甘みのある焼茶、北海道の北部では生産

されることが希な梨、北海道では珍しい落花生生産者「宮下農園」の

鮮度の良いピーナッツなど、こだわりの12種類。北海道・旭川の大地

の味、文化の香りが楽しめる1箱です。

・wakayama*chocolat｢toco*towa（とことわ）｣

　bonbon３｢紀州｣（3個入り）1,001円

和歌山市塩屋のwakayama*chocolat｢toco*towa｣は、みかん、梅、醤

油、ぶどう、山椒など和歌山の素材を使ったチョコレートで人気のブラ

ンド。店名は、toco=常（とこ）towa=永遠（とわ）、を表し“日々の小さな

幸せがずっと続くように”との願いが込められています。製造は障がい

を持つスタッフ5人が担当。彼らの夢も広げ、世界に発信できるおいし

さを目指しています。
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そのほか、沖縄本島北部・やんばるで、カラキ（沖縄シナモン）や月桃などの地域の素材と海外産地の

良質なカカオを組み合わせたチョコレートづくりをしている小さな工房「OKINAWA CACAO（オキナワカ

カオ）」 黄金（くがに）のチョコレート（6個入り）1,728円や、国内に52の拠点を持ち、世界各国のチョコ

レートと日本 各地のおいしい食材をマリアージュして、気軽に楽しめるスイーツを発信している「QUON

CHOCOLATE（クオンチョコレート） 」 QUON the world 阪急うめだ本店セレクション（17個入り) 4,806円

など、注目ブランドが目白押しです。

〇毎日来たくなる、ワクワクするアイテムが揃う“チョコパーク”が登場

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月14日（月）/9階 催場

ひと口サイズのチョコレートを断面で紹介する「ボンボンショコラミュージアム」、チョコ×お酒の魅力を提

案「リカーマルシェ」、ソフトクリームやチョコスイーツを集めた「ゴーゴー！チョコパーラー」の3つをテーマ

で会場を構成。チョコレートの香りに包まれた幸せな時間を過ごせること間違いなし！です。

「タダシ ナカムラ パリ」

ボンボンショコラ6粒入り

（6粒入り）3,024円

「中津ブルワリー×cru de M（クリュ ド エ

ム）」クラフトビールショコラ

（4個入り）2,160円［阪急限定］

「グイド・ゴビーノ」グラニータ

グイドピスタチオ・グラニータ

（1杯）791円

〇人気企画！～広がるカカオの可能性～「カカオワールド」

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月14日（月）/9階 祝祭広場

カカオの秘めたる魅力や可能性に着目。産地ごとの特徴やその魅力

を引き出すブランド、同地域の食材とのコラボレーショ ン、タブレット

以外の楽しみ方など、チョコレートの種類による違いに迫ります。

「ショコラティエ パレ ド オール ブラン 」

タブレットテロワール ブラン(1枚45g)1,296円

〇日本のクリエーションが集結！「ニッポンのチョコちから」

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月14日（月）/9階 阪急うめだギャラリー

日本ならではの素材を生かすこと、自分を超えるために挑戦し続ける

こと。そんな意気込みあふれるショコラティエが作る日本のクリエーショ

ンに、世界が注目しています。そんな卓越した技と、研ぎ澄まされた感

性を持つブランドが勢揃いします。

「クラブハリエ」

ショコラアソート2022（9個入り）4,320円
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〇ラブリー！ファンシー！キュート！「チョコスイーツタウン」

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月14日（月）/9階 阪急うめだホール

心ときめくかわいいルックスのチョコレートや、ケーキなどがお出迎え

するとびきり楽しいお菓子の街。自分へのご褒美はもちろん、大切な

人とのあまいひとときにぴったりなチョコスイーツが大集合します。
「パフェテリア ラルゴ」オペラ缶

左から）

オペラカシス(165g入り)801円

オペラ(165g入り)701円

オペラピスターシュ(165g入り)801円

オペラ缶3種セット(各165g入り)2,001円

〇今、注目の素材「フルーツ＆ナッツ」をテーマに地下1階が先行スタート！

期間/場所：2022年1月12日（水）～2月14日（月）/地下1階スイーツストリート

「ピスタ アンド トーキョー」

ピステーヌ(5個入り)1,512円

ピスタチオ リッチピスタチオ

(4個入り、日本製)1,944円【阪急限定】

ピスタチオ ショコラクランチ

(5個入り)1,215円

「NUTS LAB（ナッツラボ）」

ナッツクッキー アソートギフト

（1缶）2,501円

ピスタチオショコラバターサンド

（1個）451円

「堀内果実園」

ドライフルーツショコラ〈ホワイト・スイート〉

キウイショコラ（各40g入り）各1,296円

みかんショコラ（各32g入り）各972円など

〇「クラウディ×クラブハリエ」コラボレーション

期間/場所：2022年1月20日（木）～2月1日（火）/1階コトコトステージ11

アフリカの女性たちが一つひとつ手作りするバッグやポーチを扱う「クラ

ウディ」。売上げの一部は、アフリカで工場や学校 を建設するなどのア

クションにつながっています。そんな想 いに共感した「クラブハリエ」と

コラボレーション。今回はエコバッグやショコラバーム、カカオサンドを

阪急限定で販売します。

　　　　　　　　　　　　　　　　「クラウディ×クラブハリエ」

コラボレーション ショコラバーム（1個）2,268円 ［阪急限定］

・2階化粧品売場：カカオに着目したスキンケアアイテムやビューティーフードを販売。

・3階婦人服売場「サムシング グッド スタジオ」：“ピンク”をキーワードにパッケージやデザインの

　かわいいチョコレート、　アイシングクッキー、雑貨などが週替わりで登場。

・4階婦人服売場：ライフスタイルショップ「about her.」から、フラワーや雑貨をはじめ、芦屋のカフェレスト

　ラン「Fuzuki Yaoka」とのコラボレーション商品も登場。

・6階婦人服売場：チョコレートや焼き菓子とともに、お気に入りの器で楽しむティータイムを提案。
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・7階リビング用品売場：おうち時間を楽しむチョコレートとワイン、ワイングラスのペアリングを提案。

・8階スポーツファッションイングス：カカオと爽やかなフルーツとコーヒーとチョコのマリアージュを提案。

・8階婦人服売場：ファッションアドバイザーあーこちゃんセレクトのフルーツモチーフのかわいいチョコや　　　　

　雑貨を販売。

・10階『うめだスーク』中央街区パーク：“あにまるパーク”をテーマに動物モチーフや、キャラクター

　モチーフのチョコレートが大集合。

・11階こども服売場：こどもから大人まで、キュンとする“かわいい”“クール”なモチーフが集結。

■バレンタインのもう一つの楽しみ方。阪急のケーキ宅配でケーキをギフトに。
本格的なケーキがメッセージプレート付きでお届けすることができる

のでギフトにもなると大好評で、クリスマス時期には受注が殺到した、

ご希望の場所に配達する阪急のケーキ宅配。地域限定でフレッシュ

な状態の生ケーキをお届けする『CAKE DIARY(関西地区・東京地

区)』と、ワンランク上の冷凍ケーキを全国にお届けする『CAKE LINK』

の3つのサービスからお選びいただけます。阪急うめだ本店や街で話

題のパティスリーから全16種類のケーキが登場。

・配送料/お届け日：一律990円/1月12日(水)～2月14日(月)

・お届け地域：サービスにより異なる
※一部対応していないブランド・商品がございます。

※お届け日の 短3日前までご予約を承ります。※商品によりご予約承り期間が異なります。
大阪・江戸堀

「ショコラトリ・パティスリ ソリリテ」

アムール(直径10×高さ6.5cm)2,808円

[販売予定数40]※2月3日(木)からお届け

◎「バレンタインチョコレート博覧会2022」の全貌がこの一冊に。
256ページ、担当者渾身のガイドブックはこちらからＤＬお願いします。

ＵＲＬ：https://xgf.nu/zXf8　※容量がかなり大きいです。ご注意下さい。

◎「阪急バレンタインチョコレート博覧会」

ＬＩＮＥ公式アカウントができました。
会場やオンラインストアの情報をお届けします。

便利なブランド検索機能も可能に。

　　　　　　　　　　　　　 ※LINE登録用QRコード

◎インスタグラム公式アカウント ＠hankyu_choco
担当者一押し商品の紹介や、ライブで情報を発信！

◎広報公式 YouTube チャンネル 「Hankyu_PR_Channel」 https://bit.ly/3gZuU8a
日本最大級のバレンタインチョコレートの祭典の魅力を熱く！！でも溶けない？！

甘～いチョコ情報を“チョコっ？”とライブ配信でお届けする情報局　～米田のチョコっとＴＶ～

2022年1月10日（月・祝）からバレンタインスタジオより生配信します。

◎会場内覧会のご案内（※別途ご案内します）

日時：2022年1月20日(木) 8時30分～ （※受付8時20分)

9階催場と祝祭広場を中心に開店前に会場をお披露目します。ぜひご取材ください。
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2022/1/6  

国内最大規模、約75店舗80名の作家が集結！ 

第37回旨し、美し。「金沢・加賀・能登展｣ 
1月12日(水）〜18日(火）/ 9階催場・祝祭広場  https://bit.ly/3mWV4xf 

※一部、石川県以外で生産、または県外産の原材料を使用した商品がございます。 

 国連サミットでＳＤＧｓが全会一致で採択されて約6年。日本でも多くの企業・自治体などがＳＤＧｓ達成に向けて

取り組みが加速するなか、阪急うめだ本店で開催される「金沢・加賀・能登展」においてもＳＤＧｓ目線の活動や商

品を特集。藩政時代から積み上げてきた伝統と、ここから未来に向けてできる、持続可能な取り組み企画商品な

どが集結する新年最初の大型イベントです。 
 

■地元の魅力を発信！未来に向けて私たちができること 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
地元栗園との出会いから生まれた地産モン

ブラン。栗を低温で長期熟成することで糖度

をあげた焼栗を使用。 

｢和栗 白露」 

榛摺（能登焼栗のモンブラン、1人前、ドリン

ク付き）2,420円【各日限定100】 

 

ひらみゆき農園の能登ブルーベリーを 

使ったスイーツはテイクアウトで。 

｢和栗 白露」×「ひらみゆき農園」 

苅安(葛ねりモンブラン柚子1個)  

紺青(葛ねるモンブランブルーベリー1個） 

各800円【各日限定20】  

※右画像：「農業女子いしかわ」スタッフ 

自家農園でかぶらの端材を粉砕、乾燥させ

て肥料として畑に散布するエコアクション

で、かぶら寿しの伝統を受け継ぐ。 

「四十萬谷本舗」 

吟醸かぶら寿し（250ｇ） 

2,484円  【各日限定30】

 

 

 

茶櫃のために生まれた木地に新しい命を

吹き込む、デザインも使い方も自由自在。 

「我戸幹男商店」 

マークマレウッドボウル（1個）132,000円～

※セミオーダー承りの場合、約3ヶ月後の 

お渡し 

 

木地から漆塗まで一貫して手がける江戸

時代創業の老舗店舗から世界に一つの 

漆器を紹介。 

「輪島キリモト」 

セミオーター漆器 四角まめ皿（1個） 

11,000円～ 

 

今現在も研究が行われている謎多き焼物

“珠洲焼”の復興に情熱を注いだ中山達磨

と気鋭の山田睦美、2人の作家に注目。 

中山達磨 作 流転（17☓41☓42ｃｍ） 

330,000円【現品限り】
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イートイン 

https://bit.ly/3mWV4xf


 

■毎日石川県から配達！現地に行かなくても地元本場の味が楽しめる 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
加賀料理の伝統を今に伝える、1830年創

業の老舗料亭。金沢駅開業時に販売を

開始した駅弁が数量限定で登場。 

「大友楼」 

華錦（1人前）2,160円 

【各日限定20】 

※12日（水）～14日（金） 

中能登で噂の薪窯ベーカリーが全国初の

出店。自家培養した発酵種を使い薪窯で

焼きあげる香り豊かなパン。 

「月とピエロ」 

左から パン・コンプレ（1/2カット）1,512円

【各日限定30】 パン・オ・フリュイ（1/4カッ

ト）1,512円【各日限定120】 

飴の老舗「あめの俵屋」の“じろあめ”を使っ

たコラボ商品。上品な甘さと小麦の香ばしさ

が絶品。 

「新出製パン所」 

食パン加賀極み（1斤）1,041円

 

 

■金沢を代表する老舗料亭や銘店の味と技 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

1625年創業。大藩加賀の歴史とともに390

余年の歴史を歩む老舗。能登の名産・赤

崎いちごを包んだスペシャルな逸品と季節

の花々を表現した上生菓子。 

「森八」 

季節の上生菓子 (6個入り) 1,944円 

 

 

 

金沢の食文化を継承する老舗料亭が、日

本海の幸と地元産の加賀野菜を使用した

加賀料理。 

「金城楼」 

加賀懐石弁当（松、1人前）5,400円 

【1日限定20】 

※15日（土）～17日（月） 

 

 

江戸時代から350年以上の歴史を持つ茶

陶の名門。ろくろを使わない手捻りと飴釉

で仕上げる大樋焼。  

「金沢・クラフト広坂」 

十一代大樋長左衛門 作 

大樋掛分皿（5枚セット）198,000円 

【現品限り】

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

株式会社阪急阪神百貨店 OMO販売推進部 OMOメディア推進部 広報担当 

 TEL : 06-6313-9227 E-mail:hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp   
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１月１９日（水） → ２４日（月） ８階 催事場＜最終日は午後５時まで＞ 

 
 

 

  ２年ぶりに本格復活！ 

全国各地の有名駅弁３００種類以上が大集結！  
「阪神の有名駅弁とうまいもんまつり」 

 
 
 
全国各地から実演２２店舗を含む、３００種類以上の駅弁が集結する 

阪神梅田本店の人気催事。初開催から２０年連続で、阪神の食催事の 

売上高１位を誇ります。 

日本ならではの食文化「駅弁」。移動手段の高速化などにより、車中で 

弁当を食べる習慣が薄れ、駅売りや車内販売も減少傾向にありますが、 

「食の阪神」として、地方の名産品、地元グルメ、趣向をこらしたパッケージ 

や容器のデザインなど、様々な駅弁の魅力を、多くのお客様にお伝えして 

いきたいという思いがこもった名物催事です。 

さらに、今回は H2O リテイリンググループの「阪急オアシス」 

「イズミヤ」「カナート」の共同企画として、１月１６日（日）１日限りで 

「有名駅弁大会」を開催。より多くのお客様に、関西にいながら有名駅弁 

や懐かしの味、趣向を凝らした新作まで、存分にご堪能いただけるまた 

とない機会です。 

 

 

 コロナ禍での大規模集客催事。運営方法の見直しや改善対策！  

先行きが見えない状況で準備を進めるなか、実演販売で人気を集めるお店の出店中止や、新作開発を断念せ

ざるを得ないことも多くあった前回大会。コロナ禍での２回目の開催となる今回は、前回大会で得た運営ノウハウを

もとに、さらに安心してお買い物いただける体制づくりに努めています。 

 

○“密回避”のために。オンラインショッピングで事前ご予約 

 催事が始まる前から、人気のお弁当を、阪神オンラインショッピングサイトでご予約いただけます。人気ナンバー

ワンの広島県 山陽本線 宮島口駅「うえの」あなごめし、福岡県 鹿児島本線 折尾駅かしわめしなど全４０種

類を承ります。 

  ＜受付期間＞２０２２年１月２日（日）→１５日（土） 

  ＜お渡し期間＞１月１９日（水）→２４日（月） 午前１０時～午後４時 

※商品によってお渡しできる時間帯が異なります。 

  ＜お渡し場所＞８階 催事場「有名駅弁とうまいもんまつり」ご予約駅弁お渡しカウンター 

  ＜特設サイトＵＲＬ＞https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/ekiben/ 

  

 ○イートインスペースの中止 

 できたて、つくりたてを味わえると人気の「イートインスペース」を、“密回避”と“飲食リスク回避”のため、残念な

がら中止し、ソーシャルディスタンスが保てるよう、十分な通路を確保いたします。 

 

   

阪神梅田本店ニュース  

 

 

広報部 

080-9942-6094/ 06-6345-1823 

 

2022/1/12 

 

 

 

 

 



 ２年ぶりに名物弁当が揃い踏み！２５店舗が実演販売  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鉄道開業とともに誕生した人気駅弁も実演販売！  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

広島県 山陽本線 宮島口駅 

「うえの」あなごめし（１人前）２,１６０円  

＜各日販売予定数７００個＞※お一人さま５個まで 
 
創業明治３４年と１００年以上続く老舗で作られた「あなごめし」。 

アナゴの出汁で炊いたごはんを詰め、素焼きした後に特製タレで香ばし

く重ね焼きした焼アナゴを敷き詰めています。継ぎ足しで使うタレで焼い

たアナゴの香ばしい香りは絶妙。全国の駅弁ファンあこがれの逸品が阪

神百貨店に！ 

北海道 函館本線 森駅 

「いかめし阿部商店」 

いかめし（１人前）７８０円 

 
 
元々北海道森町の郷土食だった“いかめし”。旅館業を営んでいた

「阿部商店」の先代が、北海道鉄道が森駅を開業するのにあわせ、１

９０３年駅構内営業業者として発足。国産のうるち米ともち米をブレンド

した独自のもちもち食感が、変わらぬ人気の秘密。 

 
徳島県 徳島線 阿波池田駅 

「栗尾商店」阿波尾鶏トロッコ駅弁 

（１人前）１，３００円 

 

徳島駅と阿波池田駅間を運行するトロッコ列車下り便「さとめぐ

みの風」車内で、乗車前に事前予約で販売されている車内限

定駅弁が実演販売で登場します。 

 

２０２０年販売
個数 NO.1 

 

愛知県 

東海道本線 豊橋駅 

「壷屋弁当部」稲荷寿し（１人前）５８０円 
 
明治２１年、廻船問屋と料理旅館として創業。翌年、豊橋駅開

業にあわせて弁当販売開始。近在の豊川稲荷にちなんで、明

治末期より名物稲荷寿しを販売。こってり甘辛が人気の１００年

以上続く大ベストセラー。 

２０２０年販売
個数 NO.２ 

 

２０２０年販売
個数 NO.3 

 

 
山形県 奥羽本線 米沢駅 

「新杵屋」牛肉どまん中 

（１人前）１，２５０円 

 

人気の駅弁「牛肉どまん中」が発売されたのは、山形新幹線

が開通した翌年にあたる 1993年（平成 5年）。米沢のおいし

いものをアピールしたいという思いのもと、米沢牛を主役にし

た駅弁が作られました。このユニークなネーミング「どまんな

か」というのは、実はお米の品種に由来しています。 

実演 

実演 

実演 

実演 

実演 



 カレーなる対決！有田焼きカレーＶＳカレー“ひっぱりだこ飯”も実演販売  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 懐かしの味をもう一度。人気駅弁が復刻！   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 山陰本線 城崎温泉駅 

「米田茶店」かに寿し（１人前）１,１００円 
 

昭和３３年（１９５８年）から生産している『かに寿し』は、駅の売店閉鎖

や近隣区間の車内販売終了などの理由から生産を終了。新聞記事

で生産中止を知った「淡路屋」が連絡を取り受け継ぐことに。試作を

繰り返し約２ヶ月かけて味を再現。包み紙などもほぼ以前のままで、

「明治４４年創業 米田茶店」の名前も残り復刻しました。 

 

福岡県 鹿児島本線 博多駅 

「博多寿改良軒」博多名物かしわめし（１人前）８６０円 

 

明治２９年（１８９６年）創業の「寿軒」が販売していた『博多名物かしわめ

し』は、新幹線導入などで乗車時間が短縮された上、コンビニが駅構内

に進出したなどの理由から平成２２年に廃業。 

博多駅の名物としても馴染みがあったため、平成３０年に「広島駅弁当」

が引き継ぐ形で、現地に「博多寿改良軒」という子会社を作り復刻。 

 

佐賀県 佐世保線 有田駅 

有田焼カレー 阪神タイガース（１人前）２，３００円  

各日販売予定数３００ 

 

「第７回ＪＲ九州の駅弁グランプリ」ランキング第 1位。超お得な器

付がついためずらしいカレーライスの駅弁「有田焼カレー」。寅年

にちなんで、阪神タイガースのマスコット、トラッキー、ラッキー、キ

ー太が描かれた器の限定品が登場。 

 

 
兵庫県 山陽本線 西明石駅 

「淡路屋」たこ壷カレー（１人前）１，２００円 

 

特徴のあるタコツボ風の容器は黄色。いつもと違うタコの姿にもご注

目。バレンシアライスに自家製キーマカレーを盛付け、タコ旨煮やカ 

レー味のたこ天、色彩豊かな野菜を添えました。開けたとたんに異

国の雰囲気を感じられる逸品です。 

 

実演 

実演 

©阪神タイガース 



 徳川家康、武田信玄、上杉謙信。戦国武将がそろい踏み。ご当地武将駅弁！   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほか、石川県 前田利家 華ちらし寿し、京都府 明智光秀 大丹波光秀栗めし、鹿児島県 島津

義弘 鹿児島黒豚 焼豚めし、兵庫県 黒田官兵衛 中国大返し穴子めし（いずれも１人前１，５００円）

が揃います。 

 
宮城県 東北新幹線 仙台駅 

伊達政宗 銀鮭のはらこめし（１人前）１，５００円 

 

宮城県の郷土料理「鮭はらこめし」は、伊達政宗に献上

され、その味が広まったともいわれています。脂ののった

銀鮭とイクラを盛りつけました。 

 

 
山梨県 中央本線 甲府駅 

武田信玄 鮑の煮貝飯と鳥もつめし（１人前）１，５００円 

 

甲州名物・鮑の煮貝を入れた炊き込みご飯の上に、

甲州名物・鳥もつと野沢菜、シイタケ、ウズラの卵など

を乗せました。 

 
新潟県 信越本線 新潟駅 

上杉謙信 かちどき飯（１人前）１，５００円 

 

上杉謙信は、日常食は質素ながら出陣の際には山・海の

幸をふるまったといわれることから、鮭などの海鮮や山菜

を盛り込みました。 

 
愛知県 東海道本線 名古屋駅 

織田信長 飛騨牛焼肉と八丁味噌焼きとり 

（１人前）１，５００円 

 

尾張・美濃を統一した織田信長にちなみ、八丁味

噌漬けの焼き鳥、飛騨牛の焼肉、好んで食したと

される「ます」「根菜類」を盛り込みました。 

 
愛知県 東海道本線 豊橋駅 

徳川家康 うなぎと小鯛のちらしずし（１人前）１，５００円 

 

徳川家康が好んだとされる小鯛と浜納豆をあしらった

ちらしずしに、国産ウナギの蒲焼を乗せました。 

 
広島県 山陽本線 福山駅 

毛利元就 山海賊めし（１人前）１，５００円 

 

広島を代表する食材のタコ、穴子、神明鶏を釜めし風

に。毛利元就が好んだ、広島名物「乳団子」を添えてい

ます。 
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2022 年 1 月 7 日 

株式会社小田急百貨店 

 “心躍るショコラの旅”をテーマに、８８ブランドが集結！ 

「ショコラ×ショコラ」1月 22日（土）から開催 
～ 「羽田チョコレートジャーニー」から世界トップクラスのブランドが初登場！ ～     

 

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、1 月 22 日（土）～2 月 14 日（月）の期間、「シ

ョコラ×ショコラ」を開催します。 

“心躍るショコラの旅”をテーマに、国内外のトップショコラティエや有名ブランドのチョコレ

ートが一同に集結します。コロナ禍で思うように旅行を楽しめない状況が続くなか、今年は海外

ブランドの展開数を昨年より増やし強化。王道から注目の初登場ブランドまで、多彩なチョコレ

ートとの出会いを楽しめます。 

イートインコーナーには和栗モンブラン専門店『栗歩 浅草本店』とかき氷の店『埜庵』が入

れ替わりで出店し、小田急オリジナルメニューを提供します 

 

２０２２年「ショコラ×ショコラ」ココに注目！ 

■「羽田チョコレートジャーニー」が会場に！世界トップクラスのブランドが登場 

■海外ブランドを強化！注目のショコラトリーのチョコレートが初登場 

■会場で味わえるイートインコーナーでは人気店の小田急オリジナルメニューを提供！ 

 

 

タイトル：「ショコラ×ショコラ」 

期 間：１月 22 日（土）～2 月 14 日（月） 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場 

ブランド数：88 ブランド ※期間中、イートインコーナーは入れ替えあり 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://bit.ly/3eXdIjY （1 月 12 日（水）公開予定） 

※営業時間はホームページをご確認ください。   

 

 

■「羽田チョコレートジャーニー」から世界トップクラスのブランドが登場 
昨年羽田空港で初開催された、世界のトップショコラティエが集うチョコレートの祭典「羽田

チョコレートジャーニー」。その中から４ブランドが初登場します。 

 

●『メイド イン ピエール・エルメ』ビターチョコレート（桐箱

入り・10 個入）3,024 円 初登場 

“味覚の喜びだけが唯一の指針”をモットーとしているパティシエ、ピ

エール・エルメ氏が選りすぐった日本の素晴らしいものを世界へ発信

する「Made in ピエール・エルメ」。贈り物にぴったりな桐箱に入っ

た和柄のチョコレートのほか、バレンタイン限定パッケージのチョコ

レート詰め合わせを用意しました。 

 

●『グマイナー』シャンパントリュフ（6 個入）2,592 円 初登場 

1898 年、ドイツ・シュヴァルツヴァルト地方で創業した老舗菓子店。

フォルカー・グマイナー氏は、世界トップクラスのパティシエたちか

ら成る由緒ある組織、「ルレ・デセール」のメンバーに当時最年少で選

ばれるほど確かな腕をもち、伝統を守りつつ新たな味わいを追求し続

けています。香り高いシャンパンを贅沢に使い、丁寧に仕上げた、シ

ャンパンのしっかり効いた大人の味わいのトリュフです。 

https://bit.ly/3eXdIjY


 

●『フィリップ・コンティチーニ』ブラウニー マニフィック（5 個入）

3,240 円 初登場 

“デザートを料理する”という革命的な言葉とともに、パティスリーとキュ

イジーヌ（料理）の境界を消したと讃えられるフィリップ・コンティチー

ニ氏。濃厚なチョコレートのブラウニーを、デザート界の巨匠がお届けし

ます。 

 

●『ノックス オーガニックス』プレミアムオーガニックチョコレー

トシリーズミックスエディション（12 個入）2,160 円 初登場 

スウェーデンの製薬会社で開発されている『ノックス オーガニックス』

チョコレート。「100%オーガニックの原材料、カカオ 70%＋スーパーフ

ード、上白糖不使用で味にこだわる」を基本に、美容と健康をサポートす

る革新的なチョコレートを提供しています。 

 

■初登場！注目の海外ブランドを紹介 
 今年は海外ブランドの展開数を増やし、実力派のショコラティエとショコラトリーのチョコレ

ートが登場。チョコレートファンならずとも注目の初登場ブランドを紹介します。 

 ①           ②             ③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ④              ⑤ 

 

 

 

 

 

 

①『ル・ショコラ・アラン・デュカス』デクヴェルト（6 個入）2,808 円 初登場 

フレンチの巨匠アラン・デュカス氏によるショコラトリー。世界各地からカカオ豆を厳選し、素材の

個性を生かす料理哲学をショコラに込めて、パリと東京の工房で製造しています。産地ごとに異なる

カカオ豆の個性とフレーバーとの組み合わせの妙をお楽しみください。 

②『ルノートル』キューブ・ルノートル（5 個入）2,592 円 初登場 

創業者ガストン・ルノートル氏の思想を受け継ぐパリ最高峰のメゾンのひとつ。濃厚なチョコレート

と爽やかなフルーツピューレが織りなすカラフルな 5 種類のキューブ型ショコラを詰め合わせました。 

③『ホテルショコラ』シグネチャーコレクション（12 個入）2,800 円 初登場 

1993 年、ロンドンで誕生した『ホテルショコラ』。カリブ海セントルシア島に自社農園を所有し、エ

シカルなカカオ栽培に取り組み、上質なカカオにこだわったチョコレートをお届けしています。 

④『イル・ド・レ』フルール・ド・セルショコラ（5 個入） 1,080 円 初登場 

日本初登場となる、フランスの人気観光地、レ島にあるアルティザンショコラブランド。希少性の高

い「フルール・ド・セル」を使用したショコラを直輸入でお届けします。 

⑤『ローラン・ジェルボー』ギャレ オ ノワゼット（８個入）4,320 円 初登場 

ベルギー・ブリュッセルの 8 大ショコラブランドのひとつに挙げられる人気ショコラティエ。最低限

の砂糖で仕上げたプラリネをミルクとダークで味わう創業以来のトップベストセラー商品です。 



 

■できたてスイーツが味わえるイートインコーナーも登場！ 
イートインコーナーには、注文してから和栗ペーストで仕上げるモンブランがＳＮＳでも話題

の和栗モンブラン専門店『栗歩 浅草本店』と、冬でも多くのファンが訪れるかき氷の店『埜庵』

が入れ替わりで出店し、小田急オリジナルメニューを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●和栗モンブラン専門店『栗歩 浅草本店』【1 月 22 日（土）～31 日（月）】 

ショコラニブとカカオのモンブラン（１個）1,980 円 ※テイクアウトは 1,944 円 

小田急オリジナル 初登場 

●かき氷の店『埜庵』【2 月１日（火）～14 日（月）※7 日（月）は休業】 

チョコミント（１杯）1,400 円 ※2 月１日（火）～6 日（日）小田急オリジナル 

※各店ラストオーダーは各日閉場の 1 時間前まで 

 

 

    

＜EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では特集ページ開設中！＞ 

 

EC サイトでは、WEB 限定品を含め約 120 ブランドのチョコ

レートを展開中。バレンタイン本番を迎える前に、人気ブラン

ドの新作などを味わえる「おためしショコラ」企画も実施して

います。 

注文期間：～2 月 8 日（火）9 時まで  

※「おためしショコラ」は 1 月 18 日（火）９時まで 

Ｕ Ｒ Ｌ： https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine  

 

※詳しくは以下のリリースをご参照ください。 
＜「小田急百貨店オンラインショッピング」で、12 月 25 日（土）から、「ショコラ×ショコラ」

の展開がスタート！＞ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000275.000035774.html  

 

 

 

＜小田急百貨店新宿店＞ 

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://www.odakyu-dept.co.jp/  

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327  Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000275.000035774.html
https://www.odakyu-dept.co.jp/


 

 

『モンサンクレール』柚子はっさく 

柚子とはっさくのフルーティーで香り

高いガナッシュのトリュフ。 

 

 
 

『ガトー・ド・ボワ』トリュフ アメール 

カカオの芳醇な香りと苦みを最大限に引き

出した大人の味わいのブラックトリュフ。 

 

 
 

『パティスリーノリエット』クールフレーズ 

苺のガナッシュをホワイトショコラでコー

ティングしたやさしい味わいのハート形シ

ョコラ。 

 
 

報道関係各位                              2021 年 12 月 29 日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

 

クリスマスが過ぎ、年末年始を迎えると、次に気になるイベントはバレンタイン。ショコラの祭典

として盛り上がるこの季節を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。 

小田急百貨店では、2021 年 12 月 25 日（土）から、小田急百貨店オンラインショッピングでの

「ショコラ×ショコラ」の展開がスタート。（https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine） 

どんなショコラに出会えるのかワクワクしながら、一足早くショコラの旅へ出掛けませんか？ 

 

 

 

 
 
 
 

じっくり味わい比べてみてください♪ 6 人のショコラティエ＆パティシエの自信作 
 

小田急百貨店オンラインショッピングでは約 650 点のショ

コラを取り揃えます。そのうち WEB 限定品は約 40 点の展開

です。 

WEB 限定品のなかでも注目は、日本の今を代表する 6 人の

ショコラティエ＆パティシエの自信作を一箱で楽しめるアソ

ート。『トシ・ヨロイヅカ』鎧塚俊彦氏、『マジドゥショコラ』

松室和海氏、『パティスリーエチエンヌ』藤本智美氏、『モン

サンクレール』辻口博啓氏、『ガトー・ド・ボワ』林雅彦氏、

『パティスリーノリエット』永井紀之氏が手掛ける、個性溢

れるショコラを味わえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小田急百貨店オンラインショッピング」で、 

12 月25 日（土）から、「ショコラ×ショコラ」の展開がスタート！ 

～WEB 限定品を含め、約650 点のショコラが登場～ 

 

小田急百貨店オンラインショッピング「ショコラ×ショコラ」はココをチェック！ 
 
★6 人のショコラティエ＆パティシエが競演したショコラアソートに注目！ 

★早めにチェックしておきたい！WEB 限定品が約 40 点登場！ 

★誰よりも早く楽しみたい方には、”おためしショコラ“がおすすめ 

 

『トシ・ヨロイヅカ』エクアドル 

自社管理農園のカカオ 80％と 65%

をブレンドして仕上げた、ビターな

味わいのボンボンショコラ。 
 

「パティシエセレクション 2022」 
ショコラアソート 2,916 円 

『マジドゥショコラ』カカオバルプ 

カカオ豆 10Kg からわずか 500g しか

とれない希少部分（カカオパルプ）を使

用した、フルーティーな酸味が特徴。 

 
 

『パティスリーエチエンヌ』花々の蜂蜜 

地元農家による純粋な蜂蜜をたっぷり使

用した贅沢なボンボンショコラ。 
 



 

 

『ジャン=ポール・エヴァン』 

ボンボンショコラ 6 個 ミュージック 2,960円（6 個入） 

1986 年に弱冠 28 歳で M.O.F. 受賞。数々の栄誉に輝く

世界トップクラスのショコラティエが手掛ける、音楽への

オマージュをテーマにした五感を刺激する至福の一粒。 

 

 
 

『ダリケー』 

カカオサンドクッキー（MIX）2,592 円（12 個入） 

インドネシアの協力農家とカカオ豆の可能性を世

界に発信するショコラ専門店。チョコレートが主

役のラングドシャです。 

 
 

『アンソンバーグ』 

コニャックアソート 10P 1,998 円（10 個入） 

デンマーク王室御用達の歴史あるブランド。5 種類

のコニャックをダークチョコレートに閉じ込めま

した。 

 
 

『ランスタンカカオ』 

チョコレートアソートBOX 4,860 円（12 個入） 

新進気鋭のショコラティエが日本初登場。been 

to bar 製法で仕上げたダークチョコレートのアク

セントにゴマ塩などおいしい驚きを。 
 

 

個性豊かなショコラが勢揃い。WEB 限定品は、ぜひ早めにチェックを！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかの人より一足早く味わいたい方は注目！先行お届けの「おためしショコラ」 
 

小田急百貨店オンラインショッピング「ショコラ×ショコラ」でご注文の商品は、2022 年 2 月 11

日（金・祝）～14 日（月）のお届けとなりますが、バレンタイン本番を迎える前に、人気ブランドの

新作などを味わいたい方には「おためしショコラ」企画がおすすめです。 

おためしショコラ対象商品（約 50 点）を 1 月 18 日（火）9:00 までにご注文いただくと、2022

年 1 月 23 日（日）以降、順次お届け。一足早くショコラの祭典を楽しみたい方は必見です。 

 

 

＜小田急百貨店オンラインショッピング「ショコラ×ショコラ」概要＞ 
注文期間：2021 年 12 月 25 日（土）～2022 年 2 月 8 日（火）9:00 まで 

お届け期間：2022 年 2 月 11 日（金・祝）～14 日（月） 

ブランド数：約 120 ブランド 

商 品 数：約 650 点 ※そのうち WEB 限定品約 40 点、おためしショコラ約 50 点 

U R L：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine 

※ 新宿店本館 11 階催物場において、2022 年 1 月 22 日（土）～2 月 14 日（月）に開催する 

「ショコラ×ショコラ」の内容につきましては、改めてリリースさせていただきます。 

 

 このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



報道関係資料 

2022 年 1 月 12 日 

株式会社小田急百貨店 

▲店頭で学生が自らオリジナルケーキを販売（昨年の様子） 

 

▲先生からの指導も ▲テーマに合わせケーキを考案 

 

▲選考会にて試作品を制作 

 

 「インスタ映え」や「スイーツ男子」などをテーマにしたケーキが登場！  

山手調理製菓専門学校の学生考案のスイーツを販売 
～ 学生自ら店頭販売も！オリジナルケーキと焼き菓子を展開 ～     

 

小田急百貨店新宿店本館地下２階食料品売場〈シーズンスイーツ〉では、1 月 19 日（水）～

25 日（火）の期間、山手調理製菓専門学校（渋谷区）の学生が考案したスイーツを販売します。

今回で 5 回目となるこの産学連携イベントでは、「インスタ映え」や「スイーツ男子」など 8 つ

のテーマに合わせたオリジナルケーキが登場。将来パティシエを目指す学生達の若い感性あふれ

るスイーツと、学生自ら店頭販売する様子に注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
■3 ヶ月にわたり制作！8 つのテーマに合わせたオリジナルケーキが完成 

製菓総合本科の 2 年生約 50 名が参加し、昨年の 10 月からケーキの制作をスタート。今回は

“パーソナルスタイル”をお題に、「インスタ映え」「スイーツ男子」「アスリート」「働くお父さん」

「キャリアウーマン」「子育てお母さん」「幼児向け」「シニア向け」の 8 つのテーマから学生自

らがテーマを選び、試行錯誤しながらケーキを考案。 

昨年の 11 月下旬に校内で選考会が行われ、8 種類のケーキが選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■オリジナルケーキや焼き菓子を学生自ら販売！ 

8 種のオリジナルケーキのほか、クッキーやマドレーヌなどの焼き菓子を販売します。１年生

を中心に学生自ら店頭販売する姿にも注目です。 

 

●【テーマ：インスタ映え】苺のドームショートケーキ 400 円 

一目で可愛いと思うような見た目にこだわり、味は万人に好まれるショ

ートケーキをイメージした構成にしました。 

●【テーマ：キャリアウーマン】ピスタチオムース 400 円 

ピスタチオムースの中にチョコクリームとラズベリーソースを忍ばせ

ました。洗練された見た目にこだわりつつ、女性らしさも追求しました。 



 

●【テーマ：子育てお母さん】フランボワーズと紅茶のガトー 400 円 

ラズベリームースを、焼き上げた紅茶のアーモンドクリームの上に乗せました。ほっと一息つきたい時の

ケーキをイメージし、気分が明るくなるよう華やかな見た目にこだわっています。 

●【テーマ：スイーツ男子】ライチとヨーグルトのムース 400 円 

男性でもさっぱり食べられるような構成にし、ライチムースとマンゴームースを層にして重ね、味のまと

め役として上にアプリコットのグラッサージュをかけました。見た目は断面の美しさがポイントです。 

●【テーマ：アスリート】りんごのティラミス 400 円 

アスリート向けに低糖質で構成しました。スポンジ生地にはプロテインを使用しています。 

●【テーマ：働くお父さん】キャラメルナッツタルト 400 円 

甘い物が苦手な方でも食べられるようなケーキを制作しました。塩味の効いた塩キャラメルにナッツを合

わせたほろ苦く香ばしい一品です。 

●【テーマ：幼児向け】ミルクとチョコレートのムース 400 円 

3 大アレルギーの卵と小麦を使用ぜすに制作。ミルクムースとチョコムースを２層にし、なかにバナナを

忍ばせました。 

●【テーマ：シニア向け】ほうじ茶プリン 400 円 

静岡県島田市『カネイ一言製茶株式会社』のほうじ茶を使用し、サラリと召し上がれるように仕上げまし

た。 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：山手調理製菓専門学校の学生考案のスイーツを期間限定販売 

期   間： 1 月 19 日（水）～25 日（火）10 時～20 時 30 分 

場 所：小田急百貨店新宿店本館地下 2 階食料品売場〈シーズンスイーツ〉 

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

ア ク セ ス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://www.odakyu-dept.co.jp/  

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327  Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

https://www.odakyu-dept.co.jp/


 

報道関係資料 

２０２２年１月７日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

小田急百貨店新宿店では 2022 年 1 月 12 日（水）～20 日（木）、本館 11 階催物場にて、

日本の職人たちにが紡ぎ出した品々を伝える「日本のものづくり」を開催します。 

会場では日本各地から約 45店舗が出店し、それぞれ職人さんが作り出した暮らしを彩る

衣料品や工芸品などを展開します。特にイエナカ需要が活況であることから、おうち時間を

豊かにするインテリアや道具類に加え、冬のお出かけに最適なファッションアイテムを特

集します。 

また、本展と連動した企画として、本館 1 階特設会場では、AR グラスを通して見た現実

と仮想空間が融合された世界で、生き生きと動く九州の郷土玩具を楽しめる展示会

「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」を開催します。 

「日本のものづくり」の概要は以下のとおりです。 

 

【開催概要】 

タイトル  日本のものづくり 

期  間  2022年 1月 12日（水）～20日（木） 

場  所  小田急百貨店新宿店本館 11階催物場 

営業時間  10時～20時 ※最終日は 17時閉場 

住  所  東京都新宿区西新宿１－１－３ 

電  話  ０５７０－０２５－８８８（ナビダイヤル） 

アクセス  新宿駅西口すぐ 

Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.www.odakyu-dept.co.jp 

 

【主な展開商品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津桐工芸［福島県／かねはち］ 

桐ダイニングテーブルセット 

約 W100×H70×D75cm 

484,000円 限定 5セット 

手づくりネクタイと和雑貨 

［東京都／手作りネクタイ井元］ 

つるしびな（絹／約 H65cm） 

33,000円 限定 2点 

ごますり・杵築焼 

［大分県／杵築焼司窯］ 

ごますり（小）（陶器・約 12.5cm） 

3,300円 

日本の職人技を一堂に！ 

新宿小田急で「日本のものづくり」開催 

本館 1 階特設会場では、AR 技術と郷土玩具を組み合わせた展示会も 

https://www.www.odakyu-dept.co.jp/


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

薩摩つげ［鹿児島県／喜多つげ製作

所］ 

つげブラシ（5列） 

約 4.5×20cm 16,280円 

リネンニット工房 

［山形県／ケンランド］ 

タートルネックベスト 

リネン 55％・毛 39％・ナイロン 6％ 

19,800円 限定２点 

※フリーサイズ 

※シャツは参考商品です 

銘木時計とオルゴール 

［東京都／工房みち］ 

振子時計（クォーツ） 

チーク約 W25×H40×D14cm 

154,000円 ※現品限り 

AR 技術を用いて日本の伝統工芸文化を楽しむものづくり展 

「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」開催 

会場にだるまや人形など九州の郷土玩具 7点を展示。ARグラスを通して玩具を見ると、そ

れぞれの玩具に宿された「九十九神」が浮かび上がり、玩具とのコラボレーションが始ま

ります。AR技術ならではの五感を通じた新たな体験を楽しめます。 

 

期間：2022年 1月 12 日（水）～20日（木）             

場所：新宿店本館 1階特設会場 

時間：平日 12時～20 時、土日祝 10時～20時 

※入場無料 

このニュースリリースに関するお問い合わせは下記担当までお願いいたします。 

㈱小田急百貨店総務部広報担当 野田・丹野・野村 

TEL：03‐5325‐2327、Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



報道関係資料 

2021 年 12 月 23 日 

株式会社小田急百貨店 

▲高級タイプ「大まる」とプチサイズの「小まる」  ▲カラフルで可愛らしいパッケージの「小まる」   ▲お好みで詰合せにも   

 

てみやげにおすすめ！バリエーション豊かな歌舞伎揚 

小田急オリジナルの『かぶきあげＴＯＫＹＯ』 
～ この冬限定フレーバー「うに×海苔」が新登場！ ～     

 

年末のこの時期、年末年始のご挨拶やホームパーティーへのてみやげに悩む方も多いのではな

いでしょうか。 

小田急百貨店新宿店本館地下 2 階和洋菓子売場の『かぶきあげＴＯＫＹＯ』では、小田急オ

リジナルの歌舞伎揚を展開しています。老若男女問わず好まれる美味しさと食べやすい小分け包

装、さらにそれぞれのフレーバーを表現したカラフルで可愛らしいパッケージが好評で、てみや

げ人気の高い一品です。12 月１日（水）に新登場したこの冬の限定フレーバー「うに×海苔」

にも注目です。 

 
 
『かぶきあげTOKYO』 
歌舞伎揚で有名な天乃屋と小田急とのコラボレーションで誕生したオリジナル米菓ブランド。

しょうゆと食感にこだわった高級タイプ「大まる」と、さまざまなフレーバーが楽しめるプチサ

イズの「小まる」の 2種類を展開。これまでにはなかった新しい歌舞伎揚を提案します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■12月に新登場！冬の限定フレーバー 
 『かぶきあげＴＯＫＹＯ』では、一番人気の「しお&瀬戸内レモン」をはじめとする定番フレ

ーバーに加え、季節限定のフレーバーが登場するのも魅力のひとつです。過去には「夏野菜のペ

ペロンチーノ」や「秋鮭の味噌バター風」、「和栗のモンブラン」など、オリジナリティ溢れるフ

レーバーを期間限定展開。12 月１日（水）には、この冬の新フレーバー「うに×海苔」が登場

し、人気が高まっています。  

 

▶『かぶきあげ TOKYO』うに×海苔 432円（１箱/4袋入） 

うにの濃厚な旨みと風味を国産焼き海苔の香ばしさが引き立てた、

磯の香り豊かな深みのある贅沢な味わいです。 

 
 

 

『かぶきあげ TOKYO』 

場 所：小田急百貨店新宿店本館地下 2階和洋菓子売場 

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://www.odakyu-dept.co.jp/ 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327  Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

https://www.odakyu-dept.co.jp/


お問い合わせ 西武池袋本店 広報 熊谷、亀井、仁平 ０３－５９４９－５３４０（直通） 

西武池袋本店                               2021 月 12月 
＜NEWS RELEASE＞                

約 120ブランドを品ぞろえ 

1月 20日から「チョコレートパラダイス 2022」を開催 
テーマは「みんなで“笑顔”になる」バレンタイン 

     
池袋本店では、1 月 20 日から人気催事「チョコレートパラダイス 2022」を開催します。“みんなで楽しいバレンタインを過ご

したい”という想いで、「みんなで“笑顔”になる」をテーマに、贈っても贈られてもうれしいチョコレートを中心に約 120 ブランドを

展開します。くわえて、作り手も笑顔になれるサステナブルな商品も取りそろえます。2月 1日からは第 2会場「チョコレートパ

ラダイス 2022－バレンタインマーケットー」もオープン。チョコレートに加えて、プチギフトに最適な雑貨も取りそろえます。   

■作り手も笑顔に！ 
サステナブルな未来を目指すガーナ産カカオ使用「MAAHA CHOCOLATE(マーハチョコレート)」 
と、スイーツなどをデリバリー・EC販売する「Sweet Wagon(スイーツワゴン)」がコラボレーション 
 
“ガーナのカカオの可能性を広げ、カカオ農家に情熱や誇りをもってもらいたい”という想いで、カカオの持続的なフェアトレードを目指し、高

品質なカカオ作りの支援に取り組む田口愛氏。田口氏が目指すサステナブルなガーナ産カカオの魅力の詰まった「マーハチョコレート」が

今回も出店します。   
「マーハチョコレート」は創業者の田口愛氏が、チョコレートの味を知らなかったアフリカ・

ガーナのカカオ農家の人たちに、味と作り方を伝えるため、現地に小さなチョコレート 

工場を建てたことから始まったブランドです。現在新たに本格的な工場を建設中で、

2023 年には 100％MADE IN GHANA のチョコレートを世界中に届けようと 

しています。   
今回「マーハチョコレート」は、スイーツをメインにデリバリーと EC 販売を行っている 

「スイーツワゴン」とコラボレーション。田口氏の活動に共感した「スイーツワゴン」の 

パティシエが、現地の子どもたちの描いたイラストをモチーフにケーキを彩りました。 

ソーシャルグッドな取り組みを応援する西武池袋本店の想いを込めて限定販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

■ガーナ産カカオの美味しさ際立つカカオテリーヌが登場 
ガーナカカオの深いコクと豊かな風味が魅力のカカオテリーヌ。 

濃厚で大人なカカオの味わいが口の中に広がります。  
［画像左］●マーハチョコレート／カカオテリーヌ 

［1 個入、長さ約 5cm］1,700 円 

［画像右］田口愛氏 
    

西武池袋本店のバレンタイン 

田口愛氏とガーナの子どもたち 

①マーハチョコレート×スイーツワゴン／ドリームリトルケーキ 

［1 個、直径約 10 ㎝］各 3,780 円 

ガーナ産カカオチョコレートを使った生クリームの濃厚なくちどけ。  
②マーハチョコレート×スイーツワゴン／ドリームメレンゲフラワー 

［1 個、メレンゲ部直径約 7 ㎝］各 724 円 

卵黄使用の多いスイーツ作りのフードロス削減を考え卵白を 

活用したメレンゲ菓子にマーハチョコレートをトッピング。 

① ② 

西武池袋本店限定 西武池袋本店限定 
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■思わず笑顔になっちゃう“サプライズ”チョコレート 
食べたら驚きの意外な味や楽しい食感のチョコレートや、見た目が楽しいチョコレートなど、誰かと共有したくなるチョコレートです。  
思いがけない食感やフレーバーが楽しいチョコレート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

見た目が楽しい映えチョコレート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

■イエナカ時間をランクアップ！笑みがこぼれるご褒美チョコレート 
仕事や家事を頑張っている方に、この時期特別のご褒美チョコレートを取りそろえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

●ヴィヴェル パティスリー／ 
ショコラアソート 
［4 種のﾁｮｺﾚｰﾄｸﾗﾝﾁ 60g・ﾊﾟｰﾙ 

ｱｯﾌﾟﾙﾁｮｺﾚｰﾄ 8 個・ﾄﾘｭﾌﾎﾜｲﾄ 

ﾁｮｺﾚｰﾄ 4 個］2,818 円 
アップルゼリーやナッツなど素材の個 
性を楽しめる 3 種の詰め合わせ。 

初登場 

●メゾンモンノール／オラン
ジェット シャリュトリューズ 
ピスターシュ 
［5 個入］4,104 円 
ハーブ系リキュールで香りづけし
たオレンジコンフィの上品な風味
を生かして。 

初登場 

●フーシェ オリンポス／ 
惑星のかけら/宇宙鉱物標本 
［5 個入］2,160 円  

※各日限定 25 個 
煌めきを秘めた原石のような 
美しさ。さまざまな食感も楽しい 
ショコラ。 

●マレーン・クーチャンス／ 
 トゥーカン 2022 
［12 個入］5,832 円  
マンゴーやパイナップルなど 6 種
のキャラメルをホワイトチョコレー
トシェルの中に。 

●ラ・メゾン・デュ・ショコラ／ 
フォルマン パッショナント 
［8 個入］3,888 円 
このボックスだけで味わえる黒ニンニ
クを使った斬新なガナッシュやレモ
ンピールとジンジャーのショコラも。 

西武・そごう限定 

●ブボ・バルセロナ／ 
キューブボンボン ラブ 

［8 個入］2,916 円 
ローズやフルーツなどを練り込んだ
ガナッシュと、チョコレートの風味が
とけあう芳醇なボンボンショコラ。 

●セバスチャン・ブイエ／ 
クマギモーヴ＆ドームショコラ 
［6 個入］2,160 円 
食感がクセになるムースショコラと
ふんわりギモーヴの詰め合わせ。 

●メリーチョコレート はじける 
キャンディチョコレート。／ 
アソートメント缶 

［21 個入］1,944 円 
6 種類のはじけるキャンディイン 
チョコレートをレトロな缶に詰め 
合わせました。 

●ル・ショコラ・アラン・デュ 
カス／デクヴェルト詰合せ 

［6 個入］2,808 円 
産地別のカカオや多彩なフレーバ
ーのガナッシュ、プラリネ入りの3タ
イプで、素材本来の味わいと香り
を堪能。 

●ジャン＝ポール・エヴァン／ 
ボンボン ショコラ ミュージック 

［10 個入］3,996 円 
希望を謳歌するように、スパイシー 
でフルーティーな味わいが響き合う 
ショコラ。期間限定の 6 粒を含む 
アソート。 

●ブルガリ イル・チョコラート／ 
サン・ヴァレンティーノ 2022 

［4 個入］4,921 円 
2022 年のローマのブルガリホテル 
誕生を記念して。古代ローマ貴族 
の饗宴でも使われたとされる食材 
をヒントに作ったチョコレート・ジェムズ。 

●イヴァン・ヴァレンティン／ 
 イヴァントリュフ 
［12 個入］6,687 円 

通常は紹介制のみで手に入る
プライベートチョコレートブランド
が登場。 



お問い合わせ 西武池袋本店 広報 熊谷、亀井、仁平 ０３－５９４９－５３４０（直通） 

西武池袋本店 ＜NEWS RELEASE＞                          2021 月 12月   

■友達も同僚も笑顔に！友チョコ・ビズチョコ復活 
今年のバレンタインデーは月曜日。学校や職場のみんなを笑顔にする感謝の気持ちのチョコレート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

■会場で笑顔に！食べて飲んで楽しめるイートイン、実演、テイクアウト 
新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じながら、出来立ての味が楽しめるイートインスペースも設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
＜イートイン＞ 

①ピエールマルコリーニ／マルコリーニ ショコラ マンゴ パフェ[1個]1,320円 西武池袋本店限定 ②カカオ サンパカ／ショコラタ インペリアル[1

杯]660 円、③ラ・メゾン・デュ・ショコラ／コルネ メゾン[プチ パフェ][1 個]880 円 西武池袋本店限定 ④カカオ サンパカ／カカオスープ エス

ペレット[1 個]660 円 

＜テイクアウト・実演＞ 

⑤アトリエ ドゥ ゴディバ／アトリエ パルフェ アンポルテ[マンゴー・ストロベリー・ショコラ、1 個]各 897 円 実演 「マンゴー」は西武池袋本店限定 、

⑥モンサンクレール／タルトフォンダンショコラピスターシュ[1 個]601 円 西武池袋本店・そごう横浜店限定 、⑦ブノワ・ニアン／クッキー オ モル

ソード ショコラ（ハシェンダ ビクトリア）[1 個]648 円 西武池袋本店限定    

■笑顔の距離が縮まる、シェアするチョコレートスイーツ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

●モンサンクレール／ 
ガトーショコラプラリネ 

[1 個入、直径約 12cm] 

3,601 円 
プラリネの香ばしさと重厚なカカオ
感に、シュトロイゼルやヌガーの食
感をプラス。 

●パスカル・ル・ガック／ 
サンジェルマン 

[1 個入、直径約 13cm] 

1,944 円 
アーモンドとショコラの香り豊かな 
ハーモニー。 

●ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオ 
ブロマ／テリーヌ オ ショコラ 

  マダガスカル 
[1 個入、長さ約 12cm] 

3,262 円 
テオブロマが発酵技術の指導を 
行うマダガスカルの農家のカカオで。 

西武池袋本店限定 西武池袋本店限定 

●ザ・ペニンシュラ ブティック 
＆カフェ／ペンショコラ S  
チョコレートパウンドケーキ 

[1 個入、長さ約 12cm] 

1,731 円 
クロテッドクリームを練り込んだ 
しっとりケーキ。 

初登場 

●キツネとレモン／ 
コレクションボックス 

［25 個入］2,700 円 
愛らしいキツネが印象的な、 
レモンがテーマの新ブランド。 

●ゾッター／ハンドスクープバー 
［ピスタチオ・サフランピスタチオ・フレンチ 

ピスタチオヌガー、1 個入］1,450円 
チェリーブランデーが香る人気の「ピスタ 

チオ」に様々バリエーションが登場。 

「サフランピスタチオ」
西武池袋本店限定 

●ピエール マルコリーニ／ 
コフレ クール 9個入り 

［9 個入］3,672 円 
人気のクールシリーズと定番の味
わいを詰め合わせました。 

●パティスリーヤナギムラ／ 
八千代伝酒造厳選 9銘柄 

［9 個入］2,916 円 
鹿児島の八千代伝酒造を代表 
する芋焼酎や麦焼酎入り。 

西武・そごう限定 

① ② 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

③ 
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■この時期この場所でしか手に入らない、限定チョコレート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

■西武池袋本店デビューブランドや、毎年話題の人気ブランド 
 

①初登場●トシ・ヨロイヅカ／Yoroizuka  

Collection2022［4 個入］1,901 円 

②初登場●メゾンモンノール／ボンボンショコラ 

［6 個入］3,564 円 

③初登場●RAU（ラウ）／Nami-Nami 

［6 本入］2,700 円 

④SS限定●ピエール・エルメ・パリ／パール モガドール 

［約 180g 入］2,160 円 

⑤●ジャン＝ミッシェル・モルトロー／〈有機 JAS 

認証取得品〉パニエ・ドゥ・ショコラ‐ベル・セゾン‐ 

［6 個入］2,268 円 

⑥パティスリー・サダハル・アオキ・パリ／AOKI2022 

 ［6 個入］3,240 円 

             
＜催事概要＞ 

■タイトル：「チョコレートパラダイス 2022」 
■会期：2022年 1月 20日（木）～2月 14日（月） 26日間 
■会場：本館 7階＝催事場  、  ■展開ブランド数：約 100ブランド 
 
《「チョコレートパラダイス 2022」第 2会場》 
◆タイトル：「チョコレートパラダイス 2022ーバレンタインマーケットー」 
◆会期：2022年 2月 1日（火）～14日（月） 、 ◆会場：別館 2階＝西武ギャラリー 
◆展開ブランド：バフル(海)（ジャミーラ）、惑星チョコレート（アストロノミー）など 計 21ブランド   
＊【e.デパートバレンタイン展開概要  ＊URL：https://edepart.omni7.jp/brand/chocolatep】 
■会期：12 月 1 日（水）～2022年 2月 6 日（日） ※本会期は 2022 年 1 月 7 日（金）午前 10 時～ 
■展開ブランド数：約３５ブランド ※本会期は約 110 ブランド（前年＋10 ブランド）※12 月 15日（水）時点 
■お届け日：早期展開ブランド 2022年 1月 21 日（金）以降、本会期展開ブランド 2022 年 2月１日（火）以降 

西武池袋本店限定 
●パスカル・ル・ガック／ボンボン 

ショコラ［6 個入］2,700 円 

西武池袋本店限定 
●ｲｰｽﾞ ｱﾝﾄﾞ ﾃｨｰﾙ／ﾋﾞｰﾝﾄｩｰ 

ﾎﾞﾝﾎﾞﾝｼｮｺﾗ 2022［5 個入］ 

3,240 円 

西武池袋本店限定 
●ジョンカナヤ／クレイジー 

カクテルバーセレクション 

［5 個入］2,916 円 

初登場 初登場 

西武池袋本店限定 
●ヴァンサン ゲルレ／シャルマン VG 

［6 個入］2,592 円 

西武池袋本店限定 
●カカオ サンパカ／サンティアゴ 

2022［3 個入、2022 年 

チョコプレート付］1,620 円 

西武・そごう限定 
●デルレイ／ 

マーブルダイヤモンドボックス 

［6 個入］4,320 円 

西武池袋本店限定 
●ﾌｨﾌｽｱｳﾞｪﾆｭｰ ﾁｮｺﾗﾃｨｱ／リカ－ 

セレクト（ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ・ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝ・ 

ﾒﾛﾝｶｸﾃﾙ)［6 個入］2,700 円 

西武池袋本店限定 
●ミッシェル・ブラン／ 

マニフィック 22 

［8 個入］3,024 円 

① ② 

④ ⑤ ⑥ 

③ 

https://edepart.omni7.jp/brand/chocolatep


 

 
   

 
 

百貨店初“服を売らないアパレルブランド” 

不要になった服持参で、新たな服を持って帰る 

服の循環型サービス「CLOSETtoCLOSET」ＰＯＰＵＰ開催 
 
そごう・西武では、１月１８日（火）～３１日（月）の期間、西武渋谷店にて服を売らないアパレルブランドenergy closet

による、「CLOSETtoCLOSET」のポップアップショップを開催いたします。Ｚ世代の三和沙友里氏が代表を務める      

energy closetは、着ない服を誰かに届ける体験、新しいファッションへの挑戦の機会として定期的に“服の循環”をテーマに

したポップアップイベントを開催しており、百貨店では今回が初めての開催となります。当イベントは、事前に入場チケットを

ご購入頂き、当日不要となった服３着をお持ちいただくと、会場に並んでいる古着からお好きな３着を持ち帰ることができる、

服の新しい循環型サービスとなっています。会場には、この取り組みに賛同したそごう・西武の社員や、西武渋谷店で働く

一部の従業員から事前に集めた服も展開。それぞれ従業員の服に対する想いや、おすすめのコーディネートなどを記入 

したコメントカードを付けて展示いたします。そごう・西武では今後もお客さま、従業員と一緒に環境に配慮した百貨店を

目指してまいります。 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【開催概要】 

■日程：１月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月）、２９日（土）、３０日（日）、３１日（月）＝計６日間 

※月曜日のみ１４時～２０時まで。上記日程を除く１月１８日（火）～３１日（月）の期間は、服の展示のみ。 

■場所：西武渋谷店Ｂ館４階＝イベントスペース   ■入場料：3,000 円 ※完全予約制です。 

■展示アイテム数：紳士服、婦人服など約２００着 ※展示アイテムは順次入れ替わります。 

■チケット販売サイト「Ｐｅａｔｉｘ」： 

１月２２日（土）、２３日（日）、２４日（月）の入場 https://22seibushibuyaxenergycloset.peatix.com 

１月２９日（土）、３０日（日）、３１日（月）の入場 https://29seibushibuyaxenergycloset.peatix.com 

■西武渋谷店ＨＰ：https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/220118ClosettoCloset.html 

※こども服、水着、下着、靴、靴下などはお持ち込み対象外です。 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

energy closet 代表・三和沙友里（みわ さゆり）氏プロフィール 

1996年生まれ、千葉県出身。学生時代より株式会社CRAZYにてウエディングや カフェ事業に

参画。さらに地元千葉を拠点とした Social Art Labo というチームをつくり、クラウドファンディングを

達成。2019 年に『energy closet』を立ち上げ、エシカルファッションを軸にした活動を行っている。 

■『energy closet』ＨＰ：https://closet2closet.studio.site/ 

【過去の開催の様子】 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__22seibushibuyaxenergycloset.peatix.com&d=DwMFaQ&c=23nAi7A0phHVaTexJInL6_chi6cpFaE0QssNX5E5JuA&r=zEq54kEEsHyPCQSJvq1k8PATlUbgj_gBQX5onmr9n3g&m=PWzNZvt7gfR-xhzaLuOMs70eIEFZdNcyhSqQi26TCW8&s=zsAO41KQOmFBerfttkm_9M0KGgMrFHVI_GPMoEGhzoo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__29seibushibuyaxenergycloset.peatix.com&d=DwMFaQ&c=23nAi7A0phHVaTexJInL6_chi6cpFaE0QssNX5E5JuA&r=zEq54kEEsHyPCQSJvq1k8PATlUbgj_gBQX5onmr9n3g&m=PWzNZvt7gfR-xhzaLuOMs70eIEFZdNcyhSqQi26TCW8&s=hZcKWaUIJg2PUjuFrNPATaLIzqSuTJ-o5H5Pi_oSiWM&e=
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/220118ClosettoCloset.html
https://closet2closet.studio.site/
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高まるイエナカでのごちそうニーズに対応 

名店の味をご自宅で楽しめる恵方巻をご提案 
そごう・西武は２０２２年の恵方巻に老舗・名店の味がお楽しみいただける商品を昨年より約１.２倍に拡大してご予約

を承ります。コロナ禍でイエナカでのごちそうニーズ拡大が続いており、昨年は恵方巻の売上が前年の約１割増、年始のお

せちも老舗・名店おせちの売上が前年の約２割増と好調でした。今年の恵方巻についても同様の傾向が続くと予想し老

舗・名店恵方巻を充実。中でもコロナ禍で定着したお一人サイズに対応する食べ切りのハーフサイズや今回新たにご用意

した、全国各地に配送可能な冷凍恵方巻が特におすすめです。また一部対象商品についてはデパ地下グルメお届け便

「e.デパチカ 西武池袋本店」での予約も受付。２月３日（木）節分当日に恵方巻をご自宅にお届けいたします。 
 

そごう・西武の恵方巻概要 
■予約期間：１月１３日(木)～２月２日（水）まで ※店舗により会期は異なります。 

■西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」会期：１月２４日（月）午後１１時５９分まで 

※e.デパートの取扱商品は店舗と異なる場合がございます。 

■展開店舗：そごう・西武全１０店舗、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」 

■品揃え：約１１０種類(前年１.１倍)内「老舗・名店の恵方巻」２６種類（前年＋５種類） 

■売上目標：前年比１２０％（前々年比約１３０％） ※既存店合計 
 

（代表商品例） 

老舗料亭の贅沢恵方巻 
 
 
 

 
 

人気の高級海苔弁を恵方巻に 

 

 

 

 
 

全国各地で名店の味がお楽しみいただける冷凍配送の恵方巻 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、価格は全て税込みです。  

辻留「本鮪（中とろ・赤身）と雲丹酒煮の恵方巻」ハーフ（長さ約９㎝） ８,６４０円 

明治三十五年創業。茶懐石で名高い「辻留」。懐石料理の奥深さを実感できる贅沢な恵方

巻をご用意いたしました。年に一度の恵方巻に相応しい贅沢な恵方巻です。 

（取り扱い：西武池袋本店） 

ト。 

海苔弁いちのや「海苔弁恵方巻」ハーフ（長さ約９㎝）  ８６４円 

話題の高級海苔弁専門店。白身フライや竹輪磯辺揚げ等、海苔弁を恵方巻に。定番

の五目・海鮮・お肉だけではなく、今年は変わり種の海苔弁恵方巻もお楽しみ下さい。 

（取り扱い：西武池袋本店、渋谷店、所沢 S.Ｃ.／そごう横浜店、千葉店、大宮店） 

つきじ鈴富「大間本鮪恵方巻」（長さ約１８㎝）  ３,２４０円 

コロナ禍で注目の冷凍食品。恵方巻も冷凍にする事で、全国で名店の味がお楽しみ

頂けます。豊洲市場仲卸「鈴富」が選んだ青森県大間産本鮪が主役の海鮮恵方巻。 

（取り扱い：西武渋谷店、秋田店、／そごう横浜店、千葉店、大宮店、広島店） 

【ご自宅やオフィスへ時間指定でお届け「ｅ.デパチカ 西武池袋本店」での恵方巻ご予約受付概要】 

■予約受付期間：１月１８日（火）～３０日（日）午後６時３０分まで ■お届け日：２月３日（木）  

■取扱商品：１８ブランド／２６種類を予定 ※詳しくは１月１８日（火）以降公式サイト参照 

■お届け地域：豊島区・文京区全域、板橋区・北区・新宿区・練馬区・中野区の一部 

■公式サイトＵＲＬ： https://edepachika.sogo-seibu.jp/ikebukuro/ 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞㈱そごう・西武  広報  高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３（６２７２）７１３５  ＦＡＸ：０３（６２７２）７１３９ 

https://edepachika.sogo-seibu.jp/ikebukuro/
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※価格は税込みで表記しております。 取り扱い店舗や商品情報等は、変更になる場合がございます。 

 

 

 

 2022年 1月 
 

髙島屋のバレンタインデー 202２ 
世界から選りすぐりの100以上のブランドが集う、“ショコラフェス”！  

「アムール・デュ・ショコラ」 

 
 

 髙島屋オンラインストア   2022年 1月 6日（木）午前 10時から 販売スタート 

髙島屋各店     202２年 1月１９日（水）から 順次スタート 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/amour/index.html 

「アムール・デュ・ショコラ」は、日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店、柏店、大宮店、高崎店、岐阜店、大阪店、京都店、堺店、 

泉北店、岡山店にて開催いたします（計 13店舗・別会社は除く）  ※営業時間、開催会場は、各店にお問合せください 

※店舗によって販売期間や、一部、お取り扱い商品が異なります 

 

年に一度の“ショコラの祭典”として親しまれている髙島屋の 

バレンタイン催事 「アムール・デュ・ショコラ」。 

世界のショコラが集結する祭典として日本初上陸のブランドや、 

こだわりの老舗のご紹介はもちろん、ますます注目の高まっている 

“サステナブルなショコラ”をはじめ、“気分のあがる”“ラグジュアリー 

なショコラや、この時期しか入手できない海外ブランド特集、 

“おうちでバレンタイン”を楽しむショコラなどをご紹介いたします。 

 

 

① 日本初上陸！のショコラブランド          

■ 地球にも人にも優しい、パリ発のヴィーガンショコラ  髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

香港のヴィーガンレストランでシェフパティシエールを務めたアンドレア・ロカゲル氏

が、2019 年からパリで展開をスタートした新ブランド。ヴィーガン、オーガニック、

プラスティック不使用をコンセプトとし、宇宙や月を意識したマーブル模様が目を惹

くチョコレート菓子。白砂糖のかわりにメープルシロップやココナッツ糖を使用。 

着色料も自然由来のみを使用し、4種のおいしさを BOXに詰合せました。 

（チェリー＆柚子のホワイトチョコレート、オレンジ＆ガナッシュ、ノワゼット＆オーツ

麦、アーモンドチャイ＆グルノーブル産くるみ） 

「ルナ・クレアシオン パリ」 マーブルコレクション （4種計 4個入） 2,970円  

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 
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■ ナチュラルで洗練された、美しいショコラ          

2019年、28歳の若さでM.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を取得した 

イヴァン・シュヴァリエ氏。上質なクーベルチュールと地元ブルターニュの素材を 

使用したショコラがお目見えです。 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「イヴァン・シュヴァリエ」 ショコラアソート （8種計 8個入） 3,780円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

■ アルプスでしか手に入らない、希少なショコラ          

美食家の多いパリジャンたちの別荘地として知られるスキーリゾート、アルプス。 

地元産の素材を使用して作られたショコラは、ブルーベリーを丸ごとプラリネに 

混ぜたミルクチョコレートや、雄大な大地に咲くエーデルワイスをモチーフにした 

美しいショコラを詰合せました。 

「ショコラティーヌ ユアン・ドゥブレ」 髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

雪の結晶＆エーデルワイスアソート （3種計 6個入） 3,672円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

 ② フードロス削減、社会貢献などに配慮した、サステナブルなショコラ！  

■ バナナのフードロス削減にも役立つ、サステナブルなショコラ  

品質的には問題がなくても、茶色い斑点等の見た目から廃棄されてしまうことが多いバナナ。そんなバナナを救

うために 2019年に立ち上がった「大人なバナナプロジェクト」（※）と各ブランドがコラボレート。南米エクアドル

にある田辺農園の協力のもと、甘み・旨み・コクにほとんど差がないのに見た目が原因で廃棄品とされてしまう 

バナナを使ったショコラが誕生しました。 

 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

田辺農園バナナの良さを最大限に活かすために合わせたのはラム酒と 

クブアス、エクアドルのショコラオレを使ったノワールと粉糖をまぶしたブランの 

詰合せ。 

「トシ・ヨロイヅカ」 Truffle Banane （2種計 6個入） 2,301円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

なめらかな口溶けとともに広がるバナナの芳醇な香りと、まろやかな味わい。 

ほんのり感じるカカオの苦みがアクセントになった、上品な生チョコレート。 

「シルスマリア」 大人なバナナ生チョコレート  （20個入） 2,160円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 
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（※）「大人なバナナプロジェクト」について 

様々な理由で捨てられがちなバナナを救うために、2019 年当時大学生だった 3 人

で立ち上げたプロジェクト。クラウドファンディングで資金を集め、店頭に並べなくな

ったバナナを使ったケーキ販売や保育園・小学校でのワークショップなどを通して、

「大人なバナナ」の魅力や食べ物の大切さを発信し続けています。 

 

■ 省エネルギー、省水で栽培する、エディブルフラワー×ショコラ！  

農薬不使用のエディブルフラワー専門店「エディブルガーデン」（※）の花を使った、美しくもおいしいショコラがで

きました。 

高島屋限定フレーバーのローズピスタチオを含む 3種のそれぞれのチョコレート 

に、エディブルフラワーでブルガリならではのエレガントさで彩りました。 

佐賀の手すき和紙工房がロスフラワーを用いて制作した髙島屋限定の 

オリジナル和紙スリーブもお付けしてお届けいたします。 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「ブルガリ イル・チョコラ―ト」  

髙島屋オリジナル チョコレート フォー サステナビリティ （3種計 3個入）4,201円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山  ※2月 1日（火）から販売 

 

日本に輸入されているカカオの 8割は、地球の裏側のガーナからきています。 

しかしガーナのカカオ農家の多くは、自分が生産したカカオから作られたチョコ

を食べたことがないという実情を知り、田口愛氏が現地で立ち上げたチョコレ

ートブランド「MAAHA」（マーハ）。ガーナで起業し、自身で生産したカカオから

チョコレートを製造し、売上金の一部は、カカオ農家の自立支援や環境保全、 

女性の雇用創出など、ガーナでの活動に還元されます。 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「MAAHA」（マーハ）  花のチョコレート  （9種計 9個入） 3,537円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

レモン、イチゴ、抹茶、コーヒー、それぞれのフレーバーのジャンデュジャに、 

サブレフレークを組み合わせた食感も楽しい 4粒。 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「マ・プリエール」 ジャンデュジャセレクション （4種計 4個入） 1,836円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

（※）農薬不使用のエディブルフラワー専門店「エディブルガーデン」について 

農薬不使用のエディブルフラワー専門店。植物生理学の理論をベースに品質と安心にこだわり、高鮮度のまま直送する流通網

を構築し、高級レストラン等に高品質のエディブルフラワーを提供。また、科学的分析を通し、食用花にスーパーフード以上の

優れた栄養価を見出し、新たな食体験を提案し続けています。 
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■ おいしく食べて、環境や社会に貢献できる、サステナブルなショコラ！  

店頭・WEBにて販売 

ピュアブルーの限定パッケージに入った 3種（ストロベリー、チョコ、バニラ）の 

フレーバー。見た目の可愛さは、自分へのちょっとしたご褒美にもオススメ。 

※売上金の一部を「あしなが育英会」に寄付いたします。 

「メサージュ・ド・ローズ」TOKYO コーン・フルーリ 2022 （3種計 5個入） 1,801円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岡山 

 

 ③ 海外旅行気分が味わえるよう各国から選りすぐり！なかなか手に入らない、海外ブランドショコラ！  

■英国ロンドン・ボンドストリート発ブランドの限定アソート 

ピンクマールドシャンパーニュトリュフを中心に、新作のラズベリーアマレットなど、

魅力的なチョコレートを詰め合わせた、日本新発売のアソート BOX。 

「シャルボネル エ ウォーカー」    髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

髙島屋限定アソートボックス （8種計 8個入） 3,240円 

展開店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・岐阜・岡山 

 

■アメリカンチョコの印象を変えた、大人の味わい  髙島屋・遠鉄百貨店限定販売  店頭・WEBにて販売 

サンフランシスコにある「リキューティ コンフェクションズ」は、アメリカの伝統を 

継承しつつ甘さ控えめに仕上げたチョコレートで有名。最高級品質のバレンシア 

ピーナツバターを使用した香り高いショコラは、程よい甘さが特徴。 

「リキューティ コンフェクションズ」    

左）ピーナッツバターパックス （6個入） 3,564円 

右）セピア ボックス （9種計 9個入） 4,104円  

展開店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・岐阜・岡山 

 

■感性を揺さぶる、フランス発のアートなショコラ  髙島屋・遠鉄百貨店限定販売  店頭・WEBにて販売 

ワールドチョコレートマスターズ 2015において当時 27歳で優勝した若き実力派。 

バランスの妙を楽しめるショコラアムール。キャラメルドームやプラリネ、 

ガナッシュを贅沢に詰め合わせたセレクション。 

「ヴァンサン・ヴァレ」  左）ショコラ アムール（1個入） 1,890円  

右）バレンタインセレクション（９種計９個入） 3,672円 

展開店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・岐阜・岡山 

 

■バルセロナに誕生した、独創的・繊細なデザートの世界を追求するパティスリー 

スペイン語で ESCULTURAS＝彫刻と名付けられた、まさに彫刻のように美しいチョ

コレートを割ると、中から沢山の愛（小さなハート型のチョコレート）が溢れでてきます。 

「ブボ・バルセロナ」 チョコスカルプチャー マイハート （1個入） 4,212円  

展開店舗：日本橋・横浜 店頭にて販売 
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 ④ 髙島屋バイヤーが注目する、気鋭のショコラティエ、厳選したオススメのショコラ！  

■ 世界を魅了する、天賦の才。 「ジャック・ジュナン」       髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

爽やかな余韻が楽しめるジンジャーガナッシュやライムのプラリネなど、 

パリ本店で人気の 5種を詰め合わせた限定のアソート。キャラメライズした 

アーモンドとフィヤンティーヌをミックスしたプラリネを贅沢に味わえるハート

型チョコ。どちらもジュナン氏の感性が存分に堪能できるひと箱です。 

上）バレンタインハート（1個入） 3,672円 

下）クラシックセレクション （5種計 9個入） 3,456円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

■ 若き天才シェフの独創的プラリネ。 「ジュリアン・デシュノ」  髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

フランスの若手シェフの中でも注目株のデシュノ氏。まろやかなプラリネに 

ピーナッツが際立つ星型チョコや、フレッシュなオリーブの風味やココナッツの

食感を楽しめるプラリネなどが入ったアソート。 

（左） プラリネ エトワール （1個入） 3,780円  

（右）プラリネ ヌーヴォー （3種計 9個入） 3,456円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐、岡山 

 

 

 ⑤ “気分のあがる”ラグジュアリーなショコラ              

■ トルコ発のラグジュアリーブランド  

日本では珍しいトルコ・イスタンブール発のチョコレート。トルコの四大財閥の 

一つ「コチ財閥」が手掛ける 5つ星ホテル「divan」（ディバン）のチョコレ―トは、 

最高級と言われるトルコ・ガジアンテップ産ピスタチオを 40％も使用した 

オリジナルのロシェなど、高品質・高級スイーツとして有名。 

トルコ国内のセレブや世界中のゲストを魅了してきた味が、髙島屋に初登場。 

「divan」（ディバン） スルタンバレンタインボックス 22  15,980円    

（ロシェチョコレート 2 種各 10 枚、アードワーズチョコレート約 120g、チョコレートロクム 2 種各約 100g、ドライローズコー

ティングロクム約 80g、ラレザールボール付）  展開店舗：日本橋、新宿、玉川、柏、大阪、京都  店頭販売のみ 

 

■ ホテルメイドならではの、精巧なショコラ  

ザ・ペニンシュラの“ページ”のユニフォームを着た、とても可愛いペニンシュラベア 

のチョコレート。足元には、ラズベリーでコーティングされたマカダミアナッツ、 

ピスタチオやチョコレートを添えました。ザ・ペニンシュラオリジナルブレンドの 

66％ヴァローナ社チョコレートで模ったベアの中には、15個の“プチベア” 

チョコレート（ダーク・ホワイト・ミルク各５個）が入っています。 

「ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ」 ザ・ペニンシュラベアチョコレート  

7,020円 （サイズ：本体 8.5ｘ8.5ｘ15.8cm 、容器 10 x 10 x 20.5cm ） 展開店舗：横浜、玉川  店頭販売のみ 
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■ 全種類のショコラが一堂に味わえる！贅沢なショコラセット 

ジョエル・ロブションの愛弟子、日本人パティシエがプロデュースする 

スタイリッシュでおいしい、モードなショコラ「モンノルド」。旅をテーマに、 

世界各地をイメージしながら生み出されたショコラが詰まった贅沢なセット。 

「Maison Mont Nord」 詰め合わせ BOX 10,584円 （１２種 20個入） 

展開店舗：日本橋、横浜、大阪、京都  店頭にて販売 

 

 ⑥ 一風変わった形で楽しめる、“おうちバレンタイン”        

■ 美と健康を考えた、カカオスープ 

鶏ガラスープにソテーした野菜を加え白ワインで煮込んだスープ。 

温めてから、同封のエクアドル産アリバ種カカオ 100％のクーベルチュールと、 

フランスバスク地方の一味唐辛子を入れてお楽しみいただけます。 

クミン、コリアンダー等、複雑に絡みあった芳醇な香りと甘みが特徴で、エクアドル

産のクーベルチュールは甘味料不使用なうえ、カカオポリフェノールが含まれてお

り、美と健康を考えたスープです。※コートジボワール アビシャンの SIDCAO を

通して、売上金の一部をバイセボンのカカオ農家へ寄付いたします。 

「カカオ サンパカ」 カカオ スープ エスペレット （1食入）864円 、（6食入）5,184円  店頭・WEBにて販売 

展開店舗：日本橋・新宿・横浜・大阪・京都・岡山  ※岡山は 1食入のみの販売 ※WEBでは６食入のみの販売 

 

■ チョコをかけあわせた、大人のスイーツ 

福井の銘酒「黒龍」の特撰吟醸酒を練りこんだ、生チョコレートを白磁の利き酒用豆

猪口に流し込みました。「森八大名閣」は福井県で 80 年の歴史を誇る御菓子司。豆

猪口は、お召し上がり後には晩酌にお使いいただけます。 

「森八大名閣」 ききちょこ 2,052円 送料 660円（クール便） 

WEB販売のみ ※店頭での販売はございません。 

 

道後ビールの喉越しにカカオの風味が加わったバレンタイン限定販売の発泡酒「チョ

コレート・エール」と、ナッツ、ドライフルーツをのせた華やかなチョコレート「マンディ

アン」のセット。 

「水口酒造」 チョコエール・マンディアンセット 2,310円 送料 660円（クール便） 

WEB販売のみ ※店頭での販売はございません。 

 

髙島屋オンラインストア： 2022年 1月 6日（木）午前 10時～2月 9日（水）午前 10時 

※一部販売期間の異なる商品がございます。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&u

tm_content=2021&utm_campaign=valentinesday 

以上 

 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=valentinesday
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=valentinesday
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2022年 1月 

ご褒美チョコで、今日も HAPPY！ライフプランで、未来も HAPPY！！ 

日本橋髙島屋のバレンタインデー２０２２ 
 

 

 

■開催期間 ２０２２年１月２６日（水）～２月１４日（月） 

■会場 日本橋髙島屋 S.C. 本館８階催会場 

 

年に 1度の‘ショコラの祭典’が始まります。 

日本橋髙島屋「アムール・デュ・ショコラ」の会場には、日本初上陸のブランドや注目の高まっ

ている“サステナブルなショコラ”、この時期しか入手できない海外ブランド特集など、世界か

ら選りすぐりのチョコレートブランドが集結。 

ショコラがもたらす‘HAPPY’が未来も続くように・・・そんな願いをこめて、日本橋髙島屋で

は、ショコラを愛するみなさまが、楽しく金融について学べる特別セミナー「ライフ＆マネーは

Ｂｉｔｔｅｒ ＆ Ｓｗｅｅｔ」をご用意いたしました。投資やライフ＆マネープランなど興味はあるけれ

ど、誰に聞いたらわからない、そんな方達に向けて企画したバレンタイン期間限定の内容で

す。 
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■‘ご褒美チョコ派？プレゼント派？’タイプ別にライフ＆マネープランをご提案 

「アムール・デュ・ショコラ」の会場内特設コーナーに、チョコレートを買う目的別にライフ＆マネ

ープランを提案するパネルを設置。更に詳しく知りたい方には、無料でご参加いただける特

別セミナーを 3 コースご用意いたしました。セミナーに参加いただいた方には、メイクアップの

ワンポイントアドバイスとサンプルをプレゼント致します。 

 

特別セミナー「ライフ＆マネーはＢｉｔｔｅｒ ＆ Ｓｗｅｅｔ」について 

【コース内容】 

① 「ハッピーエンドのその先へ―チョコを渡してからのライフ＆マネー」 

本命の相手と結ばれた後、お金も心も満たされて幸せに暮らすためのポイントを、タカシ

マヤのファイナンシャル・プランナーがアドバイス。 

＜開催日時＞１月２７日（木）１８時～1９時    定員 10名 

② 「自分に投資＆自分にごほうび♪チョコとお金で人生を輝かせよう」 

資産運用のプロ（SBＩ証券）とビギナー（タカシマヤ）の女子 2人が、“自分に投資＆自分

にごほうび”をテーマにざっくばらんに女子トーク。 

＜開催日時＞２月７日（月）１８時～１９時     定員 10名 

③ 「本命チョコを誰に渡す？お金から考える究極の選択！」 

「イケメン商社マン」「堅実地味男子」それぞれを結婚相手に選んだ場合や、「自由きまま

におひとりさま」を選んだ場合、それぞれのライフ＆マネープランをシミュレート。 

＜開催日時＞２月１１日（金・祝）１３時～１４時   定員 10名 

【開催場所】各回共、日本橋高島屋 S.C. 本館 4階 セミナールーム 

【お申込み方法】 

特設会場に設置したパネルの QR コードもしくは、髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ

の HP（https://www.takashimaya-fp.co.jp/）からセミナー予約ページにお進みいただき、

ご希望の回をお選びください。 

 

■タカシマヤファイナンシャルカウンター・バレンタインデコでお出迎え 

「アムール・デュ・ショコラ」開催中、会場と同フロ

アにある「タカシマヤファイナンシャルカウンター」

では、ピンクのハートをあしらった装飾でみなさま

をお出迎え。 

経験と知識が豊富なファイナンシャルプランナー

が、みなさまのお金にまつわるご相談や保険・相

続まで様々なお悩みにご対応いたします。尚、満

席の際には、別途ご予約にて承ります。 

https://www.takashimaya-fp.co.jp/
https://www.takashimaya-fp.co.jp/


 

2022 年 1 月 

髙島屋大阪店のバレンタインデー 2022 

 

世界から選りすぐりの約 120 のブランドが集う、“ショコラパレード！” 

 

「アムール・デュ・ショコラ」  

 

 
2022 年 1 月 26 日（水） ～ 2 月 14 日（月） 髙島屋大阪店 7 階特設会場 

※会場の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。 

 

髙島屋大阪店では2022年1月26日（水）～2月14日（月）、年

に一度の“ショコラの祭典”として親しまれている髙島屋のバレン

タイン催事「アムール・デュ・ショコラ」を開催いたします。 

 

2022年のバレンタインは『ショコラパレード』をテーマに、世界

各国の有名ブランドを集結した「ワールドショコラ」、バイヤーこ

だわりの「キャラメル スウィーツ」、思わず“パケ買い”したくなる

「ポップスウィーツ」の3つのカテゴリーで様々なショコラを提案。

会場で楽しめる「ひんやりスウィーツ」を含め、約120ブランドの

ショコラを紹介いたします。 

 

 

 

【「アムール・デュ・ショコラ」会場の初登場ブランドなど、商品一例】 ※価格は税込みで表記しております。 

世界各国のショコラが登場！ 「ワールドショコラ」 

海外旅行気分が味わえるような、世界各国のショコラが集結いたします。本場のフランスやベルギーのショコラブ

ランドをはじめ、トルコやポーランドの味も初登場いたします。 

 

＜ディヴァン＞ アードワーズチョコレート 2,001 円（120g） 

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEB にて販売  

日本では珍しいトルコ・イスタンブール発のチョコレートが髙島屋大阪店

に初登場！クロッカンアーモンドを使用した＜ディヴァン＞オリジナルの

レシピで作られた、トルコを象徴する鮮やかなターコイズブルーが印象的

なチョコレートです。 



＜ローラン・ジェルボー＞ギャレ オ ノワゼット 4,320 円（8 個入）   

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEB にて販売  

本場ベルギーでもチョコレート激戦区ブリュッセルの人気ショコラトリー。

濃厚なナッツの風味を存分に味わえるプラリネです。 

 

 

 

 

＜カルメロショコラティエ＞ 

カルメロセレクション4,104 円

（22 種30 個入）  

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEBにて販売  

ポーランドで人気のショコラトリー。多彩なフレーバーと、一粒一粒が宝

石のように美しく、箱を開けると誰もが笑顔になるショコラです。 

 

 

＜ジャン＝ポール・エヴァン＞                 

ボンボン ショコラ 6 個 OSAKA 2,960 円（6 種6 個入）  

店頭・WEBにて販売  

本場フランス＜ジャン＝ポール・エヴァン＞の今年のテーマ

は、「明日への希望を歌おう」。ミュージックショーのプログラ

ムのように多彩なショコラを詰め合わせたボンボンのセットは

髙島屋大阪店限定商品です。 

 

 

 

＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞  

プラリネ・ア・ランシエンヌ 2,376円（5種5個入）  

店頭・WEBにて販売  

素材選びとショコラへの情熱が生む独創的なプラリネ。

キャラメリゼしたアーモンドやヘーゼルナッツ、焙煎した

ピスタチオとココナッツで個性的な風味を味わえます。 

 

 

バイヤーこだわりの「キャラメルスウィーツ」  

髙島屋大阪店洋菓子バイヤーこだわりの「キャラメルスウィーツ」を特集。ショコラと組み合わせた、濃厚なスウィ

ーツやキャラメルのマリアージュが楽しいショコラなど、多彩な食感・フレーバ

ーの個性的な限定商品や、新作スウィーツをご用意いたしました。 

 

＜Parlor L.A.＞ 

L.A.マカダミアチョコレート2,268円（6個入） 

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEBにて販売  

ぎっしり詰まったマカダミアナッツとチョコレートキャラメルをバター生地で包み

ました。濃厚な味わいが魅力です。 

 



＜キャラマー＞ 

レッドベルベットブラウニー1,620円（4個入） 

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEBにて販売  

キャラメルで深みをプラスしたココアブラウニーに、チーズが香

るクリームとハイカカオチョコプレートを重ねました。深紅色が

印象的な髙島屋限定スウィーツです。 

 

 

 

 

 

 

＜パティスリーヤナギムラ＞  

ヤナギムラのフローズンしろくまキャラッキーくん 864円（1個） 

店頭販売のみ 

見た目も愛らしいフローズン。ショコラキャラメルフローズンに、自家製クッ

キーとキャラメルソースを忍ばせ、4 層仕立てにしました。髙島屋大阪店

限定商品です。 

 

 

 

 

 

＜リュンヌ・エ・ヴァン＞ 

クーシュ ド ショコラ マキャット オ カラメル540円（2個入）※写真左  

店頭販売のみ 

カカオと相性抜群の素材で作ったふんわりショコラクリームを、パリパリ

食感のクッキーでサンドしました。髙島屋大阪店限定商品です。 

 

 

 

 

※写真右  

＜パティスリー・サダハル・アオキ・パリ＞ 

グラス キャラメル マロン ラム 495 円（1 本） 

店頭販売のみ 

 

※写真左  

＜ナカムラチョコレート＞ 

Soft serve 塩キャラメル 660円（1本） 

店頭販売のみ 

 

いずれも髙島屋大阪店限定。会場でお楽しみいただける 

キャラメルスウィーツです。 

※2月10日（木）まで。 

 



気持ちが高まる色やカタチ「ポップスウィーツ」  

かわいさに思わず“パケ買い”したくなるショコラや、見るだけで

気持ちが高まるカワイイスウィーツを集めました。プレゼントにも

ぴったりです。 

 

※画像は“パケ買い”ショコラのイメージです。 

 

 

 

 

 

＜RAU＞Nami-Nami 1,512円（3種3本入） 

※髙島屋大阪店初登場 店頭・WEBにて販売  

なみなみのビジュアルは、フランスと京都の『屋根瓦』を表現。ザクっとした食

感のサブレに、濃厚な板チョコレートと軽やかなクリームをサンドしています。

「抹茶」「プラリネ」「ショコラ」3 種のセットです。 

 

＜アンド ザ フリット＞  

SPECIAL GIFT BOX 1,600 円（65ｇ×2 袋） 

※髙島屋大阪店初登場 店頭販売のみ  

北海道のカラフルな芋のドライフリットと、チョココーティングされたヨーロッパの

芋のドライフリット。上品な甘辛ミックスをお楽しみいただけます。 

 

 

 

会場で楽しめる「ひんやりスウィーツ」  

会場で作りたての味が楽しめる「ひんやりスウィーツ」を 5 種類ご用意いたします。店頭販売のみ  

 

＜ショコラティエ パレ ド オール＞ 

写真左：ソフト パレドオール ランデヴー 550円（1本） 

＜カカオ サンパカ＞ 

写真中：ジャラッツ カカオ 550円（1本） 

写真右：ショコラタ インペリアル 660円（1杯） 

※2月10日（木）まで。 

 

 

 

 

 

＜ブルーボトルコーヒー＞ 

コールドブリュー 550円（1杯） 

甘いもののあとはコーヒーがおすすめ。＜ブルーボトルコーヒー＞が髙島屋大

阪店「アムール・デュ・ショコラ」会場に初登場。熱を加えず抽出した豊かな味

わいの「コールドブリュー」はカフェで人気の定番商品です。 

 



2022 年 1 月 

世界に誇る、地元大阪の技術を紹介  

 

OSAKA博覧会 
 

～未来に繋ぐモノ作り～ 
 

2022 年 1 月 19 日（水） ～ 25 日（火） 髙島屋大阪店 1 階グッドショックプレイス 

 

髙島屋大阪店では2022年1月19日（水）～25日（火）、「OSAKA博覧会」と題し、大阪府が認定する大阪製ブ

ランドの製品を集積販売いたします。 

大阪府内には、高い技術を持つものづくり企業が多数存在します。多くは、部品などの製造や専門的な加工技

術を有する企業であり、その優れた技術を消費者が直接知る機会は限られています。コロナ禍で地元企業・地

元消費への注目が高まるなか、髙島屋大阪店では約20社100種類以上の商品や体験型企画を用意し、世界

に誇る技術を紹介することで、地元大阪を盛りあげます。 

 

※大阪製ブランドについて 

大阪府が認定した、府内ものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる製品。 

 

【商品一例】 ※価格は税込みで表記しております。 

世界に誇る大阪の技 大阪製ブランド認定製品  

＜錦城護謨株式会社＞（八尾市） 

KINJO JAPAN E 1 4,950円 

ゴム製品の製作や土木事業を行う錦城護謨株式会社。医

療機器のゴム部分や炊飯器のゴムパッキン、スイミングキャ

ップなど、生活の中にある商品のゴムを数多く手がけている

企業です。自分たちの技術を多くの人に知ってもらいたいと

いう想いから、土木事業を担当する社員らが中心となって

考え、食卓を彩るグラスを製作。従来のゴム成型ではガラス

のような透明感を表現することは難しいとされていましたが、

10年におよぶ試行錯誤の末に切子細工が施されたガラス

のようなシリコーンゴム製のグラスが完成しました。軽く、持ち

やすく、割れにくい、多くの人が使いやすいユニバーサルデ

ザインとなっています。 

 



＜株式会社豊里金属工業＞（大阪市） 

ペッタンコンロ 8,800円 

さまざまなアイデアをカタチにしてくれる、試作精密板金加工を

行う株式会社豊里金属工業。「ペッタンコンロ」は 1分で組み立

て、30 秒で解体可能な一人用のミニコンロです。錆びにくいス

テンレス製で重さ約 540g とコンパクトで持ち運びにも便利。コロ

ナ禍で高まったソロキャンプなどのニーズに応え、作られた製品

です。 

 

 

 

＜サンワード株式会社＞（大阪市）  

ハンドルブックカバー らうらうじ -second hose‐ 2,420 円 

縫製メーカー、サンワード株式会社。規格外として廃棄される消

防用ホースを使用し、バッグや小物として蘇らせています。消防

ホース本来の色を活かしたカラフルな製品は、素材に原料段階

から着色したポリエステルが使用されているため、色褪せしにく

く、耐久性や耐水性にも優れています。 

 

 

 

＜株式会社スマイリーアース＞（泉佐野市） 

真面綿 ナチュラルフェイスタオル 3,300 円 

「日本タオル産業発祥の地」と言われる泉佐野市のタオル製造

企業、スマイリーアース。「自然と共存するタオル製造」という理

想を実現するための技術革新に取り組む、タオル職人親子が

生みだした製品です。自然を想うタオル職人の愛情が込められ

た、柔らかな肌触りのタオルです。 

 

 

 

地元大阪の技術に触れるものづくり体験  

＜株式会社河邉商会＞（堺市） 

工場見学・お絵かき体験 まな板になるお皿「チョップレート」セット付 6,600 円／8,800 円 

大阪府堺市のプラスチック成型加工メーカー株式会

社河邉商会。落としてもわれないまな板にもなるお皿

を開発。プラスチック製ながら、ナイフで切った傷が目

立たず、汚れがつきにくく落としやすい加工を表面に

施すなど、長年培ったプラスチック成型の技術を活か

して製作されました。 

普段は見ることができないプラスチック工場の見学に

加え、「チョップレート」に文字や絵を自由に描けるオリ

ジナルプレートを製作していただけます。 

 

 

 



＜山陽製紙株式会社＞（泉南市） 

工場見学・再生紙ノート作り体験 ピクニックラグ＆テーブルマットセット付  3,300 円 

紙再生のスペシャリスト山陽製紙株式会社。古紙をアップサイク

ルして作られたレジャーシート「ピクニックラグ」は、工業用クレー

プ紙という電線類の包装用途に使われる丈夫な再生紙を使用

しています。裏面にポリラミネート加工をほどこし、水にも強く、

持ち運びにも便利です。自分だけのスタイルで気軽にアウトドア

にも使用できる「ピクニックラグ」と、おうち時間も楽しめる「テー

ブルマット」、再生紙の工場見学、再生紙リングノート作り体験

がセットになった体験企画商品です。 

※画像はイメージです。  

 

＜大阪錫器株式会社＞（大阪市） 

工房見学・伝統的工芸品「大阪浪華錫器」製造体験  錫製タンブラー「冷香」ペアセット付 51,700 円  

＜株式会社 KAKURA＞（高槻市） 

工房見学とオリジナル「革のれん」デザイン・製作体験 25,300 円 

＜角野晒染株式会社＞（堺市） 

手ぬぐい雪花絞り染め体験「小紋柄和たおる」セット付 6,600 円 

＜樋口メリヤス工業株式会社＞（交野市） 

工場見学・オリジナル「つつした」製作体験 かかとのない靴下「つつした」セット付 5,500 円  

＜藤田金属株式会社＞（八尾市） 

工場見学・ミニフライパン製作体験  フライパンジュウ S+M &ハンドルセット付 11,000 円 

＜木下らんま店＞（摂津市） 

便利板／ミニ欄間 彫刻体験 27,500 円／44,000 円 

 

参加企業一覧  ※順不同

・大阪錫器株式会社（大阪市） 

・山陽製紙株式会社（泉南市） 

・株式会社河邊商会（堺市） 

・木村石鹸工業株式会社（八尾市） 

・錦城護謨株式会社（八尾市） 

・クルン株式会社（大阪市） 

・サンワード株式会社（大阪市）  

・新興タオル株式会社（泉佐野市） 

・株式会社スマイリーアース（泉佐野市） 

・株式会社武田晒工場（堺市） 

・株式会社常吉（東大阪市） 

・株式会社豊里金属工業（大阪市） 

・阪和ホーロー株式会社（泉南市） 

・藤田金属株式会社（八尾市） 

・堀内鏡工業株式会社（大阪市） 

・株式会社リゲッタ（大阪市） 

・株式会社 KAKURA（高槻市） 

・角野晒染株式会社（堺市） 

・樋口メリヤス工業株式会社（交野市） 

・木下らんま店（摂津市） 

https://www.sanyo-paper.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/image13_1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大丸松坂屋百貨店では、バレンタイン 2022 を今年も各店舗にて期間限定会場を中心に、大丸松坂

屋オンラインショッピングでも特集をして開催いたします。2022 年の大丸・松坂屋のバレンタイ

ンは、今まで以上に人との関係を思い、自分の大切な人への日頃の感謝を伝えたいというニーズに

対応できるよう、美味なる特別なチョコレートはもちろん、ワクワクするようなスイーツを幅広く

そろえました。 

また、自分へのご褒美チョコにぴったりな、思わず写真に撮ってしまいたくなるおしゃれで華やか

な人気ブランドも多彩に登場いたします。店頭では安全・安心にお買い物できるよう環境を整え、

オンラインでも選ぶ楽しさを感じていただけるよう豊富に品ぞろえをいたしました。 

ぜひ、未知と幸福にあふれたチョコとスイーツの世界をご一緒にお楽しみください。 

 

 

2022年 1月 7日 

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  

 

 

大丸・松坂屋のバレンタイン２０２２ 

Chocolat Promenade  

ショコラプロムナード 

大丸・松坂屋 バレンタイン 検索☜ https://dmdepart.jp/valentine/ 

♥1月12日（水）→2月14日（月）：地1階 西 

♥2月4日（金）→15日（火）：地1階 東 

♥1月19日（水）→2月14日（月）：15階 ショコラプロムナード（最終日は午後7時閉場） 

 

♥1月26日（水）→2月14日（月）：7階 ショコラプロムナード会場（最終日は午後6時閉場） 

♥2月2日（水）→15日（火）：地1階 

 

♥1月12日（水）→2月14日（月）：地1階 ♥1月26日（水）→2月14日（月）：1階 メインステージ 

♥1月19日（水）→2月14日（月）：1階 メインステージ横特設会場 ♥2月4日（金）→14日（月）：地1階 食品催事場 

♥1月21日（金）→2月14日（月）：9階 イベントホール ショコラプロムナード（最終日は午後6時閉場） 

♥1月26日（水）→2月15日（火）：地1階 スイーツイベント 

 

♥1月27日（木）→2月14日（月）11階 2022ショコラ プロムナード スペシャル会場 

♥1月26日（水）→2月14日（月）1階、地階 

 

♥1月26日（水）→2月14日（月） 

7階 バレンタインチョコレート特設メイン会場、地1階 バレンタイン特設・ほっぺタウン、 1階 バレンタイン特設会場 

※1階一部 1月19日(水)→2月14日(月) 

 

♥1月16日（日）→2月14日（月） 

本館7階大催事場（最終日は午後6時閉場） 

 

♥1月19日（水）→2月14日（日）：本館1階 

♥2月2日（火）→14日（日）：本館6階 ショコラプロムナード会場 

 

♥1月26日（水）→2月14日（月）：本館8階大催事場（最終日は午後5時閉場） 

♥1月26日（水）→2月14日（月）：本館地階 

大丸松坂屋オンラインショッピング 【スマートフォン・パソコン】  

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/valentine/  

承り期間 １月７日（金）午後２時→２月８日（火）午前１０時 

※一部の商品は承り期間が異なる場合がございます。 

※掲載商品は都合により変更となる場合があります。 

※掲載商品の展開場所、期間につきましては、展開店舗、ブランドごとに異なります。 

詳細は各店バレンタインカタログや各店 HP をご確認ください。 
 

 

※対象店舗名の表記 

〈大丸〉 

梅:梅田店 京:京都店  

神:神戸店 東:東京店 

札:札幌店 

〈松坂屋〉 

名:名古屋店 上:上野店  

静:静岡店 

大丸 

梅田店 

大丸 

京都店 

大丸 

神戸店 

大丸 

東京店 

大丸 

札幌店 

松坂屋 

名古屋店 

松坂屋 

上野店 

松坂屋 

静岡店 

https://dmdepart.jp/valentine/
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/valentine/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★Valentine Sweets★ 

〈PAPAN GA PAN〉 
 

田園調布のプチカヌレ専門店。保存料・着色料を使わず、小麦粉はフランス

から、バターは高千穂から吟味して使用。パティシエが 1 つずつ丁寧に焼き

あげた、かわいい一口サイズのカヌレをお届けします。 

 

カカオニブのザクッとした食感が絶妙なショコラと、 

苺をたっぷり生地に加えたプチカヌレをオリジナル缶に。 

サンウァ゙ランタン(12 個入り) 税込 3,650 円 

 

〈AND THE FRIET〉 
上品な甘辛ミックスは冬季のみの限定味。 

可愛いパンダロゴが印象的。金沢で人気を博し、2021 年 8 月、 

麻布十番に 2 号店をオープンした、注目のフレンチトースト専門店。 

冷蔵庫で 2～3 時間ほどかけて解凍し、ぜひ、冷たいままどうぞ。 

 

ノーマルなものからチョコ掛けまで 10 数種類が集合。 

可愛い見た目ではもちろん、お好みのフレーバーを選べます。 

小さいフレンチトースト バニラ、バニラチョコ、ピスタチオ等  

２個セット税込 928 円、３個セット税込 1,350 円、5 個セット税込 2,160 円、10 個セット税込 4,320 円 

 

 

〈COMME PARIS〉 
大切に味わいたい！宝石みたいなプチカヌレ。 

梅 神 東 名 静 

梅 京  神 札 名 静 

東 上 静 

東京 広尾で行列のできるフレンチフライ専門店〈AND THE FRIET〉が開発。 

ベルギー産ポテトの黄色い果肉とうまみをいかした“サクサク食感”で大人気の

「ドライフリット」が登場します。 

 

 北海道の契約農家が作ったカラフルなポテトのドライフリットと、ヨーロッパ産

ポテトのドライフリット。オリジナルフレーバーとチョココーティングの上品な

甘辛ミックスを。 

SPECIAL GIFT BOX（2 袋入り)税込 1,600 円 

 

〈SNOOPY Chocolat〉 

 

〈PEANUTS〉の世界で描かれる、“恋”や“友情”“家族愛”など、さまざまな「愛の

カタチ」をテーマに、相手を想って贈り物をする日本らしい感性を融合。大切な

ひとも、自分もキュンとなるようなチョコレートを日本の古都から。 

 

 
香ばしい皮と濃厚なチョコレートが生む幸せのハーモニーを。 

チョコレートもなか 

(抹茶餡・チョコ餡各 1 個/計 2 個入り) 税込 648 円 

(抹茶餡・チョコ餡各 3 個/計 6 個入り) 税込 1,620 円 

 

ヒダー・ホワイト・ストロベリー・ミルク・抹茶、5 種類のチョコが勢ぞろい! 

レリーフチョコミニ(5 個入り) 税込 540 円 

 

神 札 名  

映える！お菓子サイズの冷凍フレンチトースト。 

スヌーピーを通して愛を伝える、京都発のチョコレート。 

チョコレートだけでなく、おやつスイーツも登場！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ラ フェヴァリ〉 
熟練ショコラティエが織りなす 

芸術的ショコラ。 

 

〈サティー〉 
日本人好みに変身させた、 

フランス製ショコラ。 

 
 

ショコラ大国・フランスから日本へ。熟練職人による秘伝のレ

シピをもとに作られたショコラをお届け。日本人の口に合うよ

う調整し、老若男女に喜んでいただける味わいに。  

 

甘さ控えめで口どけの良い〈サティー〉定番のトリュフ。 

まろやかで繊細な味わいが人気の秘密です。  

 

サティー アンサンブル!  

(20 個入り)税込 3,240 円  

 
 

 

芸術の街・バルセロナでオリジナリティを育むスペイン王室御用達ブ

ランド。世界各国の農家とのネットワーク作りから豆の仕入れ、製造

も自社で一貫。熟練の職人が手作業でショコラに仕上げています。 

 

カカオ 40%のミルクチョコレートを使った豊かな味わい。熟練職人の

手で 1 点 1 点、ふわふわの毛並みまで精巧に表現されたベア型ショコ

ラが「2022 プレート」付きで登場。 

a.ハートベア カロロ 2022 (1 個、2022 プレート 1 枚付き) 

税込 10,800 円 

b.スモールベア エマ 2022 (1 個、2022 プレート 1 枚付き) 

税込 2,916 円 

 

〈カカオ サンパカ〉 
カカオネットワークが実現する、驚きに満ちた味。 

★World Chocolate★ 新進気鋭のショコラトリーから名門ブランドまで。 

パリの祭典受賞作のプラリネをはじめ、 

甘酸っぱいラズベリーをきかせた新作など 8 種を。 

 

ボヌール(8 個入り) 税込 1,998 円 

 

京 神 東 札 上 

梅 名 上 

美しくペイントされたライム・ライチ&ローズ・ココナッツ& パイナップル。フルーティーな 3 種のショコラに、 

ラズベリー風味の「2022 プレート」を封入して。 

c.ジョアン 2022 (3 個入り、2022 プレート 1 枚付き) 税込 1,620 円 

 

梅 神 東 札 上 静 

a 

b 
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〈お問い合わせ先〉 

大丸松坂屋百貨店 広報担当 南・長野 TEL:03-6895-0816 e-mail：kouhou@jfr.co.jp 

 

★Japanese Selection★ 日本を代表する自信作のショコラが勢ぞろい！ 

〈モンロワール〉 
私たちの身近に、新鮮な風味のチョコレート。 

梅 京 神 札 名 上 

カカオ豆からボンボンショコラ作りまで手掛けるチョコレート専門店。 

近年は、カカオバターの搾油から行う世界初ホワイトチョコレート専門店

をオープンさせ、さらにカカオとチョコレートの世界を広げています。  

 

山口県の名酒「獺祭 磨き二割三分」を限界の量までガナッシュに配合。 

華やかな香りと芳醇な味わいが一体となるブランドの代表作。  

獺祭ショコラ  

(6 個入り)税込 2,700 円  

 

〈ショコラティエ パレ ド オール〉 
自社工房で探求！オリジナリティあふれる味。 

神 名 

〈サンリオ〉の人気キャラクター「マイメロディ」と、人気急上昇のラ

イバル「クロミ」がコラボレーション。“ガーデンパーティー”をテーマ

にマイメロディとクロミが仲良く過ごす様子をレトロなタッチで表現し

ています。  

 

キャラクターをかたどったさまざまな味と形のチョコを詰め合わせ。こ

のブランド用に描き起こしたレトロなオリジナルデザイン缶もお見逃し

なく!  

マイメロディ クロミ H (21 個入り)税込 2,160 円  

 

〈マイメロディ クロミ ♥ ゴンチャロフ〉 
“マイメロディ”と“クロミ”がハートフルな共演。 

梅 京 神 東 札 名 上 静 
 

モンロワールで 1 番人気の木の葉型チョコをバレンタイン限定で。 

5 色の包装 1 つ 1 つに 3 種のフレーバーを包み込んでいます。 

 

リーフメモリーカラーボックス（20 個入り）税込 1,620 円 

 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

松坂屋名古屋店では、バレンタインの祭典「ショコラプロムナード 2022」を 30 日間開催いたします。今年の

テーマは「CHOCOLATE TRIP」。国内外から注目のショコラ 84 ブランドが集結します。コロナ禍での開催が 2

度目となる今回は、テレワークの普及などにより義理チョコ需要は減少する一方で、本命チョコや自分に贈るマ

イチョコ需要が増加傾向にあることに注目。本命に贈りたい特別なショコラはもちろん、女性が自分に贈りたく

なる、ビジュアルの可愛さやトレンドが盛り込まれたチョコレート以外のおやつ・スイーツも豊富に取り揃えました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 12 月 29 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
今回のテーマは「CHOCOLATE TRIP」国内外から注目のショコラが大集合！ 

ショコラプロムナード 2022 
期 間：2022 年 1 月 16 日(日)～2 月 14 日(月)10 時～19 時 30 分 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 7 階 大催事場 ※最終日は 18 時閉場 

◆本命に！リッチなショコラやここでしか手に入らない特別なショコラ！！ 

永遠の都、ローマにインスパイアさ

れたユニークなコレクション。 
 
〈BVLGARI IL CIOCCOLATO〉 

チョコレート・ジェムズ 

[サン・ヴァレンティーノ 2022] 

4 粒入り 税込 4,920 円  

★2021 年ショコラプロムナード(名古屋店)客単価は前年比＋8% 

2015 年にベルギー王室御用達

の栄誉を授かった同国を代表する

ショコラティエ 
 
〈ピエール マルコリーニ〉 

コフレ クール 

9 個入り 税込 3,672 円  

お酒好きに一押し！コルク栓型の

チョコレートにシャンパーニュ地方の

葡萄で作ったブランデーやワインが 
 
〈ラ・ショコラトリー・ティボ〉 

ブション・ショコラ 

15 個入り 税込 4,860 円  

知 る 人 ぞ 知 る 幻 の ト リ ュ フ ！

2021 年は全店舗で完売したプ

ライベートチョコレートブランド 
 
〈YVAN VALENTIN〉 

イヴァン トリュフ 

12 個入り 税込 6,686 円  

◆自分に！女性の心を掴むショコラスイーツ！！ 

★過去 3 年でショコラプロムナードの非チョコレートスイーツ・おやつカテゴリーの売上 (全店)は 2 倍以上に急成長  

＃ピスタチオ 

＃芋スイーツ 

①東京駅で大人気〈N.Y.C.SAND〉の新作！！ 

〈N.Y.C.SAND〉 

N.Y.ベリーキャラメルピスタチオサンド＆W チョコレート 

4 個入り 税込 1,620 円  
 
②「発酵」を追求したスペシャルティカカオを 

フィナンシェ生地に練り込みました。 

〈Butters〉 

クラフトバターケーキ チョコレート 

5 個入り 税込 1,836 円  

 

③芋×チョコ上品な甘辛ミックスは冬季のみの限定！  

〈AND THE FRIET〉 

SPECIAL GIFT BOX 2 袋入り 税込 1,600 円  

 

④とろ～りなめらか新食感スイートポテトがたまらない！  

さつまいもスイーツ専門店が初登場！ 

〈お芋とポテトとさつまいも〉 

a とろぽて 税込 270 円  b ぽてたま 税込 270 円  

１ 
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4 

＃バター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955 FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

＃おやつ缶 

⑤オリジナル缶に詰め込まれた宝石みたいなプチカヌレ！ 

〈COMME PARIS〉 

サンヴァランタン 12 個入り 税込 3,650 円  

 

⑥全国で大人気のカフェタナカのクッキー缶に 

苺のクッキーがキュートなバレンタイン限定商品が登場！ 

〈カフェタナカ〉 

ビジュー･ド・ビスキュイ・プティ・アムール 

40 個入り税込 3,078 円  

◆チョコ選びの合間に！会場で作りたてのソフトクリーム＆パフェ！！ 

①カカオの風味香る濃厚リッチな味わい 

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉 

コルネ メゾン クール 1 個  税込 594 円  
 
②生チョコをたっぷり絞り、中にはホワイトチョコのミルクソフト、  

メレンゲ、自家製ソースで贅沢に！ 

〈カフェタナカ〉 

絞りたて!パルフェ ショコラ･モンブラン ミルク&フランボワーズ 

1 個  税込 918 円  
 
③ルタオ人気のショコラトゥーブルをのせた満足感抜群のパフェ 

〈小樽洋菓子舗ルタオ〉 

ショコラルージュパルフェ 1 個  税込 1,296 円  

◆開催概要 

松坂屋ショコラプロムナード 2022  
会期：2022 年 1 月 16 日(日)～2 月 14 日(月)10 時～19 時 30 分※最終日は 18 時閉場  

場所：本館 7 階大催事場  
 
感染症対策  

●オンラインショッピング販売を強化します。 

2021 年ショコラプロムナード WEB 売上は対前年＋27%(名古屋店) 本年売上目標対前年＋20%(名古屋店) 

●会場の通路幅を拡張します。 

●会場で飲食できるテーブル数を例年より増やし、パーテーションを設置します。 

◆チョコの力で社会貢献＜＃サポチョコ＞に初めて取り組みます 

会場出展数：84 ブランド（前年は 82 ブランド） 
 
●うち東海地区初登場は 7 ブランド※前年は 2 ブランド 

(お芋とポテトとさつまいも、chouchou ALMOND、八芳園  kiki-季季-、Snoopy Chocolate、VIVEL PATISSERIE、LiB CACAO、 

OKINAWA CACAO) 

●松坂屋初登場は 13 ブランド※前年は 10 ブランド 

(お芋とポテトとさつまいも、chouchou ALMOND、八芳園  kiki-季季-、Snoopy Chocolate、VIVEL PATISSERIE、LiB CACAO、 

OKINAWA CACAO、いちごの日、ハナチュール、はじけるキャンディチョコレート、サティー、ラ・ショコラトリー・ティボ、アリーヌ・ジェアン) 

●東海地方で松坂屋限定は 23 ブランド※前年は 22 ブランド 

(ショコラ ドゥ セゾン、メリーチョコレート×蓬莱泉、バラッティ＆ミラノ、レーヴ・ドゥ・ビジュー、N.Y.C.SAND、Deux Ann、 

Nakamura Chocolate、バーマンズチョコレート、テオムラタ、B-speak、カルビープラス、ドライマイスター、ベイクドマロウ、お芋とポテトとさつまいも、

chouchou ALMOND、オスピターレ、ル･ショコラ･セルフィーユ、八芳園  kiki-季季-、Snoopy Chocolate、VIVEL PATISSERIE、 

LiB CACAO、COMME PARIS、OKINAWA CACAO) 
 
 

5 6 

１ 3 2 

読売新聞のサイト「大手小町」との共同企画＜＃サポチョコ＞ 
 
●会期：2022 年 1 月 16 日(日)～2 月 14 日(月) 
 
会場内のイートイン対象商品の売上の一部を、世界 70 カ国以上で活動している国際 NGO 

プラン･インターナショナルが実施している、途上国の女の子が直面する問題に焦点を当てて解決する 

ガールズ･プロジェクトへ寄附する活動＜＃サポチョコ＞に初めて取り組みます。 

食べて女の子を応援＆サポートするプロジェクトです。 
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２０２２年１月５日 
J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 
  

 

 

 

 大丸松坂屋百貨店のショールーミングスペース「明日見世(asumise)」 

ドコモと AI 顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を 

2022 年 1 月 12 日（水）から開始 

https://dmdepart.jp/asumise/ 

 

2021 年 10 月に大丸東京店 4 階にオープンした大丸松坂屋百貨店初のショールーミングスペース

「明日見世(asumise)」は、株式会社 NTT ドコモ（本社・東京都／以下、ドコモ）と共同で AI

顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を開始します。この実証実験により、店舗レイ

アウトや店舗運営の改善による顧客満足度の向上を図るとともに、出店ブランドへのフィードバ

ック情報のさらなる向上を目指してまいります。また、同日よりキュレーションテーマと展開ブ

ランドを変更いたします。 

 

■AI 顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を開始 

ドコモと共同で AI 顔認証ソフトウェアによるデータ分析の実証実験を 2022 年 1 月 12 日(水)よ

り開始いたします。今回の実証実験を通じて、「明日見世(asumise)」をご利用されるお客様の

動向を理解することで、店舗レイアウトや店舗運営の改善による顧客満足度の向上を図るととも

に、出店ブランドへのフィードバック情報のさらなる向上を目指してまいります。 

 

本サービスは、画像認識ソリューションの開発を支援するクラウドサービス「ドコモ画像認識

プラットフォーム」に RealNetworks,Inc.の AI 顔認証ソフトウェア「SAFR®」を搭載してい

ます。※「SAFR」は、RealNetworks,Inc.の登録商標です。 

 

※「SAFR」は、RealNetworks,Inc.の登録商標です。 

https://dmdepart.jp/asumise/
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お問い合わせ先 

大丸松坂屋百貨店 広報 長野・南 TEL:03-6895-0816 FAX:03-6674-7565 

 

本サービスの特徴は、下記の通りです。 

① 業界最高水準の顔認証技術 

本サービスは、業界最高水準の認識精度(99.87%※1) 

スピードを提供するだけでなく、複数人いる場面やメガネ・サングラス着用時、マスク着用時、表

情をつくっている時、明るさが不十分といった環境下でも正しく認識することが可能です。 

※1 マサチューセッツ大学が公開しているベンチマークテスト“ Labeled Faces in the Wild Wild”（ LFW ）より。 

② 属性推定 

顔認証のほか、映像から個人を特定せずに性別・年齢を推定することが可能です。 

＜参考＞RealNetworks,Inc.について 

RealNetworks,Inc.は、米国シアトルに本社を置く AI ベースのテクノロジーを提供する企業です。長年培ってきた

動画再生技術を元に、ディープラーニングを用いた AI 顔認証ソフトウェア「SAFR」を 2017 年に開発し、非接触

需要の増加により顔認証市場が急速に拡大する中、SAFR をコア技術とし、世界中のパートナー企業と共に社会の

DX 推進を加速させています。 

■第 2 弾のテーマは「個性との出会い」 

第１弾のテーマ「社会を良くするめぐりと出会う」に続き、第２弾となる 2022 年 1 月 12 日(水)〜4

月 5 日(火)の期間は「私とあなたの個性と出会う」をテーマに、環境に配慮し、サステナブルな考え

をもとにしたライフスタイル雑貨やファッションアイテムにくわえて、パーソナライズ・カスタムビ

ューティーアイテムやフェムケアアイテムなど注目の 19 ブランドを品揃えいたします。 

   

<Laborica（ラボリカ）>  

企業力を活かした髪診断による

パーソナライズヘアケアブランド 

<KIPPU（キップ）>  

商業施設初    

神輿のかざり金具から生まれ

た、古くて新しいジュエリー 

＜明日 わたしは柿の木にのぼる＞ 

デリケートゾーンケアが導く心地よい

毎日を提案するフェムケアブランド 

「明日見世(asumise)」では、＜Social good／サステナブル、地域貢献など＞＜Essential 

beauty／プロダクトのストーリーや美しさ・機能美など＞＜Breaking stereotypes／固定観

念から脱却できるような商品背景など＞の 3 つの選定ポイントを 満たすブランドを今後も展開

してまいります。 
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2022年 1月 7日 
J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  

 

 

大丸松坂屋百貨店が運営する初のアートメディア 

「ARToVILLA(アートヴィラ)」2022 年 1 月 7 日（金）スタート 

 

リニューアルいたしました！ 

■コンセプトは「アートをつくる人、受け取る人、お互いが一緒になってアートを楽しむ視点を

増やす」 

 

 

  ＜アートヴィラ＞WEB サイト  https://artovilla.jp/ 

 

アートヴィラは、それぞれの生き方のなかでアートの扉をひらき、カルチャーシーンで活躍される「#DOORS」

のみなさんと一緒に、アート所有の敷居を下げるコンテンツをオンラインと店頭で発信し、アート所有までの体験

を届けるプロジェクトです。アートを「見る人」は増えてきましたが、アートを「買う（所有する）人」は、まだ

少数という現状を踏まえ、日常に紐づいた独自の切り口でアートを買うことを日常化し、アートのある豊かな生活

を定着させることを狙いとしています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

③メディアだけではなく、実際に購入できる展覧

会を開催し、アートを手にする素敵な体験までを

支援します。 

 

 

 

 

大丸松坂屋百貨店は、アートとアートを買うことの魅力をお届けする初のアートメディア「ARToVILLA(アートヴ

ィラ)」を 2022 年 1 月 7 日（金）スタートいたします。日本国内の美術品は 2.500 億円を超える市場規模となり、

販売チャネルとして百貨店は画商に続き 2 位（約 2 割）となっています。（2019 年調べ）なかでも現代アート市場

は拡大傾向にあり、特に若年層コレクターからの人気が高く、今後もこの傾向が続くことが予想されます。 

大丸松坂屋百貨店は 400 年にわたり、“お買いもの”を通して生活と文化を結ぶ役割を担ってきました。 

暮らしが移り変わる今、“5 年先の「未来定番生活」を提案する” をビジョンに掲げる私たちは、「アートのある豊か

な生活」を提案し、定番にしたいと考えています。アートヴィラを通して、日常に紐づいた独自の視点から、アー

トを手に入れることの面白さをお届けします。 

②アート業界だけではなく、様々なカルチャー

との接点をつくり、アートを楽しめる入口を増

やします。 

 

 

①WEB サイトでは展示会情報や特集テーマに

基づいた各種コンテンツ、HOW TO 系の連載コ

ンテンツなどを展開します。 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://artovilla.jp/&sa=D&source=hangouts&ust=1641336017116000&usg=AOvVaw1z-XxFtzdmHzhC998yKiAk
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■＃DOORS とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の展開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

プロジェクト推進サポート      株式会社ロフトワーク 

ロゴデザインメインビジュアル    株式会社キギ 

メディア編集サポート        株式会社ミーアンドユー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アートを楽しむ扉を開くためにアートヴィラがコラボレーションするパートナーです。キュレーターやコレクター

や異業種のクリエイターらとともに、様々な切り口でアート所有までの敷居を下げるコンテンツを提供し、アート

のあるくらしを提案します。 

お問い合わせ先 

大丸松坂屋百貨店 広報担当   長野･西尾    E-mail : kouhou@jfr.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 
左から 経営者・遠山 正道、建築家・永山 祐子、アイドル・和田 彩花、クリエイティブディレクター・植原亮輔、アートテラー・とに〜 

■プロジェクト推進企業 

 

 

 
今回の取り組みは、中期経営計画の成長戦略の重点ポイントである「リアル店舗とコンテンツの魅力化」としてのトライ

アルです。大丸松坂屋百貨店はアートヴィラの展開を通じて検証を重ねる事により、「人」を起点とした新たな体験価値

の創出に取り組んでいきます 

サイト OPEN を皮切りに、WEB サイトと連動し実店舗での展覧会を予定しています。 

 ＜アートプロジェクト「アートヴィラ」スタート記念 武田双雲展 ―飛翔―＞ 

1 月 13 日（木）→1 月 26 日（水） アールグロリュー ギャラリー オブ トウキョウ(GINZA SIX 5F) 

  

 

 

アートヴィラの特集に合わせて、武田双雲の書を初のVR コンテンツ化 

東京・銀座「アールグロリュー」での個展「飛翔」に合わせて、 

書道家・武田双雲の書が初の VR コンテンツとして登場。 

会場内に VR ゴーグルを設置し、体験型の展示をします。 

アートヴィラの特集「部屋から、遠くへ」との連動企画となるもので 

墨で描かれたモノクロの空間内で書の世界を提供します。 

（詳細は WEB サイトをご参照ください） 

 

 

 

 

  

  

武田双雲 飛翔 

2,970,000 円 

 

mailto:E-mail%20:%20kouhou@jfr.co.jp


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

松坂屋名古屋店では、名古屋城とのタイアップで金シャチをデザインして販売した「金シャチ小判」の第二段

として、来年の干支である寅年にちなんだ名古屋城本丸御殿の代表作である重要文化財「竹林豹虎図」を

デザインした大判小判を 2022 年 1 月 2 日(日)より受注販売いたします。名古屋城の金シャチをはじめ、「金」

のイメージが強い名古屋。そんな地元を象徴する縁起物としてはもちろん、「金」の価値が安定資産として支持

されている情勢が追い風となっている今、金の小判は話題を集めると予想される注目の商品です。ぜひご取材く

ださい。（年内の事前取材も可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 12 月 23 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
好評につき、名古屋城タイアップ企画第二段が新年に初お披露目！ 

本丸御殿小判 受注販売開始！ 
期 間：2022 年 1 月 2 日(日)より受注販売開始 

場 所：松坂屋名古屋店 北館５階 宝飾品売場 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955 FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

●純金大判 80g 約 109mm×64mm 
各・税込 1,320,000 円 

●純金小判 20g 約 54mm×31mm 
各・税込 330,000 円 

◆竹林豹虎図(重要文化財) 
 
吉祥「竹林」と霊獣「虎」。障壁画の描かれた江戸時代

初期の野生の虎が生息していない日本では、「豹」を雌

の虎と解釈されていました。“千里を行って千里を帰る

虎”の「財運」、“真冬でも真っ直ぐ青々と伸びる竹林”の

「生命力」。虎の雄雌つがい、親子は「夫婦円満」、「家

運隆盛」とされ、また城郭御殿の玄関に描く事で｢魔除

け｣の意味を持ちます。 

 

2021 年今年の漢字          ×         2022 年の干支 金 寅 

「竹林豹虎図｣を手掛けた絵師狩野家は、輝く金地の背景と

豪壮華麗な画風で信長、秀吉、家康という時の権力者から重

宝されたことで知られています。 

 
古来より世界中で宝物とされる金。新型コロナウィルスの影響もあり、最近では金相場の高騰が注目さ

れております。江戸時代には「通貨」の意味を持つ大判小判も、現代においては「未来永劫」、「家運隆

盛」の縁起物として親から子へ、子から孫へと「先人の思い」を「資産性を持つ工芸品」として継承されて

おります。 
 
▲小判に表された葵紋は家康公が名古屋城及び本丸御殿の着工を命じた「江戸前期に使用された葵紋」です。  

金シャチ大判小判の販売実績 (金シャチのデザインを取り入れた大判小判の販売から約 1 年経過) 

2020 年 8 月 8 日 発売 ～ 2021 年 12 月 15 日 時点 

大判 72枚 小判 184枚 合計 256枚 売上 1億 4千万円以上を突破したコロナ禍のヒット商品！ 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、毎年恒例の金製品の一大展示即売会＜大黄金展＞を新年の初売りと同時に開

催いたします。今回は 2022 年の 1年が輝くことを祈って、特別な逸品をご覧いただける貴重な展示即売会とな

っております。会場では大黄金展史上最高額商品となる純金のレリーフ「虎」が東海地区に初登場いたします。

また特別展示品として、来年の干支である寅年にちなんだ、金箔を使用した全長２メートルの「黄金の虎」も登

場します。コロナ禍における経済不況の影響により、富裕層の消費が株式などの金融資産とは別に実物資産へ

の注目が上がり続けており、金相場については 2020年 8月 7日に過去最高である 7,769円を記録しました。

その後 1 年に渡り高値で安定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 12 月 24 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
2021 年今年の漢字は「金」！実物資産としても注目を集める 

金製品の一大展示即売会を新年の初売りで開催します。 

＜ 大黄金展 ＞ 
期間：2022 年 1 月２日(日)～10 日(月・祝)   場所：松坂屋名古屋店 本館７階大催事場 

取材に関するお問い合わせ先 

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955  FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

K24 レリーフ「虎」 

縦 2m38cm×横 62cm 重量 28.3kg 

(額サイズ：縦 2m85cm×横 1m10cm) 

参考価格  税込 1,100,000,000 円 

◆大黄金展史上最高額の“11 億円”レリーフ「虎」が東海地区初登場 

 
過去最高 
11 億円 

 
金箔 

約 1500枚 

使用 

＜特別展示＞ 黄金の虎  全長 2m 

 

名物展示の金箔貼りの黄金像は 

大迫力で一見の価値があります。 

黄金四方重  

器：K24・1,500ｇ、 

縦 19.5×横 19.5×高さ 5.0cm 

税込 33,000,000 円  

※料理はイメージです。 

 豪華な 
お重箱 

 

◆新年にふさわしい干支にちなんだ「寅」の縁起物セット 税込 1,000,000 円 

K24 崇高「寅」 重量計 25g 

親:高さ 5.0×幅 11.0cm 

子:高さ 3.0×幅 6.0cm 

K24 十二支小判  寅  石川光一  作  

縦 4.3×横 2.4cm 重量 10g 

お好きな干支を 2 枚お選びいただけます 

表          裏  

K24 2022 年カレンダー 

縦 8.6×横 5.4cm 重量 0.5g 











　おいしい思い出＆わくわく気分がいっぱい！  レストラン８店舗から　

　　　【オトナのお子様ランチ】

PRESS RELEASE
2022年1月6日

J.フロントリテイリンググループ

株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸京都店

大丸京都店８階レストランフロア＜ファミリー食堂・名店街＞は、

改装工事のため、2022年2月28日(月)をもって営業を終了いたします。

長年のご愛顧ありがとうございました。

※８階レストランフロアは2023年春に生まれ変わります。

2022年1月12日(水)～2月28日(月) の期間、レストラン各ショップ＜８店舗＞では、

子どもの頃に戻った気分で、大人の方にお子様ランチをお楽しみいただける

『オトナのお子様ランチ』をご用意します。

営業時間＝11時～20時

※ショップにより、営業時間・ラストオーダーの時間が異なります。

※食材調達の都合により、一部内容が写真と異なる場合があります。

※売切れの節はご容赦ください。

レストラン ファミリー食堂　税込1,280円



【この件に関するお問い合わせ先】　大丸京都店広報担当　　長谷川眞之  

　　　　ＴＥＬ：　080-4066-3793　　E-mail： masayuki.hasegawa@jfr.co.jp

８階レストランフロアでご飲食のレシート提示で、特製の箸袋に入った国産

間伐材を利用した割り箸「かけ箸」を各日先着  200名様にお渡しします。

各日とも無くなり次第終了。

※当日のレシートに限ります。

※2023年春に新しくなったレストランフロアへ「かけ箸」をお持ちくださった

方に、ささやかな特典を進呈予定。

未来への架け橋となるよう願いをこめて

【かけ箸】を進呈＜各日先着 200名様＞

■2022年1月12日(水)～2月28日(月)

■お渡し場所：大丸京都店地階サービスカウンター

広東小菜と点心 黄老　税込1,650円

ビアホール ☆瓶ビア Have a good time　1,780円中華そば 新福菜館　1,200円

湯葉・豆腐料理のお店 さくら茶屋　1,210円

＜一例　※いずれも税込価格＞



「〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2022」オンラインストア
で2022年1⽉3⽇(⽉)午前10時から販売開始︕

 

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

「〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2022」 

■三越伊勢丹オンラインストア

■2022年1⽉3⽇(⽉)午前10時開始 

www.mistore.jp/m/sdc 

※商品情報の公開は、12⽉29⽇(⽔)午前10時から。 

※商品のお届けは、2022年2⽉11⽇(⾦・祝)〜14⽇(⽉)からお選びいただけます。 

2022年の開催で20回⽬を迎える「〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2022」。会場開催

にさきがけて、2022年1⽉3⽇(⽉)午前10時からからオンラインストアで⼀部商品の販売を開始します。 

 

オンラインストアで販売する注⽬商品をピックアップ︕
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ショコラティエの魅⼒と本領を詰め込んだ BIG IMPACT BOX︕ 

オール・アバウト・カンプリニ

＜クリスチャン・カンプリニ＞ショコラアソート（32個⼊） 10,368円 

⼗⼋番の柑橘系、カカオ産地別ガナッシュ系、プラリネ系、はちみつ系など、カンプリニさんのすべてを味わえる

エクセレントでエレガントなスペシャルボックスです。

⻑期滞在のバカンス気分が味わえる

＜ル ブリストル パリ＞ショコラアソート ブリストル グラン（25個⼊） 13,500円 

ラグジュアリーなホテルライフを過ごすかのように贅沢なボックス。気鋭のシェフのシグネチャー的13種が味わえ

ます。

ベルさんからのロングレター



＜フィリップ・ベル＞ショコラアソート（28個⼊） 7,776円 

塩キャラメル、カカオ産地別のガナッシュ、シンプルなプラリネなど、ベルさんならではの⾯⽩い組み合わせを存

分に味わっていただけます。

愛すべきさくさくサブレ︕

 

＜アルバン・ギルメ＞フー セック（1箱） 4,536円 

チョコレートのサブレディアマンやバニラ⾵味のサブレディアマン、ヘーゼルナッツのサブレなど劇的においしい



サブレが詰まった隠れヒット商品︕

 

＜ダヴィド・カピィ＞サブレ プラリネ レ（1箱） 4,860円 

ヘーゼルナッツのプラリネを混ぜ込んだサブレをミルクチョコレートでコーティング。持つところありの⾷べやす

い細⻑サイズ。

相性抜群のチョコレートとフルーツ︕

 



メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

＜ショコ オ キャレ＞タブレット フーレ ピスターシュ フランボワーズ（1枚） 3,024円 

⽢酸っぱいフランボワーズコンフィとピスタチオプラリネを41％のミルクチョコレートで包み込んだタブレット。 

 

＜リリアン・ボンヌフォア＞タブレット フィグ セッシェ（1枚） 2,808円 

リリアンさんが⾃家製でドライにしたイチジクをたっぷりとあしらったミルクチョコのタブレット。

 

 

 東京会場（伊勢丹新宿店） 開催概要

〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2022 

■伊勢丹新宿店 本館6階 催物場 

■⼀般会期︓

＜Part 1＞2022年1⽉20⽇(⽊)〜25⽇(⽕) ※最終⽇は午後6時終了 

＜Part 2＞2022年1⽉28⽇(⾦)〜2⽉3⽇(⽊) ※最終⽇は午後6時終了 

■三越伊勢丹オンラインストア サロン・デュ・ショコラ 2022 情報ページ︓www.mistore.jp/m/sdc 

※混雑が予測される⼀部の⽇時については、会場混雑緩和の観点から、⼊場整理券（無料）をお持ちのお客さまの

⼊場とさせていただきます。

※⼊場整理券（無料）を必要としない⽇時においても、会場混雑の状況に応じて⼊場制限をする場合がございま

す。詳細は、三越伊勢丹オンラインストア サロン・デュ・ショコラ 2022 情報ページをご覧くださいませ。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2017&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002017.000008372.html


イセタンのバレンタイン・オンラインストアは1⽉13⽇（⽊）からスタート︕︕

~ライフスタイルに寄り添う新しいチョコの楽しみ⽅〜

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

■オンラインストア会期︓1⽉13⽇（⽊）午前10時~2⽉2⽇（⽔）午後6時 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10 

■伊勢丹新宿店本館地下１階会期︓1⽉26⽇（⽔）~2⽉14⽇（⽉） 

■伊勢丹新宿店本館6階催物場「SWEETS COLLECTION 2022」会期︓2⽉5⽇（⼟）~2⽉14⽇（⽉）＜最終⽇午後6時

終了＞

伊勢丹新宿店のバレンタインでは、店頭販売に先駆けて1⽉13⽇（⽊）午前10時より三越伊勢丹オンラインストア

をオープン。オンラインでしか購⼊できない商品を含め約380アイテムを販売します。 

また2⽉5⽇（⼟）からは本館6階催物場で「SWEETS COLLECTION 2022」を2⽉14⽇（⽉）まで開催。「Life

with Chocolate」をテーマに多様なスタイルの⽣活と嗜好性に寄り添うチョコレート約65ブランドを展開。会場

のイートインスペースでは＜バビ＞ソフトジェラートなどをお召し上がりいただけます。

伊勢丹新宿店本館地下1階 ⾷品

伊勢丹新宿店本館地下1階 グラン アルチザン・カフェ エ シュクレ・プラ ド エピスリー・⽢の味では、1⽉26⽇

（⽔）から2⽉14⽇（⽉）までバレンタイン商品を展開します。
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▲＜ポモロジー＞クッキーボックス ショコラ   1,944円
（⽇本製／3種計27枚）

ショコラとフルーツが詰まった限定ボックス。ココアテイストのバターサブレ、オレンジピールとカカオニブが⼊

ったバタークッキー、フランボワーズ×ピスタチオのマンディアンを詰め合わせました。

 

▲＜ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ＞カカ
オバウムシュピッツ   1,782円 （⽇本製／12個
⼊り）



ひとくちサイズのバウムクーヘンにガナッシュクリームをサンドしチョコレートでコーティング。天⾯にはカカオ

ニブをトッピングし、カカオの⾵味豊かに仕上げています。

伊勢丹新宿店本館6階 催物場 『SWEETS COLLECTION 2022』

伊勢丹新宿店本館６階催物場では2⽉5⽇（⼟）から14⽇（⽉）まで『SWEETS COLLECTION2022』を開催。テ

ーマである「Life with Chocolate -チョコレートのある暮らし-」をキーワードに、多様なスタイルの⽣活と嗜好

性に寄り添うチョコレート約６５ブランドを展開します。ボンボンショコラやタブレットにとどまらず、カカオや

ショコラの魅⼒が進化したスイーツも⽬⽩押し。⽇本各地でその⼟地と深くつながり、⽇本の⼿仕事ならではの世

界感が広がるブランドも登場します。

▲＜ティトル＞ チョコレートサンドウィッチ（4個
⼊）／レーズンサンド＆ブルーチーズケーキ（2種各3
個⼊り） 各3,001円

⾹り豊かなホワイトカカオのチョコレートと⻑野県産ドライピオーネを使⽤したチョコレートサンド。ペルー北⻄

部ピウラケマソンで⽣産されたチョコレートは<PACARI>社のTree to barチョコレート。ホワイトチョコクリー

ムやウォッシュチーズにラムレーズンとクルミを挟んだレーズンサンドも。



▲＜コンチェ＞ Conche静岡セレクション（7種各１個
⼊）3,240円、静岡素材のボンボンショコラ（9粒＋１
本⼊）1,800円

駿河湾特産の桜えびを使⽤したチョコレート、静岡みかんにハイチカカオ70％をかけたドライフルーツ。間伐の⼭

桜を資源にするための活動から⽣まれた、⽢い燻製⾹とカカオの⾹りが特徴のサブレなど、静岡の魅⼒がたっぷり

詰まった7種をアソート。静岡素材×チョコレートのボンボンショコラのアソートも。

▲＜バビ＞ ソフトジェラートピスタチオクロック 660
円（⽇本製／1個）

会場で⾷べよう︕ショコラスイーツ

イタリアから届くソフトジェラートミックスを使ったピスタチオスイーツ。ピスタチオ好きならぜひ味わってみて



ほしい。※イートインスペースでお召し上がりいただけます。

花にきもちを託して

地元で愛される憩いの花屋malta（マルタ）が今年も出店。お買い上げのチョコレートをご予算に合わせお好みの

お花でラッピングいたします。⼤切な⽅へのギフトはもちろん、⾃分⽤としてもいかがでしょうか。

※お花だけの購⼊も可能です。

※商品によってラッピングを承れないものもございます。

【ナカノヒト】SWEETS COLLECTION 2022担当者 

新宿⾷品・レストラン営業部アシスタントスーパーバイザー 岩腰 亜美 

ライフスタイルが多様化する中で「バレンタイン」という⽇もお客さまによって様々だと思います。想いを伝えた



り、⾃分を労ったり、時間を分かち合ったり。そんな様々なシチュエーションに寄り添い、背中を押したり、彩り

を与えたり出来るようなチョコレートを選びました。この時期、チョコレートには特別なパワーがあると思いま

す。同じパワーを持つと感じる“お花”と合わせてバレンタインという⽇を楽しんで頂きたいです。 

 

三越伊勢丹ラジオショコラ︓配信期間 ~2⽉14⽇（⽉）

《『聴くチョコレート』》「三越伊勢丹ラジオショコラ」再び

⼈気声優 ⻄⼭宏太朗さんがパーソナリティをつとめるチョコレート専⾨のラジオ番組が2022年2⽉14⽇（⽉)バレ

ンタインデーまで期間限定で配信されます。(全８回公開） 

ここでしか聴けないチョコレートのトレンド情報や楽しみ⽅、バイヤーやショコラティエをゲストに迎えてのチョ

コレートトークをお楽しみください。                                       

▼三越伊勢丹ラジオショコラ公式サイト▼                                                                                              

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/radiochocolat_sp

 

 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/radiochocolat_sp


⻄⼭宏太朗⽒

【ラジオショコラ連動企画 / 伊勢丹新宿店・⽇本橋三越本店・銀座三越限定】 

・声優 ⻄⼭宏太朗さんによる特別店内ナレーション 

・サロン・デュ・ショコラやスイーツコレクション会場の来場者プレゼントキャンペーン

バレンタインデー・デジタルメッセージカード ~2⽉20⽇（⽇）

≪スマートフォンで「愛と感謝」を伝える≫三越伊勢丹 バレンタインデー・デジタルメッセージカード 

三越伊勢丹では、⾯と向かっては照れくさくて伝えられなかったり、会いたい時に会えなかったりする今こそ、

「⾔葉で愛と感謝を伝える」ための、デジタルメッセージカードを公開します。

※閲覧期間は2⽉28⽇（⽉）まで 

▼バレンタインデー・デジタルメッセージカード▼



メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

プレスリリース画像⼀覧

https://mi-messagecard.jp/valentinesday/ 

▼三越伊勢丹バレンタインデー公式サイト▼

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/valentine_sp

 

イセタンのバレンタイン 開催情報

■イセタンのバレンタイン特設サイト︓2022年1⽉13⽇（⽊）午前10時~2⽉14⽇（⽉） 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10 

■伊勢丹新宿店本館地下１階会期︓1⽉26⽇（⽔）~2⽉14⽇（⽉） 

■伊勢丹新宿店本館6階催物場会期︓2⽉5⽇（⼟）~2⽉14⽇（⽉）＜最終⽇午後6時終了＞ 

※価格はすべて税込みです。

※イベント内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  イセタンのバレンタイン・オンラインストアは1⽉13⽇（⽊）からスタート︕︕

キャンペーン

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア ⾷品・お菓⼦

イセタンのバレインタイン バレンタイン 伊勢丹新宿店 イセタン チョコレート ショコラ
⻄⼭宏太郎 ティトル バレンタインデー 花

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
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チョコレート派︖あんこ派︖90ブランド以上の和洋スイーツが⼀堂に︕⽇本橋三越本店
で新たなスイーツの魅⼒を発⾒『スイーツコレクション×あんこ博覧会®』開催。

会期︓2022年2⽉2⽇(⽔)〜14⽇(⽉)※最終⽇は午後6時終了 会場︓⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場 

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50  

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中⽌させていただく場合がございます。新型コロナウイル

ス感染拡⼤予防の観点から、お客さまのご⼊場を制限させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

⽇本橋三越本店では“発⾒〜discovery〜”をテーマに味やビジュアルの良さだけではなく、この時だけしか味わう

ことができないスイーツやこの時にしか体感できない実演販売スイーツ、イートインなどを展開します。⽼舗から

話題のスイーツショップなど90ブランドを超えるスイーツが登場します。和菓⼦、洋菓⼦だけでなく和洋両⽅のエ

ッセンスを取り⼊れた進化系ネオスイーツなど新たなスイーツの魅⼒を提案します。

意外な素材のマリアージュ

2022年1⽉13⽇ 11時00分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プ

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポ
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⾨前仲町にあるチョコレートとお酒を楽しめるバー＜Bar&Chocolate CACAOTAIL＞が初登場。⽇本橋三越本店

をイメージした商品をこの期間限定でご⽤意。

画像左) 【イートイン】＜Bar&Chocolate CACAOTAIL ＞シャンパーニュと本みりん 1,980円※⽇本橋三越

本店限定

江⼾時代には⾼級リキュールとして⼥性に⼈気だった本みりんにシャンパーニュを合わせたカクテル。本みりんと

シャンパーニュに加え、⽞⽶茶やカカオジュース、ココナッツウォーターをミックス。チョコレートサラミとのペ

アリングもおすすめです。※画像はイメージです

画像右) 【イートイン】＜Bar&Chocolate CACAOTAIL ＞江⼾味噌と⾦胡⿇のチョコレートサラミ 1,430円

※⽇本橋三越本店限定

チョコレートサラミは江⼾⽢味噌を使⽤し、カカオハンターズのホワイトチョコレート、⾦胡⿇、⼲し柿などをあ

わせて仕上げました。※画像はイメージです

 

＜和涼菓堂＞涼菓バー 柚⼦ 432円 ⾖と抹茶 411円 苺 432円 もちきな粉 519円 もち抹茶 519円 

あずきバーの井村屋が⼿掛ける「和アイス」専⾨店。北海道産⼤納⾔⼩⾖と希少糖を使⽤したあずきバーにさまざ

まなフレーバーを掛け合わせた涼菓バー。ミルクアイスと酸味のあるセンガセンガナ種の「苺」をはじめ、さまざ

まなフレーバーが揃います。

 



＜きんつば 中⽥屋＞⾦沢の和菓⼦店からは洋のスイーツに和の素材を掛け合わせた進化系スイーツが登場。 

画像左）あんことわらび餅のシュークリーム 432円 

能登⼤納⾔⼩⾖餡ときなこクリームのオリジナルシュークリームにわらび餅をプラス。⾷感と⼝どけをお楽しみく

ださい。

画像右）お⾖のタルト 540円 

しっとりとした抹茶⽣地にコクのあるカスタードをはさみ、能登⼤納⾔⼩⾖、とら⾖、ひよこ⾖、うぐいす⾖をト

ッピング。それぞれの⾖の⾵味が⼝いっぱいに広がります。

 



＜森⼋＞おはぎ4個⼊り(つぶ、⾦ごま、抹茶、イチゴチョコ) 962円 

⽯川県産のもち⽶で炊き上げたお餅を、能登⼤納⾔⼩⾖を使った粒餡で包んだ定番の「つぶ」のほか、⾹り豊かな

「⾦ごま」、宇治抹茶の苦みが餡と合う「抹茶」、⽢酸っぱさが魅⼒の「イチゴチョコ」が⼊った詰め合わせで

す。創業390余年、⽼舗＜森⼋＞の多彩な味わいをお楽しみください。

素材のコンビネーションを楽しむスイーツ

鎌倉に本店を構える＜鎌倉紅⾕＞。あんこ博覧会®に＜鎌倉紅⾕＞のイートインが百貨店初出店。

画像左) 【イートイン】＜鎌倉紅⾕＞クルミッ⼦パフェ〜粒あんとの出会い〜 1,430円 

コーヒージュレとチョコレートムースの上にローストしたクルミとサブレのパウダーを散らし、塩キャラメルとミ

ルクのアイスを添えて、「クルミッ⼦」をパフェで表現。特別に鎌倉・⼭屋製餡所のオリジナル粒あんをトッピン

グ。

画像右)【イートイン】 ＜鎌倉紅⾕＞クーランショコラ 1,100円 

ヴァローナ社のアラグアニ72％のチョコレートを使⽤。ビターなチョコレート⽣地にたっぷりの粒あんを閉じ込

め、アクセントにグレープフルーツを使⽤、爽やかな余韻を残すクーランショコラ。

 



＜旬果瞬菓 共楽堂＞いちごあんケーキ 735円※⽇本橋三越本店限定 

旬の果物などを⼤胆に使い⼀瞬輝くお菓⼦を提供していくことをコンセプトにしているショップ。ふわふわのケー

キに挟んだ季節限定の苺のおいしさと餡、クリームのハーモニーをお楽しみください。

 

＜メルズ キャラメル ワークス＞メルメル 1,620円(10枚⼊り) 

オーガニックシュガーを原料にしたキャラメルを使⽤したキャラメル菓⼦専⾨店。北海道産美瑛産の⼩⻨を使⽤し

たサクサククッキーになめらかなキャラメルソースを包み込んだ濃厚なショコラをサンドしました。

バレンタイン。語れるチョコレート



【カカオから始まる。チョコレートを⾷べることで未来へつながる取組み】

＜マーハチョコレート＞AFRICA×Valentineʼs Special Gift 4,202円(カカオテリーヌ、カカオタブレット ミル

ク、スペシャルタブレット ベリー、アフリカ布ポーチ)※⽇本橋三越本店限定 

マーハチョコレートの⽥⼝⽒は幼少期に祖⽗からもらった⼀粒のチョコレートをきっかけに、ガーナという国に興

味を持つ。19歳の時にガーナへ⾏き、カカオ⽣産者たちがチョコレートの味を知らないということに衝撃を受け

る。その後、クラウドファンディングでチョコレート⼯場を建設。チョコレート販売で得た収益の⼀部はガーナへ

寄付され教育や新たな雇⽤へ還元されていく。今回は⽇本橋三越本店限定でアフリカンテキスタイルを使⽤したポ

ーチが付いた特別セットをご⽤意。カカオテリーヌ、とシンプルなミルクチョコレートのタブレット、ベリーなど

のドライフルーツをあしらったタブレットの３つが⼊ってます。バレンタインは未来へつながるチョコレートを選

択肢のひとつに。

【⽇本初上陸店舗は⽇本橋三越本店︕⽇本初上陸50周年を記念した限定BOX】



＜ゴディバ＞50周年アニバーサリー ヘリテージ リバイバル アソートメント 

画像左）12粒⼊4,320円 画像右）6粒⼊2,160円 ※三越伊勢丹限定 

50年前、⽇本に初出店した当時に発売された「ニッポン」というボンボンショコラなどが楽しめる。復刻ロゴを使

⽤したパッケージには三越の象徴的なライオン像のモチーフも。

【アーティスト・ショコラティエとして称されるジャン＝ポール・エヴァンの限定BOX】

＜ジャン＝ポール・エヴァン＞アムール アン クール NIHOMBASHI 8,964円※⽇本橋三越本店限定 

ハートをかたどったショコラの器に期間限定のショコラ5個を含むボンボンショコラ6個とペルルクラッカントゥを

詰合せ。代表作のトロワ オランジュと期間限定のラブ ジャズ(イチゴとフランボワーズのキャラメル味)が⼊った

限定BOX。 



メディアユーザー新規登録
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メディアユーザーログイン
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【最優秀パティシエ・最優秀ショコラティエ・フランス最優秀職⼈の3冠を持つ巨匠が作る限定BOX】

＜ミッシェル・ブラン＞エクラ 3,024円※⽇本橋三越本店限定 

南仏・アルビにアトリエを構え、ルレデセール創始者のひとり＜ミッシェル・ブラン＞。南フランス産のすみれを

使⽤したショコラやベネズエラ産のカカオのショコラなど繊細で奥⾏き深い味わいが詰まったアソートBOX。 

 

＜岡⽥美術館チョコレート＞や＜セイスト＞など⼀部の商品は三越伊勢丹オンラインストアで購⼊が可能で

す。詳しくはスイーツコレクション×あんこ博覧会®のスペシャルサイトをご覧ください。

※掲載商品はすべて税込みです。

スイーツコレクション×あんこ博覧会® 

会期︓2022年2⽉2⽇(⽔)〜14⽇(⽉)※最終⽇は午後6時終了 

会場︓⽇本橋三越本店 本館7階  催物会場 

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。
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【銀座三越】“銀座店スイーツ⼤好き⼥⼦がお知らせする”Ginza Sweets Collection
2022〜テーマ︓Mon ange（モナージュ）〜

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

＜会期＞

新館7階催物会場:2022年1⽉27⽇（⽊）〜2⽉14⽇（⽉）（最終⽇午後6時終了） 

本館地下2階 GINZAステージ︓2022年2⽉4⽇（⾦）〜14⽇（⽉） 

本館地下2階 シーズンスイーツ︓2022年1⽉2⽇（⽇）〜3⽉31⽇（⽊） 

本館7階 シャンデリアスカイ︓2022年1⽉19⽇（⽔）〜 2⽉14⽇（⽉） 最終⽇午後6時終了

写真︓銀座三越スイーツコレクション担当 丸⽥ 

2022年1⽉7⽇ 12時30分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プ

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポ
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今年の銀座三越スイーツコレクションのテーマは“Mon ange（モナージュ）”。フランス語で“私の天使”という意

味を表し、家族や恋⼈など愛おしい⼈への呼びかけにも使われています。⾷品担当7年⽬、銀座三越スイーツコレ

クション担当の丸⽥ 裕⼦が、「⾃分が欲しいもの」「パートナーに贈るなら」「ともチョコのおすすめ」をご紹

介いたします。

※価格は全て税込みです。

※銀座三越スイーツコレクション担当 丸⽥…菓⼦担当4年⽬。今回は、1/26（⽔）からの、新館7階催物会場で

ご紹介する商品から、お勧め品をご紹介いたします。

断然⾃分買い︕

お墨付きの美味しさを知っているブランドの、今年の味は是⾮試したい︕毎⽇頑張っているワタシが、⾃分ご褒美

で買いたくなる3品です。

■【銀座三越限定】〈パスカル・ル・ガック〉 ボンボンショコラ詰め合わせ 6個⼊ 2,700円

■〈メゾン カカオ〉アロマ⽣チョコレート MAISON(マスカット) 16個⼊ 2,592円

■〈ベルナシオン〉タブレット カシス ノワール 1枚 3,888円



パートナーに、贈りたい

⾒た⽬も中⾝も重視︕⼤切な⼈に、⼤事に味わってほしいとっておきの商品です。

■三越伊勢丹限定 〈ブノワ・ニアン〉 インカコレクション 12個⼊ 6,480円

■〈ラヴァンス〉  SIRO / 5  5個⼊ 1,647円

■〈フランズチョコレート〉 ソルトキャラメルアソートメント 7個⼊ 3,294円

今年のTOMO（友）チョコ候補

花びらみたいなチョコレートや、まさに⾷べるジュエリーのチョコレートの数々。お友達に感謝の気持ちも伝えな

がら、センスの良さもアピール出来るかも︖



■〈ショウダイ ビオ ナチュール〉 コフレ クール ロゼ 150g 4,900円

■三越伊勢丹限定 〈デルレイ〉 マーブルダイヤモンドBOX 6個⼊ 4,320円

■銀座三越限定 ⼋芳園 kiki-季季- kikiボンボンショコラ GINZA セレクション 5個⼊ 2,160円

会場での実演販売

催物会場で実際に調理をしています。出来⽴て、作り⽴てをお持ち帰りいただけるので、美味しさもひとしおで

す︕

■〈ノワ・ドゥ・ブール〉 焼きたてフィナンシェ(マカダミアショコラ) 1個⼊ 411円
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メディアユーザーログイン
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種類

■〈feuquiage(フキアージュ)〉 夜明けのカヌレショコラ 3個⼊ 2,000円 

※1⽉26⽇（⽔）〜2⽉3⽇（⽊）の限定販売です。

■Régalez-Vous（レガレヴ） モワルーショコラ＆クレームアマンドアメール 864円 

※2⽉4⽇（⾦）〜14⽇（⽉）の限定販売 

※価格はすべて税込です。

※諸般の事情により、⼊場制限をさせていただく場合がございます

※都合により商品の内容・素材・デザイン・価格が変更となる場合がございます。また諸般の事情により、⼊荷が

難しい場合がございます。

 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  【銀座三越】“銀座店スイーツ⼤好き⼥⼦がお知らせする”Ginza Sweets

Collection 2022〜テーマ︓Mon ange（モナージュ）〜
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株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

 

2021年 12月 28日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、2022 年 1 月 29 日（土）から 18 日間、8 階催事場にて「ショコラマルシェ」を開催しま

す。昨年はバレンタインがコロナ禍の日曜日ということで、直接友人などに会えず、頑張った自分への「ご褒美チョコ」として購

入する方が目立ちました。今年はバレンタインが月曜日、また直前が３連休ということで、学校や職場などでのお渡しの需

要があり、盛り上がるとみています。また、「ご褒美チョコ」需要は継続する一方、お世話になった方への「感謝チョコ」も増え

ると予想しています。 

今回の「ショコラマルシェ」は、『あなたの❝推し❞がきっと見つかる。』をテーマに約 80 店舗が集結します。さまざまな需要に

対応するため、バレンタインの時にしか手に入らない海外ブランドの強化や、新しい日本ブランド、また見た目のかわいさにこ

だわった映えチョコなどの新規ブランドを 27店舗導入し、展開します。 

 

■「有名ショコラティエと名門ブランド」  
 年に 1 度のバレンタインでしか味わえないブランドや限定商品を通して、自分へのご褒美としてお気に入りの逸品をみつけ

てほしい、またプレゼントする相手を思って各国の本格チョコレートから選んでほしいという想いを込め、昨年よりも 10 店舗

多く海外ブランドをいれて強化しています。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

■新しい日本ブランド 
 日本ブランドのチョコレートを 38店舗集めました。ショコラマルシェ初出店は、9店舗です。 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2022年バレンタインは月曜日！「ご褒美チョコ」も「感謝チョコ」も！ 
「ショコラマルシェ」に国内外ブランド約 80店舗集結 

 
 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場 

 

ショコラマルシェ初出店【ヴェストリ】 
選べる！アンティーカ・ジャンドゥイア 1 
（1個・55g/スプーン付）各 1,944円 
イタリアの職人が厳選した材料から1つずつ
手作りした、スプーンですくって食べる、なめ
らかな口どけのよいチョコレート。 

東武限定品 
【デプラ ポール ショコラティエ】 
ハーティー リミテ（4個入）1,601円 
豊かなカカオとほどよい甘さ、なめらかな口
どけ。異なる4種のフレーバーを東武限定
アソートにした逸品。 

【ショコラティエ パレ ド オール】 
いちご＆ピスターシュ（4個入）1,998円 
甘酸っぱいいちごと濃厚なピスターシュのな
めらかなガナッシュとプラリネ、両方の風味と
食感が楽しめるショコラアソート。 

東武限定品【ショコラティエ川路】 
和ショコラ（9個入）3,500円 
葛飾北斎の絵画などから着想を得た 
日本の魅力を伝える和ショコラアソート。 
 

ショコラマルシェ初出店【ドリュアデス】 
森のボンボン 2022（6個入） 
2,430円 
ピエール・エルメ・パリや星付きレストランを
経て帰国したパティシエ斎藤氏渾身の 
ボンボンショコラ。 

【マールブランシュショコラトリー  
加加阿３６５ 祇園店】加加阿ラングドシャ
「佇古の菓」（8枚入）1,201円 
香り高いベトナム産カカオマスを練り込んだラン
グドシャで、ミルクチョコをサンド。 

訂正版 ※2ページ目の店舗名を訂正しました。 



 

 
株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

■映えチョコ 
 チョコレートパッケージの見た目のかわいさで思わず手に取りたくなるような映えチョコを取り揃えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
■チョコレートスイーツ＆イートイン 
 チョコレートを使ったスイーツや、会場で楽しめるイートインも展開します。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
■健康志向の方に！ 
 ヴィーガンチョコレートや 100％無添加のクッキーなど、からだ想いのスイーツも展開します。 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 
広報部 広報課 荒井・千原  直通℡：03-5951-5210 

【100 エーカーの森】〈写真左から〉 
Bouquet・Pound（M サイズ）/ 
Yell・Pound（Mサイズ） 
（各 1個・径約 12cm）各 2,700円 
ビターチョコでコーティングした花束のような
濃厚チョコパウンドケーキと、ブロンドチョコ
でコーティングした、りんご蜂蜜パウンドケ
ーキ。 

ショコラマルシェ初出店 

【ファットウィッチベーカリー】 

バレンタイン限定箱（6個入）2,376円 
人気のブラウニー専門店による 6 種のブラウニー
詰合せ。クランベリーとアーモンドマニアはバレンタ
イン限定フレーバーで、かわいらしいパッケージは
ギフトにぴったり。 

ショコラマルシェ初出店 
【リリオンテ】ショコネ  各 648円 
昔ながらのラムネ菓子の甘酸っぱさ
と、上質なチョコレートの甘さがやみ
つきに。かわいいパッケージはプチギ
フトにぴったり。 

東武初出店【カカオキャット】 
CACAOCAT ミックス 
（16個入）1,944円 
ダーク、ミルク、ホワイト、ストロベリー、抹
茶、ヘーゼルナッツの 6 種が入った、なめ
らかさと素材にこだわった逸品。 

東武初出店【アンドアールグレイ】 
（左）アールグレイリッチミルク／ 
（右）ショコラ（1個）各510円 
アールグレイリッチミルクは、まるで 
「食べる濃厚ミルクティ」。ショコラ
は、ベルガモットが香るバレンタイン
限定ソフト。 

ショコラマルシェ初出店 
【チョキ東京】Choci Ball Gift Box L
（300g）4,600円 
世界中から選りすぐったナッツやフルー
ツ、ポップコーンを、最高品位フランス産
グランクリュチョコレートでコーティング。 
添加物、保存料、着色料は不使用。 

〈写真左〉 
【ココシュシュ】ヴィーガン生チョコレ―ト （16個入）各 980円 
乳製品、乳化剤、白砂糖は使わず、植物性の素材のみで作ったヘルシーな 
ヴィーガンショコラ。カシューナッツと天然のメープルシロップでコクと甘みを表現。 
7種のフレーバーから選べる。 

イートイン 

〈写真右〉【マイハニー】ハニーショコラサンドリープ （5個入）1,274円 
生はちみつ専門店がつくる、砂糖、乳製品、化学物質、小麦粉、人工甘味料
を一切使用しない 100％無添加のスイーツ。はちみつの甘さが口いっぱいに広が
る、しっとりとしたココアクッキー。 
                         ※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

※2ページ目の店舗名を訂正しました。 

 

訂正版 



 

 
株式会社 東武百貨店 

 

2022年 1月 6日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、1 月 8 日(土)から 23 日(日)まで「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を約 100 店舗

で開催します。「今だけ」「ここ(当店)だけ」にこだわった海鮮・肉弁当、惣菜、スイーツの東武限定品を豊富にご用

意し、東武百貨店ならではの品揃えとなっています。珍しいとされる「鮭児」や「キングサーモン」をはじめ、魚介・農作

物、ブランド牛を使用した商品、また、初出店のお店を導入することで、お客様が何度足を運んでも楽しい物産展

となっています。 

 

 

 この数年で漁獲量が減少した鮭の中でも、1 万本に 1 本といわれる幻の鮭「鮭児」の切身、北海道近海でわず

かに獲れる「大助（キングサーモン）」の切身・弁当が登場。2022 年初の物産展で選りすぐりのものをお召し上が

りいただきたいとの想いでご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※密を避けるために、お客さまへの入場制限をする場合がございます。  

※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 

 

 
 
 
 

 

2022年初の物産展は北海道展！海の幸・山の幸が堪能できる！ 

1 月 8 日(土)から 23 日(日)まで「大北海道展」を開催！ 

 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場、地下 1 階マルチスクエアほか 

鮭児やキングサーモンが登場！※1週目限定 

 実演  
東武 

限定 

札幌市 【鮭乃丸亀】 
知床羅臼産 鮭児切身 
19,440円(冷凍/1切) 
出店期間：1月 8日～14日 
 

札幌市 【鮭乃丸亀】 

北海道産 大助(キングサーモン)切身 

4,320円(冷凍/1切)  

出店期間：1月 8日～14日 

札幌市 【札幌 豊平館厨房】  

第 37回十勝和牛枝肉共励会 

最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当 

18,900円(1折) 

販売期間：1月 8日～14日 

 

富良野市 【富良野ぷちぷちバーガー】 

ふらの和牛のステーキバーガー・ 

ホタテのグリル付き 

1,401円(1個) 

出店期間：1月 15日～23日 

 実演  
東武 

限定 

 実演  
東武 

限定 

札幌市 【北海鮮 海の里】 

鮭大助弁当 
4,320円(1折)  
販売期間：1月 8日～14日 

 

 イクラも道産！ 

ボリューム満点で映えること間違いなし！道産牛・豚の東武限定品も熱い！  

 

 

 

 

 

帯広市 【掛村】 

十勝産豚食べ比べ豚丼弁当 

1,998円(1折) 

販売期間：1月 15日～23日 

News Release 
 

 
初 

出店 

 実演  
東武 

限定 



 

 
株式会社 東武百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イートイン 

道産小豆のスイーツ！ 

貝、エビも楽しめる！ 

 
初 

出店 

津別町 【道の駅 あいおい】  

クマヤキ 201円(1個/粒あん) 
※写真左は東武限定 カスタードクリーム＆生クリーム 231 円 

出店期間：1月 8日～14日 

 

札幌市 【椿さんど】  

椿さんどあんバタ 

1,059円(2個入) 

出店期間：1月 15日～23日 

 

 実演  
東武 

限定 

江別市 【イルマットーネアルル】 

サクサクカスタードデニッシュ 

～あんチーズのせ～ 432円(1個) 

販売期間：1月 15日～23日 

 

 実演  
東武 

限定 

週替わりでお寿司も登場！ 

木古内町 【ヤママル成澤水産】 

活きあわびと活きほたての季節の 

貝づくし食べ比べ弁当 

2,808円(1折) 

販売期間：1月 8日～14日 

 

札幌市 【肴や一蓮 蔵】 

大ボタン海老豪快盛弁当 

2,484円(1折) 

販売期間：1月 15日～23日 

 

初出店！道産生乳、生クリームを使用したアイスやラテ、蕎麦粉を使用したスイーツがイートインで登場！ 

日高郡 【Peekaboo】 

日高生乳ミルキーソフトクリーム 

イートイン 481円(1個)  

出店期間：1月 8日～14日 

旭川市 【福吉カフェ】  

福吉らて 北海道生クリーム添え 

イートイン 731円(1杯) 

出店期間：1月 15日～23日 

 

 
初 

出店  イートイン 

函館市【幸寿司】 

はこだて津軽海峡にぎり 

3,240円(1折) 

出店期間：1月 8日～14日 

 

 実演  
東武 

限定 

 実演  
東武 

限定  実演  
東武 

限定 

 実演 

札幌市 【ププリエ】  

ショコラ＆フランボワーズのガレット 

イートイン 1,131円(1個) 

出店期間：1月 15日～23日 

 
初 

出店  イートイン  
東武 

限定 

 
蕎麦粉も 

生乳も道産！ 



 

 
株式会社 東武百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※天候・水揚げの状況や交通事情等諸般の都合により、未入荷・内容変更等もございます。 ※数に限りがございます。 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率 10%」の価格となります。 

報道関係者様お問い合わせ・・・株式会社 東武百貨店 〒171-8512東京都豊島区西池袋 1-1-25 
  広報部 広報課 藤ノ木・千原 直通℡：03-5951-5210 

オンラインショッピングや 
テレフォンオーダーも実施します。 
ネットで開催の「大北海道展」や電話注文の 

「テレフォンオーダー」をご利用していただくことで、 

家からでも北海道展をお楽しみいただけます。 

 イートイン 

 
初 

出店 

 
東武 

限定 

札幌市 【ISHIYA】  

雪だるまくんサンデー 

「白い恋人ソフトクリーム」に「雪だるまくん 

チョコレート」をのせた冬らしいサンデー。 

イートイン 501円(1個) 

出店期間：1月 15日～23日 

小樽市 【小樽洋菓子舗 ルタオ】  

ルタオサンデー ミルキーベリー 

濃厚なミルク味ソフトクリームに、「北海道苺の 

ドゥーブル」をのせたぜいたくなサンデー。 

イートイン 660円(1個) 

販売期間：1月 8日～14日 

 
東武 

限定  イートイン 

札幌市 【らーめん信玄】  

道産豚バラと道産コーンのチャーシュー麺 

約４日間煮込んだ豚骨スープを 

ベースに道産豚バラと道産コーンをのせた 

東武限定ラーメン。 

イートイン 1,265円(1杯) 

出店期間：1月 15日～23日 

札幌市 【寅乃虎】  

とらのこスペシャル 

札幌名物のスープカレーとラーメンをかけ 

合わせたスパイスラーメン。パンチの効いた 

スープと札幌麺がよく絡みます。 

イートイン 1,201円(1杯) 

出店期間：1月 8日～14日 

 お食事処  お食事処  
東武 

限定  
東武 

限定 

＜お食事処＞ラーメン好き必見！週替わりで２店舗が出店！ 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「ぐるめぐり 冬の大北海道展」 
場  所：東武百貨店 池袋本店  

8階催事場(約 450坪)、 
地下 1階丸の内コンコース、地下 1階マルチスクエア 

期   間：2022年 1月 8日(土)～23日(日) 
営業時間：8階催事場→午前 10時 30分～午後 7時 

地下 1階丸の内コンコース・地下 1階マルチスクエア  
→午前 10時～午後 8時 

店 舗 数 ：約 100店舗(3 ヵ所合計)  ※内初出店 7店舗 
※コロナ対策については、HPをご覧ください 

＜イートイン＞人気のルタオ、ISHIYAから東武限定のサンデーが登場！ 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/3986/
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松屋銀座では、2022年 2月 2日(水)～14日(月)まで 8階イベントスクエアで「GINZAバレンタインワールド」を開催します。 
2022年バレンタインテーマは「チョコレートの新発見」。チョコレートの新たな楽しみ方や魅力をご紹介します。 
松屋メルマガ会員に実施したアンケートでは「自分チョコ」の予算が 2年連続で増加しており、コロナ禍で増えた 
自分時間にチョコを楽しむ方が増えていることがうかがえます(詳細別紙あり)。そこで、ちょっとした手間「0.5 手間」を加
え、楽しめる商品もご紹介いたします。また、コロナ禍で外食する機会も減り、家飲み需要が増え、お酒への関心も
高まっている中、松屋では期間限定 BAR を併設。チョコとお酒のマリアージュの楽しみ方と共に、銀座の BAR の 
魅力をご紹介します。 

 

 
 

 
                                      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会期：2022年 2月 2日(水)～2月 14日(月) 13日間  ■テーマ：「チョコレートの新発見」 
■会場：8階 イベントスクエア  ■会場面積：約 1000㎡  
■展開数：72ブランド(前回 71ブランド)  国内ブランド 37、海外ブランド 35、約 600点 
■松屋限定商品：17点      ■イートイン・実演：7ブランド   
■価格帯：261円～11,232円    
■売上目標：売上前年比 約 140% 

前日 2月 1日(18時以降)はご取材可能です！ご希望の方はご連絡下さい。 
 

 

 
■会期：2022年1月3日(月) 11時～2月6日(日) 17時 https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=valentine_2022 
■展開数：約 70ブランド、約 280点  ■松屋限定商品：11点  ■インターネット限定商品：13点  
■価格帯：378円～11,801円 
※店頭受け取りを選んでいただくと、松屋銀座 8階イベントスクエア「GINZA VALENTINE WORLD」会場内にてご利用いただける「＜レナーズ＞マラサダ 

(シュガー)1個プレゼント券」を商品をお受け取りの際に 1枚プレゼント。（お 1人様 1枚限り） 

バレンタイン直前は 3連休！ おうちで楽しむバレンタインが充実 

「お酒と合わせるチョコ」「日本の食材」「0.5 手間チョコ」 

２０２２ 松屋銀座のバレンタインフェア 
 

 

 

 

 

EC 〈松屋オンラインストア〉 

◆2022年 松屋銀座バレンタインのポイント◆  

 ① 「お酒とチョコレート」のマリアージュ 

    コロナ禍での家飲み需要も増加。お酒とチョコのマリアージュをご提案。会場には銀座の BARが出現！ 

② 「日本の食材を新発見」  

日本のローカル食材を使用したチョコレートや海外ショコラティエが注目する日本の食材を活かしたチョコレートを展開 

③  バレンタイン直前は 3連休！おうちバレンタインおすすめの「0.5手間チョコ」 

   ちょっとした工夫「0.5手間」を加えて楽しむチョコレートを提案 

④  サステナブルな取り組みを実践しているブランドに注目！ 

⑤  贅沢な高級なラグジュアリーブランドチョコを展開 

⑥ 世界の女の子をチョコで支援(サポート)する「#サポチョコ」 今回初めてオリジナル商品販売！ 

 
 

 

 

 

 

 

店頭 〈GINZA バレンタインワールド〉 

MATSUYA×美濃焼 ちょこざらプレゼント 
■2月 2日(水)－14日(月) 8階イベントスクエア入口 ※最終日 17時終了 
期間中、8階イベントスクエアで税込 5,400円以上(合算可)お買い上げの先着 3,500名様に「美濃焼 リムドット小判 小皿 

（9cm×12cm）に MATSUYAの刻印を入れたちょこざら」をプレゼント。白、ピンク、黄色の 3色をご用意。小物入れにもぴったり。 

※お一人様 1枚限り  ※なくなり次第終了 

 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=valentine_2022


 

 

 

 
コロナ禍で外食自粛が続き、おうち時間が増えたことから家飲み需要が増加。松屋の 2021年 12月の和洋酒売場の売上前年比は約 130％、
コロナ前の 2019 年と比べても約 120％と好調に推移。反対に、夜の営業がメインな BAR では時短や酒類提供不可の期間が続く、厳しい状
況でした。そこで今回松屋のバレンタインでは、家飲みチョコの提案とともに、実際銀座に BARを構える 2店舗のバーテンダーに日替わりで
お越しいただき、「お酒とチョコレート」のマリアージュを楽しんでいただけるイートイン BARを併設いたします！！ 
 
 
 
銀座で人気の BAR が出店。本格的なお酒とチョコレートのマリアージュが楽しめ、新感覚が味わえます。チョコレートは青森県弘前市にてク
ラフトチョコレート専門店〈浪漫須貯古齢糖(ロマンスチョコレート)〉を、東京では BAR 専用のチョコレート工房〈アトリエ Airgead〉を展開するシ
ョコラティエ・須藤銀雅氏がプロデュース。 下記メニューは、会場でしか味わえない商品になります。 
 

SUKIYABASHI SAMBOA    出店日：2月 2日(水)、6日(日)、7日(月)、8日(火)、12日(土)、13日(日)、14日(月) 

 
バー木挽町 

出店日：2月 3日(木)、4日(金)、5日(土)、9日(水)、10日(木)、11日(祝・金) 

 

 

 

 

① 「お酒とチョコレート」のマリアージュ/組み合わせで新発見 

～銀座の BAR応援！イートインで銀座の BARが日替わりで 2 店舗登場！～ 

〈マリアージュ クラフトビール〉 

◆マレーン・クーチャンス 

松屋初登場 EC 

カカオツリー(6個入り) 3,780円 

カグア ルージュ 655円 

個性的な 3種類のガナッシュと相性抜群

なのは芳醇な味わいが自慢のクラフトビ

ール。山椒のスパイシーさがカカオの苦

みとマッチし、チョコレートの個性を存分

に引きたてます。 

 

〈マリアージュ シングルモルトウイスキー〉 

◆ジョンカナヤ 松屋初登場 EC 

ボンボンショコラ クールルージュ 

(5個入り) 2,484円 

グレンモーレンジィ オリジナル 6,017円 

カカオ本来の風味が楽しめるボンボンショ 

コラには、樽由来のバニラのような香りが 

特徴のスコッチウイスキーを合わせるの 

がおすすめ。チョコレートがウイスキーの 

ほのかな甘みをふくらませる、大人の味 

わいです。 

 

イートイン BAR情報  〈各日 昼 12 時～19 時 30 分まで (L.O  19 時) 〉      

◆サンボアハイボール用オリジナルチョコ(１個)とサンボアハイボール(１杯)セット 1,650円 

(写真) 

1918 年(大正７年)神戸の街に誕生し、銀座に暖簾分けされた銘店。バーテンダーの津田敦史

氏のこだわりのつまった BAR で人気の「サンボアハイボール」と合わせるのは、ウイスキーの

味わいを増幅させるシナモンの風味、ピンクペッパーの爽やかな香りが特徴的なチョコレートで

す。津田氏こだわりのハイボールの風味を後押しし、感動のマリアージュを体験いただけます。 

◆柚子ハーブ(1個)とジントニック（カカオニブ漬け込み 1杯）のセット 1,650円 

柚子果汁、柚子皮のミンチ、沖縄ニッケイの葉、ローズマリー、レモングラスを使用した爽やか

なガナシュ。ほのかな柚子の香りとハーブの青っぽい香りが、ジントニックの爽やかさと良く合

います。 

 

 

◆ポワブルローゼ(1個) アンティカ フォーミュラ(1杯) セット 1,650円 (写真) 

最良のマリアージュを探求し続けるお酒のプロ・中野修二氏が、銀座で営む会員制のバー。フ

ランボワーズとグリオットのピューレ、粗みじんにしたピンクペッパーで仕上げたガナッシュの

上品な甘酸っぱさと、爽やかに香るピンクペッパーの香りが、リッチな味わいを誇るヴェルモッ

トと好相性。 

 

その他 BAR 2店舗共通メニュー   ※その他、ノンアルコールカクテルのご用意もございます。 

 
               ◆シードル粕(１個)とシードル(１杯)のセット 1,650円 
               青森県産のシードルの澱を煮詰め、リンゴの凝縮エキスをたっぷり加えた松屋銀座限定品。 
               シードルとのマリアージュをお楽しみいただけます。 
                

※上記のチョコを詰合せた下記商品・お酒は店頭、ECでも販売。ご自宅でも楽しめます。 
                浪漫須貯古齢糖 松屋初登場松屋銀座限定商品 EC 

ボンボンショコラアソート(10個入り) 4,320円  
 

◆フェヌグリーク(1個)とマッカラン(1杯)のセット 1,650円 
メティとも呼ばれるマメ科のハーブ、フェヌグリークを使用したガナシュ。香気成分のソトロンは高濃度ではカ 
レー、低濃度ではメープルシロップなどの糖蜜系の香りがします。チョコレートの個性を引き立てるウイスキ 
ーを合わせることで、絶妙なマリアージュを楽しめます。 
◆味噌(1個)とスプリングバンク(1杯)のセット 1,650円 
麹入りの味噌を溶かした生クリームとミルクチョコで作られたガナッシュ。塩キャラメルのような甘じょっぱさ 
と味噌の芳醇な味わいは、スプリングバンクなどの塩気のあるモルトとよく合います。  

 
 

ご自宅で楽しめるお酒とチョコレートのマリアージュ商品      



 
 
 

今回は、日本のローカル食材を使用したチョコレートや、海外のショコラティエ(チョコレートブランド)が注目する日本の食材を使用した「海外

のショコラティエ×日本の食材」のコラボチョコレートを展開します！ 

 

日本のショコラティエ×日本のローカル食材 
 
◇銀座・静岡 
◆Seiste 松屋銀座限定商品 EC 

  Seiste×ぎんざ空也 空いろ コラボレーションショコラ 縁 (エニシ)  1,620円(3個入り) 

Seiste とぎんざ空也 空いろのコラボレーションショコラ。ぎんざ空也 空いろの風味豊かな餡に、ショコラティエの地 

元静岡県産の荒畑園の緑茶、富士正酒造の大吟醸、朝霧乳業のチャーン製法のバターなどを合わせ、それぞれ 

の食材の個性を活かしたショコラを 3種類ご用意しました。 

〈使用食材〉餡(ぎんざ空也 空いろ)、緑茶、日本酒、バター 
 
◇九州 6県 

◆アトリエ キュイエール 松屋銀座限定商品松屋のみ出店 EC 

 九州ショコラ(10個入り)  4,212円 

福岡県 糸島市出身のショコラティエ山﨑陽子氏が、九州の農家や生産者から直接仕入れたこだわりの食材の

数々。九州の果物やお茶などその魅力を一粒ずつのチョコに込めてお届けします。 

〈使用食材〉バナナ、ライチ、いちご(あまおう、さがほのか) 他、ほうじ茶、シナモン、柚子など 計12種類 
 

◇鹿児島県 
◆ルプロンドアーカー 松屋のみ出店 EC 

ビスケット BOX(6個入り) 1,481円 

鹿児島県産の塩麹やきな粉をはじめ、有機農法で作られたレモン、紅茶、くるみ、ココナッツなど、厳選した自然の

食材を使って焼き上げた一口サイズのビスケット。 

〈使用食材〉塩麹、きな粉 
 

海外のショコラティエ(チョコレートブランド)×日本の食材  
 
◇北海道・兵庫県・愛媛県 
◆ラヴァンス 松屋初登場 
 SIRO/5(5粒入り)  1,647円 ※420箱限定 

北海道 十勝産のラズベリーや兵庫県 播磨産の金ごま、愛媛県 大三島産のライムなど、ベルギー人のショコラティエが 

惚れ込んだ日本各地の食材から個性豊かなボンボンショコラが誕生しました。  

〈使用食材〉北海道十勝産のラズベリー、播磨の金ごま、ハマナス、ライム 他 
 
◇徳島県 
◆フォッサチョコレート EC 

 徳島コレクション 阿波晩茶(1枚入り) 1,728円 徳島コレクション インディゴ(1枚入り) 1,728円 

日本の味に造詣が深いシンガポールのチョコレートブランド。徳島県産の食材 2種、まろやかな風味の阿波晩茶と 

近年はスーパーフードとして注目を集める、染め物でおなじみの藍を使ったタブレットをご紹介。 

〈使用食材〉阿波晩茶、藍 
 
 

 

 

◆ガートココア×エディション・コウジシモムラ 松屋銀座限定商品 EC 

ガトーショコラ・チェンマイ 5,400円  

バンコク発の Bean to Barチョコレートメーカーと、ミシュラン 2ツ星のフレンチレストランがコラボ。タイ北部チ

ェンマイのシングルオリジンチョコレートを使用した、濃厚なガトーショコラとイチジクやタイ産赤ワインを使用し

たコンフィチュールのセット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ おうちバレンタインおすすめの「0.5 手間」チョコ /ちょい足しで新発見 

◆ヴェストリ EC 
選べる！アンティーカ・ジャンドゥイア 1（１個入り）1,944円 
チョコレートの製造をカカオの栽培から一貫して行う「Farm to Bar」ブランド。カラフルな缶に入っ
たチョコレートをスプーンですくって食べる定番シリーズに、新フレーバーが加わり、今年は全 10
種類をご紹介。 
※ECでは 2個セットを販売 

② 「日本の食材を新発見」 

 



 

 

 

松屋メルマガ会員に実施したアンケートではチョコレートに関するサステナブルな取り組みに関心がある方が 87.3％いました。 

そこで今回松屋では“一粒のチョコレートから、サステナブルな社会づくりに貢献したい”そんな志をもつショコラティエ達の取り組みが光る、

ラインナップをご用意しました。 

 

◇産地支援 
◆ガートココア 松屋銀座限定商品 EC 

 ボンボンショコラ・タイセレクション(5個入り) 2,592円 

タイ バンコクの Bean to Barチョコレートメーカー。タイのカカオ農業の発展を目指し、この国の各地で収穫し、厳選

したカカオ豆のみを使用。持続可能なカカオ農園としての成長を地域ごとにサポートしつつ、更なるマーケットの創

出に貢献しています。この商品は、タイのローカルマーケットやタイ料理レストランからインスパイアされた、タイなら

ではの味わいを詰合わせたボンボンショコラです。ショコラティエ上妻正治氏とのコラボ商品です。 

 

 

◇産地支援 
◆リトルマザーハウス EC     
IRODORI CHOCOLATE 各 1,296円 

爽やかな渋みの抹茶と、甘みと酸味を含んだラズベリーの2種類のフレーバーのグラデーションチョコレートは、桜の風味

がほのかに感じられる、春らしい一品。塩味がホワイトチョコの甘さをほどよく引き立てます。 

 

 

◇産地支援 
◆ダリケー EC 

カカオサンドクッキー（6枚入り） 1,296円 

贅沢な厚みを誇るこだわりのチョコレートを、バターとアーモンドの風味豊かなサクサクの生地で挟み込んだラング

ドシャ。主役のカカオの芳醇な香りと、濃厚ながら後味さっぱりのビターチョコレートがクセになる一品。 

 

◇レイズトレード 
◆ノエルベルデ EC 

エクアドル苺ホワイトチョコレート 2,160円 

カカオの起源と言われる南米エクアドルのフレーバーカカオの素晴らしさを追求し、そこに繋がるモノ、人、環境が

より豊かになる未来を目指してレイズトレードを行うブランド。素材にこだわった新作チョコレートをぜひ。 

 
◇オーガニック 
◆ノネット 松屋銀座限定商品 EC 

練乳入り カカオフィナンシェ(2個入り) 2,970円 

ベトナムのオーガニックカカオ農園にてカカオの栽培から、チョコレートの製造までを現地で一貫して行う〈ノネット〉

より、練乳入りのベトナム風カカオフィナンシェをお届け。豊かな土壌が作り出すおいしさをご堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ ハート ギフトボックス S2 11,232円 

ダークやミルクの様々なガナッシュとプラリネをギフトボックスに収めたラ・メゾン・デュ・ショコラの代表的な詰合せ。 
 
◆ブルガリ イル・チョコラート EC サン・ヴァレンティーノ 2022 (10個入り) 11,801円 

2022 年、ブルガリブランドの本拠地であるローマの中心部にいよいよブルガリ ホテルがオープンします。その誕生を記念し、「サン・ヴァレン

ティーノ 2022」は、永遠の都、ローマにインスパイアされた「チョコレート・ジェムズ」のユニークなコレクションをご紹介。 
 
◆ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ EC ボンボンショコラ(6個入り) 3,780円  

ザ・ペニンシュラ東京 エグゼクティブシェフ パスカル・シャルデラ監修。マンゴーココナッツ、パッションフルーツ、ロンジン茶など、ザ・ペニンシ

ュラが誇るスイーツやお茶の魅力を、ボンボンショコラに閉じ込めました。 

④ 自然や人にやさしい、サステナブルな取り組みを実践しているブランドに注目！ 

 

⑤ 贅沢な高級なラグジュアリーブランドチョコレートを展開 

 



 
 
 

 

今年で 4回目の参加となる『＃サポチョコ』。今回はこれまでの取り組みに加え、新たな企画として、ショコラティエ・パティシエと生産者が 

初コラボ！瀬戸内の食材を使用したオリジナルスイーツを作りました。 

 

 

『＃サポチョコ』とは 

『＃サポチョコ』は、バレンタインを通じて途上国の女の子たちをサポートしようという読売 

新聞の女性サイト「OTEKOMACHI（大手小町）」発の取り組みです。松屋銀座はこの企画に 

賛同し、今回で４回目の参加となります。８階イベントスクエア内で販売するタブレット 

チョコレートの売上の一部を、国際 NGOプラン・インターナショナルに寄付します。 

寄付金は、女の子たちを守り、勇気づけ、ポジティブな変化をもたらす役割を担えるよう 

支援する活動に使われます。 

 

 

◇新企画 『＃サポチョコ』オリジナルチョコレートスイーツ 

 

◆アトリエ キュイエール 松屋銀座限定商品 

 瀬戸内ショコラ～広島大崎上島レモン＆富久長「海風土」～   

4個入 1836円 

広島県産のレモンを使用した塩レモンのショコラと、同郷のお酒「海風土 

（シーフード）」に煎り玄米と金箔を加えて仕上げたショコラのセット。 
 
◆ルプロンドアーカー  

チョコレートグラノーラ 110ｇ 972円 松屋銀座限定商品 100箱限定 

広島県産「富久長」の酒粕とココアの相性が抜群なグラノーラ。ココナッツにアーモンド、カボチャの種などの触感を楽しんで。 
 
レモンビスケット 1個 451円 松屋銀座限定商品 EC 300箱限定 

広島県産の瀬戸内レモンピールとオーガニックチョコをココア生地にたっぷり混ぜ込んだ、素朴で食べ応えのあるビスケット。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇カカオの多彩な魅力を感じる タブレットチョコレート 

 

（左）アケッソンズ EC 

マダガスカル 75％チョコレート＆ヴォティペリフェリペッパー 1,350円 

（右）オリジナルビーンズ  ヴィーガンミルク 1,404円 EC 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 世界の女の子をチョコで支援(サポート)する「#サポチョコ」 今回初めて限定商品販売！ 
松屋銀座×OTEKOMACHI×国際 NGO プラン・インターナショナル 

 

 

① アトリエ キュイエール ショコラティエ 山﨑陽子氏   

大手料理教室講師や技術指導員として製菓講師の研修・育成に携わり 13年間で教えた人数のべ 

約 4万人超。2015年 atelier cuillere をオープン。地元福岡の素材を使って、独創的で女性の心を 

くすぐるチョコレートを次々に生み出している。 
 
② ルプロンドアーカー パティシエ 桑原亜希子氏   

2016年に地元鹿児島の築 95年の古民家で Le plan de AK(ルプロンドアーカー)を開業。グラノーラや 

焼き菓子の製造・販売を中心に、最近は人や環境にやさしい生活用品の仕入れ・販売も行っている。 
 
③ レモン農家 〈ふじやファーム〉 藤中夏実氏  

 瀬戸内海の離島「大崎上島」で、生産から販売まで一貫で行う一人農家。2020 年に有機 JAS の 

認証を取得。土づくりにこだわり、堆肥や木質のチップなど自然に循環する資材を駆使し栽培した 

有機レモンは皮まで丸ごと食べることができる。 
 
④ 蔵元杜氏 〈今田酒造本店〉 清酒 富久長 今田美穂氏   

「広島杜氏」の伝統を継ぐ安芸津町の地(東広島市)から、国内外で高く評価される日本酒富久長を 

送り出す女性杜氏。英国 BBCが毎年発表する、世界に影響を与えた「100人の女性」に 2020年、 

唯一の日本人として選出された。 

 

 

②  

④  

＊EC マークは ECでも展開商品 ＊価格は全て税込 

③ 

①  


