
 

                       

  

2023年 1月 24日 

                     （一社）日本百貨店協会  

 

【阪急阪神百貨店】 

[｢バレンタインチョコレート博覧会 2023」(1/20～阪急うめだ本店、食品売場は 1/13～）] 

年に一度のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会 2023」が開幕。2023 年 

は“チョコで広げる Good Harmony”をテーマに、国内外合せ約 3,000 種類が集結する。 

[「第 38 回 旨し、美し。金沢・加賀・能登展」（1/11～阪急うめだ本店）」] 

加賀百万石の歴史と伝統、文化が受け継がれ、時代の流れとともに進化し身近な暮らしの中

に活かされている石川県の魅力を発信する新年最初の催事。 

[阪神の有名駅弁とうまいもんまつり（1/24～）] 

全国各地から実演 22 店舗を含む、約 250 種類の駅弁が集結する阪神梅田本店の名物催事。

関西にいながら有名駅弁はもちろん、懐かしのあの味もご堪能いただける。 

【松屋】 

[2023 松屋銀座バレンタイン「GINZA バレンタインワールド」スタート（2/1～）]  

松屋銀座では、2月 1日から、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。バレンタインの多様な楽しみ方を提案する。 

[松屋銀座 2023 年バレンタインデーに関する意識調査]  

松屋銀座では、メールマガジン会員にバレンタインデーに関するアンケート調査を実施。

今年もさらに「自分へのチョコ」が伸長。アフターコロナで義理チョコ回復の兆しも。 

[MOOMIN GINZA SELECTION（1/25～松屋銀座 1 階スペース・オブ・ギンザ）]  

松屋銀座にて、ムーミンのスペシャルな期間限定ショップ「MOOMIN GINZA SELECTION」を

開催。「ご褒美 ムーミン」をテーマに上質で素敵なアイテムを提案する。 

【東武百貨店】 

[池袋東武のバレンタイン『ショコラマルシェ』（1/31～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 31日から 8階催事場にてバレンタイン催事「ショコラマルシ 

ェ」を開催する。今年のバレンタインのテーマは「私を甘やかすバレンタイン」。 

[「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催（1/7～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 7日から「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催。1週目と 2週 

目で会期を分け、切り口を変えて展開する。 

[縁起の良い赤色グルメをデパ地下約 50 店舗で販売（1/12～）]  

東武百貨店 池袋本店は、1月 12日からデパ地下約 50店舗にて、1月 15日「いちごの日・ 

小正月」にかけて縁起の良い赤色グルメを展開する。 

[「大長崎展」と「波佐見焼フェア」を 1 月 24 日より同時開催（1/24～）]  

東武百貨店 池袋本店は、1 月 24 日から 8 階催事場にて『大長崎展』・『波佐見焼フェア』 

を同時開催。第 17 回目の「大長崎展」では、食 45 店、工芸 9 店の計 54 店が集結。 

 

各社の直近の重点施策 



【髙島屋】 

[日本橋髙島屋開店 90 年記念「ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展」（3/1～）]  

世界的にも名高い「織田コレクション」の全貌に迫る初の展覧会。北欧の名作椅子・イン 

テリアアクセサリー・食器 300点以上を展示する。 

[“ショコラフェス”「アムール・デュ・ショコラ」（1/20～、1/6～オンラインストア）]  

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。 

【小田急百貨店】 

[「ショコラ×ショコラ」を 1 月 25 日から開催（1/25～、オンラインストア先行展開中）]  

小田急百貨店新宿店では、１月 25日から「ショコラ×ショコラ」を開催。“幸せのショコ 

ラめぐり”をテーマに、さまざまなチョコレートを展開する。 

【近鉄百貨店】 

[バレンタインショコラコレクション 2023（1/18～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、近鉄のバレンタインフェア「ショコラコレクション 2023」 

を開催。チョコパフェ博覧会や、生産者との繋がりが生み出すオリジナル商品に注目。 

[「さくらライナー」での朝採れ野菜の貨客混載輸送の本格運用を開始]  

近鉄不動産が運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」で生産された新鮮な野菜を「さくらライナ 

ー」にて輸送、収穫当日にあべのハルカス近鉄本店内「ハルチカマルシェ」にて販売。 

【三越伊勢丹】 

[～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2023（1/19～） ]  

伊勢丹新宿本店では、2023年に『～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコ

ラ』を本館６階催物場にて開催。21回目となる今回のテーマは、「LOVEこそ PEACEだ！」 

[伊勢丹新宿本店のバレンタイン「スイーツコレクション 2023」（1/4～オンラインストア）]  

伊勢丹新宿本店のバレンタインは、店頭販売に先駆けて、オンラインでしか購入できない

商品を含め約 400アイテムを三越伊勢丹オンラインストアにて販売。 

[2023 スイーツコレクション×あんこ博覧会®（2/1～日本橋三越本店）]  

日本橋三越本店では 2月 1日からスイーツコレクション×あんこ博覧会®を開催。今年のテ

ーマは“Sweets Parade♪スイーツパレード”スイーツの本格的なおいしさをご紹介。 

[「銀座スイーツコレクション 2023」（1/26～銀座三越）]  

今年のテーマは「Season of Love」。銀座三越新館７階催物会場を中心に、各会場で様々なイ

ベントを行う。 

【京王百貨店】 

[2023 Keio CHOCOLATE MARKET（1/31～）]  

京王百貨店新宿店では「Keio CHOCOLATE MARKET」を開催する。今展のテーマは「見て、食

べて、楽しむ、ココロおどるバレンタイン」。 

[第 26 回 福井県「越前・若狭」の物産と観光展（1/24～）]  

京王百貨店新宿店では、「第 26回福井県『越前・若狭』の物産と観光展」を開催。名物グ

ルメから 職人技が光る伝統工芸品までが一堂に会し、福井県の魅力を伝える。 

 



[施策概要] 
 

 

【阪急阪神百貨店】 

[「バレンタインチョコレート博覧会 2023」（1/20～阪急うめだ本店、食品売場は 1/13～）] 

年に一度のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会 2023」が開幕。2023年 

は“チョコで広げる Good Harmony”をテーマに、国内外合せ約 3,000種類が集結する。 

“チョコで広げる Good Harmony”をテーマに、メイン会場では、代名詞である『カカオ―ワー

ルド』をはじめ、オレンジや柑橘素材に注目した新企画『かんきつジェット』や、チョコ焼菓子を

集積した『焼菓子の森』が登場。国内外合わせて約 300 ブランド約 3,000 種類が集結する

「バレンタインチョコレート博覧会 2023」は楽しさ世界 No.1を目指す。（リリース） 

HP：https://bit.ly/3GW4kw4 

[「第 38回 旨し、美し。金沢・加賀・能登展」（1/11～阪急うめだ本店）」] 

加賀百万石の歴史と伝統、文化が受け継がれ、時代の流れとともに進化し身近な暮らしの

中に活かされている石川県の魅力を発信する新年最初の催事。 

海と山の自然の豊かさから生まれた素材と、伝統・文化を掛け合わせた魅力あふれる石川県

の食と工芸をご紹介。今回は、素材・技術・伝統にこだわったプレミアムな逸品を特集する他、

人気エリア金沢の老舗や新しく出来たショップのスイーツをはじめ石川県の魅力が満載。 

（リリース） HP：https://bit.ly/3jDsLVX 

[阪神の有名駅弁とうまいもんまつり（1/24～）] 

全国各地から実演 22店舗を含む、約 250種類の駅弁が集結する阪神梅田本店の名物催

事。関西にいながら有名駅弁はもちろん、懐かしのあの味もご堪能いただける。 

今回は、２０２２年９月２３日運行開始した ＪＲ九州の特急「ふたつ星４０４７」に乗車しないと手

に入らないお弁当“特製ふたつ星弁当”を実演販売。また、震災で店舗がなくなり、現在は販

売していない三陸名物・岩手「いちご弁当」が復活するなど、注目の駅弁が大集結する。 

（リリース） HP：https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/ekiben/ 

 

【松屋】 
[2023松屋銀座バレンタイン「GINZA バレンタインワールド」スタート（2/1～）]  

松屋銀座では、2 月 1 日から、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。バレンタインの多様な楽しみ方を提案する。 

イートインや実演販売を拡充するなど会場の楽しさを磨き来場を促すほか、物価高騰が続く

中、日本人ショコラティエや国産素材の魅力にも再注目し、バレンタインの多様な楽しみ方を

提案する。「松屋銀座バレンタインのポイント」①気鋭の日本人パティシエ×国産素材、②イ

ートイン拡充、多彩なマリアージュを会場で体験、③サステナビリティの追求 （リリース） 

[松屋銀座 2023年バレンタインデーに関する意識調査]  

松屋銀座では、メールマガジン会員にバレンタインデーに関するアンケート調査を実施。今

年もさらに「自分へのチョコ」が伸長。アフターコロナで義理チョコ回復の兆しも。 

バレンタインチョコを「実店舗で買う」方が９割を超えた。行動制限が解除され、外出への抵抗

が減り、コロナ前のように店頭で買い物やイベントを楽しみたいという期待感の高まりが見られ

る。一方で、インターネットで買う方も増えており、さらに実店舗とインターネットの両方で買う

方も２割以上と、買い方の多様化が進んでいる。 （リリース） 

[MOOMIN GINZA SELECTION（1/25～松屋銀座 1階スペース・オブ・ギンザ）]  

松屋銀座にて、ムーミンのスペシャルな期間限定ショップ「MOOMIN GINZA 

SELECTION」を開催。「ご褒美 ムーミン」をテーマに上質で素敵なアイテムを提案する。 

https://bit.ly/3GW4kw4
https://bit.ly/3jDsLVX
https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/ekiben/


忙しい毎日を送る、いつも頑張っている自分自身や大切な家族、友人に「ご褒美」となるような、

ムーミンの上質で素敵なアイテムを提案。本イベントに合わせて登場する新商品や、ブランド

とのコラボアイテムもご用意する。取扱アイテムは、ブランドコラボや新商品、先行販売約１００

点を含む、３００点以上。 （リリース） 

 

【東武百貨店】 
「池袋東武のバレンタイン『ショコラマルシェ』（1/31～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 31日から 8階催事場にてバレンタイン催事「ショコラマルシ 

ェ」を開催する。今年のバレンタインのテーマは「私を甘やかすバレンタイン」。 

30～40代のチョコレートが大好きな女性をメインターゲットに、自分のためのご褒美チョコレー

トを約 75 店集めた。ここ数年、ヘルシーなチョコレートをお買い求めになる方が多く、SDGｓ

への関心も高まっていることから、ヘルシー＆サステナブルなチョコレートの出店店舗数を前

年よりも約 3.5 倍に増やした。また、原材料高騰や円安からの輸入コスト高を見込み、日本人

ショコラティエによる「国産ブランド」を前年より約 1.5倍に増やし展開する。（リリース） 

[「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催（1/7～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 7日から「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催。1週目と 2週 

目で会期を分け、切り口を変えて展開する。 

1 週目は、“贅沢親子グルメ”や唯一無二の特選肉の“豪華ステーキ弁当”などこの時期だか

らこそ味わえる特選素材を使用した東武限定グルメをご提供。そのほか、道産オーガニック牛

乳や道産あずきのスイーツもご用意。2 週目は、今が食べ頃の冬いちごを使った可愛らしいス

イーツや贅沢弁当に注目。会場にて「焼きたてさきいか」の実演販売も行う。（リリース） 

[縁起の良い赤色グルメをデパ地下約 50 店舗で販売（1/12～）]  

東武百貨店 池袋本店は、1 月 12 日からデパ地下約 50 店舗にて、1 月 15 日「いちごの

日・小正月」にかけて縁起の良い赤色グルメを展開する。 

「魅惑のいちごワールド」と題し、約 30店舗にて旬のいちごを使った見た目にも華やかな洋菓

子・和菓子のスイーツやパンを販売。また、「幸福の赤いフードワールド」と題して、約 20 店舗

にて赤色グルメを展開。寒い時期を「辛いもの」を食べて乗り切っていただきたいとの思いから、

食欲を引き立てる刺激の「唐辛子」を使ったメニューや「赤色食材」などを使用した赤色総菜

グルメをご提案。（リリース） 

[「大長崎展」と「波佐見焼フェア」を 1 月 24 日より同時開催（1/24～）]  

東武百貨店 池袋本店は、1 月24 日から8 階催事場にて『大長崎展』・『波佐見焼フェア』

を同時開催。第 17 回目の「大長崎展」では、食 45 店、工芸 9 店の計 54 店が集結。 

「大長崎展」では、『あなご』や『養殖くろまぐろ』を使ったお弁当や丼物をイートインで提供し、

できたての『アジフライ』まで販売。また、「日本さつまいもサミット 2022」にて「さつまいも・オ

ブ・ザ・イヤー」と「ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した『五島ごと芋』を使用した限定ス

イーツにも注目。さらに五島名物までご紹介。「波佐見焼フェア」では波佐見町で作られた約

8,000 点の器を販売。軽量、耐熱など便利で使い勝手の良い器を提案する。（リリース） 

 

【髙島屋】 
[日本橋髙島屋開店 90年記念「ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展」（3/1～）]  

世界的にも名高い「織田コレクション」の全貌に迫る初の展覧会。北欧の名作椅子・インテリ

アアクセサリー・食器 300点以上を展示する。 

本展は、椅子研究家の織田憲嗣氏が収集、研究し、北海道東川町が所有する「織田コレクシ

ョン」をもとに会場を構成。世界的にも名高い同コレクションの全貌に迫る初の展覧会であり、

椅子などの家具からインテリアアクセサリーや食器まで幅広く展示する。さらに北欧の部屋をリ

アルに再現し、照明の使い方や窓の役割についてもお伝えするほか、北欧に暮らす人たちの



日常生活を映像でご覧いただく。（リリース） 

[“ショコラフェス”「アムール・デュ・ショコラ」（1/20～、1/6～オンラインストア）]  

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、世界にその名を馳せる巨匠た

ちの傑作が「アムール・デュ・ショコラ」に結集。伝統ある名門ブランドをはじめ、ワールドクラス

で愛されるショコラのご紹介はもちろん、ますます注目が高まっているフードロスや環境・社会

問題などにショコラでアプローチする“おいしくてサステナブルなショコラ”も特集する。（リリー

ス） 

 

【小田急百貨店】 
[「ショコラ×ショコラ」を 1月 25日から開催（1/25～、オンラインストア先行展開中）]  

小田急百貨店新宿店では、１月 25 日から「ショコラ×ショコラ」を開催。“幸せのショコラめぐ

り”をテーマに、さまざまなチョコレートを展開する。 

新宿店 7階の会場では、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から、ギフ

トにもおすすめの見た目も楽しめる一品までバラエティ豊かに登場。また、地下１階の和洋菓

子売場の人気ブランドから登場するこの時期限定のアイテムにも注目。EC サイト「小田急百

貨店オンラインショッピング」では、先行で展開中。（リリース） 

 

【近鉄百貨店】 
[バレンタインショコラコレクション 2023（1/18～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、近鉄のバレンタインフェア「ショコラコレクション 2023」を開

催。チョコパフェ博覧会や、生産者との繋がりが生み出すオリジナル商品に注目。 

「ショコラコレクション」のメインテーマは「LIVE×LINK×LOVE！」。今年のバレンタインは、

“会場での体験・生産者との繋がり・好きなものをシェアする喜び”を感じていただく、様々な企

画を用意した。「ＬＩＶＥ」：会場でしか味わえない、絶品“チョコレートスイーツ”、「ＬＩＮＫ」：新し

い繋がり、新しいチョコレート（生産者とショコラトリーを繋ぐ）、「ＬＯＶＥ」：バレンタインを彩るア

イテムに“ときめき”を。（リリース） 

[「さくらライナー」での朝採れ野菜の貨客混載輸送の本格運用を開始]  

近鉄不動産が運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」で生産された新鮮な野菜を「さくらライナ

ー」にて輸送、収穫当日にあべのハルカス近鉄本店内「ハルチカマルシェ」にて販売。 

貨客混載輸送により、輸送時間の短縮が可能になり、新鮮な朝採れ野菜を、収穫当日、お客

さまにお届けできるようになった。商品のスムーズな輸送が確認できたため、近鉄と近鉄不動

産間で貨客混載輸送に関する契約を締結、２０２３年１月２日から本格運用を開始した。近鉄、

近鉄不動産および近鉄百貨店は、今回の取り組みにより新鮮な朝採れ野菜を環境に配慮し

た輸送方法でお客様にお届けし、今後もグループの連携を強化していく。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2023（1/19～） ]  

伊勢丹新宿本店では、2023年に『～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ』

を本館６階催物場にて開催。21回目となる今回のテーマは、「LOVE こそ PEACEだ！」 

2023年も PART1 と PART2の 2部構成での開催。■＜PART1＞TASTE OF CACAO ～

広がる、楽しむ、カカオの世界～ 1/１９～1/25、＜PART2＞THE ARTISANS ～最高峰シ

ョコラティエの技～1/29～2/5 ■伊勢丹新宿店本館 6 階 催物場 ■「サロン・デュ・ショコラ

2023」サイト https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html （リリース） 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html


 

[伊勢丹新宿本店のバレンタイン「スイーツコレクション 2023」（1/4～オンラインストア）]  

伊勢丹新宿本店のバレンタインは、店頭販売に先駆けて、オンラインでしか購入できない商品を

含め約 400アイテムを三越伊勢丹オンラインストアにて販売。 

2月７日からは、本館 6階催物場で「SWEETS COLLECTION 2023」を開催。「Life with 

Chocolate」をテーマに、チョコレートの幅広い楽しみ方を提案する。会場で楽しめるドリンク

やパフェ、バリエーション豊かな焼菓子など、カカオの魅力を満喫できるラインナップで届け

る。＜伊勢丹新宿本店本館地下 1階＞１月 25日～2月 14日、＜伊勢丹新宿本店本館 6

階催物場＞2月 7日～2月 14日、＜オンラインストア＞～2月 2日 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002407.000008372.html  （リリース） 

[2023 スイーツコレクション×あんこ博覧会®（2/1～日本橋三越本店）]  

日本橋三越本店では 2 月 1 日からスイーツコレクション×あんこ博覧会®を開催。今年の

テーマは“Sweets Parade♪スイーツパレード”スイーツの本格的なおいしさをご紹介。 

スイーツコレクションでは、本格派のチョコレートから思わず集めたくなるようなパッケージ＆

缶菓子をラインナップ。あんこ博覧会®では、旬のいちごに注目し、老舗和菓子店が手掛け

る和の中にも洋を感じる進化系スイーツや三越日本橋本店だけの限定スイーツを展開する。

バレンタインギフトとしてのスイーツだけではなく、マニアも注目する和や洋の垣根を超えた

スイーツを提案する。■2 月 1 日～2 月 14 日、■三越日本橋本店本館 7 階催物会場、■

オンラインストア：～2月2日 https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002416.000008372.html （リリース） 

[「銀座スイーツコレクション 2023」（1/26～銀座三越）]  

今年のテーマは「Season of Love」。銀座三越新館７階催物会場を中心に、各会場で

様々なイベントを行う。 

チョコレートやスイーツへの愛、友人やご家族、パートナーへ贈る愛、ご褒美としてご自分へ

贈る愛、パティシエやショコラティエがスイーツへ込める愛。たくさんの愛にあふれる季節にふ

さわしいスイーツの数々をご紹介。三越銀座店限定品を始め、数多くのチョコレート＆チョコレ

ートを使ったスイーツを集めた。■１月 26日～２月 14日、■三越銀座店 新館 7階催物会

場 他 ■「銀座スイーツコレクション 2023」サイト 

https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_51 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002400.000008372.html （リリース） 

 

【京王百貨店】 
[2023 Keio CHOCOLATE MARKET（1/31～）]  

京王百貨店新宿店では「Keio CHOCOLATE MARKET」を開催する。今展のテーマは

「見て、食べて、楽しむ、ココロおどるバレンタイン」。 

見て、選んで、食べて、語って楽しいチョコレートを提案する。期間中、初登場 26 ブランド を

含む約 100のブランドが集結し、前年より会期を前倒しして開催する今展では、ショコラティエ

の技が光る高級ブランドのチョコレートをはじめ、 こだわりのカカオ豆の味が楽しめる チョコ

レート、国内に実店舗がない海外ブランドの“レアチョコ”、コロナ禍を機に改めて注目される

日本固有の素材で作るチョコレートなどがそろう。（リリース） 

[第 26回 福井県「越前・若狭」の物産と観光展（1/24～）]  

京王百貨店新宿店では、「第 26 回福井県『越前・若狭』の物産と観光展」を開催。名物グ

ルメから 職人技が光る伝統工芸品までが一堂に会し、福井県の魅力を伝える。 

日本のほぼ中央に位置し、古来より近県の京都や奈良との文化の関わりの中で歴史と伝統を

形成してきた福井県から、越前ガニや鯖をはじめとする食品 29店、日本一の生産量で知られ

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002407.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002416.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_51
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002400.000008372.html


る鯖江市のメガネなど工芸品 10 店の、計 39 店が出店。イートインコーナーには、名物の越

前そばや福井ラーメン、初出店の苺農場が手掛けるパフェなどが登場する。 （リリース） 

 

  以上 
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日本 大級のチョコレートの祭典、いよいよ開幕！！

「バレンタインチョコレート博覧会2023」
　　　　期間：＜インターネット＞2022年販売中～2月7日（火） https://web.hh-online.jp/hankyu-food/　　

　　　　　　　 ＜ 地下1階 ＞2023年1月13日(金)～2月14日（火）

　　　　　＜9階・各階＞2023年1月20日(金)～2月14日（火）

年に一度のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会2023」がいよいよ開幕。2022年は、コロ

ナ禍での開催にも関わらず、お客様の熱く、溶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 大級のチョコレート売場になりました。2023年は、“チョコで広げるGood Harmony”をテーマに、

メイン会場では、代名詞である『カカオ―ワールド』をはじめ、オレンジや柑橘素材に注目した新企画『か

んきつジェット』や、チョコ焼菓子を集積した『焼菓子の森』が登場。国内外合わせて約300ブランド約

3,000種類が集結する「バレンタインチョコレート博覧会2023」は楽しさ世界No.1を目指します！！

■「楽しむ」「学ぶ」に“体験”が加わりさらにパワーアップ！阪急チョコ百貨店開店！！

○～カカオと旅する～『カカオワールド』

期間／場所：2023年1月20日（金）～2月14日（火）／9階阪急うめだギャラリー

カカオの産地によって、味や香りは様々で、知れば知るほどその魅力に惹かれるカカオの世界。多彩な

ブランドをお試し感覚で楽しめるミニタブレットや、カカオの風味を生かしたスイーツ、料理にプラスして新

しいおいしさに出会えるカカオ調味料が登場します。

・カカオ産地を巡ろう！カカオワールドツアーを開催。

会場に設置しているカカオワールドオリジナルパスポートを片手に、

旅をする気分で会場を巡れたり、360度VRで楽しむカカオ農園が登

場。臨場感あふれる映像と音で、カカオ農園の風景や、そこで暮ら

す人々の雰囲気をお楽しみいただけます。
※360度VRで楽しむカカオ農園のイメージ

コンテンツ提供：株式会社 明治

「カカオハンターズ」

カカオ農家の田舎チョコ

（1枚28g、コロンビア製）778円

カカオ農園のバニラチョコ

（1枚28g、コロンビア製）918円

「【トモエサヴール】パンプストリートベー

カリーチョコレート」マダガスカル

44％ホワイト（1枚70g、英国製）1,890円

初登場「Kad Kokoa（ガートココア）」

ガトーカカオ・チュンポーンガナッシュ

（1個、日本製）540円

カカオニブフィナンシェ

（1個、日本製）432円

1

https://web.hh-online.jp/hankyu-food/


○初企画！柑橘類とチョコレートを掛け合わせるオランジェットならぬ『かんきつジェット』が大集合！

期間／場所：2023年1月20日（金）～2月14日（火）／9階アートステージ

フランスが発祥と言われる砂糖漬けのオレンジをチョコレートでコーティングした“ オランジェット”は近年、

専門店や専門家まで登場しています。今回はその“オランジェット”を他の柑橘にまで広げ、“かんきつ

ジェット”と名付けてご紹介。約50ブランド100種類以上の『かんきつジェット』が集結します。

初登場「daidai（ ダイダイ）」

右）熊本 うぶ柑×ホワイトチョコレート

（4枚入り、日本製）2,484円

左）山口 長門ゆずきち×マラナ ピウラ

70%（4枚入り、日本製）2,484円

初登場「カンキツ屋」

カンキツ屋ギフトボックス

（輪切り8枚・ピール5本入り、日本製）

4,860円

初登場「×Chocolat（カケルショコラ）」

みりんのオランジェット

（5枚入り、日本製）3,780円

○初企画！チョコっとひといき。～焼菓子の森～

期間／場所：2023年1月20日（金）～2月14日（火）／9階阪急うめだホール

あま～い香りに誘われて、たどりついたのは焼菓子の森。まるで絵本の中のような可愛い森の世界で、

フィナンシェやティグレ、ガトーショコラ、クッキーなど、ピクニック気分で森でのひとときを楽しめます。

もふもふの“クマの手”からドリンクを！
クマの肉球マドレーヌが乗ったパフェや、マカ

ロンとクマのクッキーを乗せたピンク色のパ

フェなど、「クマの手カフェ」ならではのアレンジ

が楽しめます。

初登場「クマの手カフェ」

01. 森のモンブランパフェ（1杯）1,181円

02. 森のクマの手パフェ（1杯）1,181円

03. クマの森の木の実オレ（1杯）781円

04. 森のスペシャルパフェ（1杯）1,181円

［01～04 すべて阪急うめだ本店限定］

05. オレンジジュース（1杯）451円

初登場「カラメロ エ ショコラッタ」

カラメルブリュレ

パイサンドS

（3個入り、日本製）702円

初登場「パティスリー　エトネ」

フレカンテ・ショコラ

（1箱、日本製）2,500円

「セイイチロウ ニシゾノ」

ケイク・オ・フリュイ・ショコラ

（1個、日本製）840円
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○Welcome to プレイフルチョコワールド

期間／場所：2023年1月20日（金）～2月14日（火）／9階祝祭広場

ワクワク・ドキドキが詰まった『プレイフルチョコワールド』。味わうのはもちろん、見て、遊んで、学んで、

チョコレートの世界観を存分に楽しんでいただけます。会場には、カラフルでプレイフルなチョコレートを

はじめ、細部にまでこだわったチョコアートやチョコレートを楽しく学べるセミナーも開催します。

「ベルアメール」

パレショコラ

（各1枚、日本製）各314円

「QUON CHOCOLATE

（クオンチョコレート）」

QUONテリーヌ

（各1個、日本製）270円から

「Galler（ガレー）」

ミニバー

（100gあたり、ベルギー製）1,188円

※こちらの商品は量り売りです

○～ひと粒に想いを込めて～魔術師たちが織りなすチョコレート

期間／場所：2023年1月20日（金）～2月14日（火）／9階催場

卓越した技術とアイデアで味わう人たちを虜にする、そんな“チョコレートの魔術師”たちの、渾身のひと粒

に注目。魔術師たちの持ち味を、わかりやすく12のジャンルで表現しました。

　「ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ」

　マジシャン デュ グー

　（6個入り、日本製）3,078円

「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」

トリュフ オ フリュイ バーズ デュ

コンフィチュール 9P

（9個入り、日本製）3,348円

「Masahiko Ozumi Paris

（マサヒコ オズミ パリ）」

Zabuton Quatre Chocolat

（4個入り、日本製）3,201円

○～カカオを使ったメニューを味わうイートインコーナー～

◎1月20日（金）～ 2月7日（火）

魔術師たちが贈る、カカオやチョコレートを使ったカレーが登場。

◎2月8日（水）～ 14日（火）

ペルーやイタリアなどの食材を組み合わせた独創的な料理が人気を集めるアマゾンの料理人・太田

哲雄シェフの「ラ・カーサ・ディ・テツオ オオタ」が出店。カカオを使ったビビン麺を会場でお楽しみいただ

けます。

ほかにも、チョコレートの魅力をもっと知りたい。そんなお客様に向けて、魔術師たちが思いを込めて作

り上げたチョコレートの魅力を語り尽くす魔術師によるセミナーも開催します。
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○各階も、チョコレート一色に！

　・「～まぁるい幸せいっぱい～OYATSUでチョコ時間」

　　◎1月13日（金）～2月14日（火）◎地下1階、地下2階食品売場※一部、販売期間の異なるブランドがございます。

　・「CLOUDY ×CLUB HARIE」（食を通して、誰かをしあわせに ）

　　◎1月20日（金）～ 2月1日（水）◎コトコトステージ11

　・「Catchy& Harmony」（スイーツと雑貨のステキな共演 ）

　　◎1月20日（金）～2月14日(火)※週替わりでブランド入れ替え　◎1階シーズンイベント

　・「HANKYU BEAUTY」（ インナービューティーのすすめ ）

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火)　◎2階 プロモーションスペース21

　・「PINK STUDIO．」（ LOVE & HAPPY ）

◎1月20日（金）～ 2月14日(火)※週替わりでブランド入れ替え　◎3階『サムシング グッド スタジオ』

　・「HANKYU.MODE」（ 大切な人へのギフト、自分へのご褒美に ）

　　◎1月25日（水）～ 2月14日(火)※週替わりでブランド入れ替え　◎3階コトコトステージ31/モードフロア

　・「至福の時間」（ 素敵なスイーツタイムの過ごし方 ）

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火)※週替わりでブランド入れ替え　◎４階コトコトステージ41

　・「ENJOY LIFE with Chocolate」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火) ◎6階コトコトステージ61/6階プロモーションスペース61

　・「Ethical Valentine’s Cafe」

　 ◎1月20日（金）～ 2月14日(火） ◎7階コトコトステージ71　

・「CHOCOLATE FLOWER GARDEN」　　　

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎7階コトコトステージ72

　・「Good for me, Good for the Earth」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎8階プロモーションスペース81

・「Gift to Characterize」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎8階紳士服洋品売場

　・「Colorful」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎8階プロモーションスペース83

　・「ANIMAL PARK」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎10階『うめだスーク』

　・「Chocolateland Carnival」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎11階コトコトステージ111・112

　・「HAPPY with PARFAIT！」（パフェで笑顔に！ ）

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎4階～12階各階カフェ

　・「CHOCOLATE LOVERS」

　　◎1月20日（金）～ 2月14日(火）◎阪急メンズ大阪1階プロモーションスペース11

■会場の様々な情報を「バレンタインスタジオ」

からお届けします！
　「バレンタインチョコレート博覧会2023」の各会場の魅力

や、ショコラティエの想い、商品のおすすめ情報など、会場

に隣接した特設スタジオから、InstagramやYouTubeライブ

配信を実施します！

・Instagramアカウント：hankyu_choco

・YouTubeアカウント：Hankyu_PR_Channel
　　　※画像は昨年のスタジオの様子　

9階会場オープン初日の1月20日（金）開店前に内覧会を予定しています。改めてご案内いたします。　　
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全国各地の有名駅弁、約２５０種類が集結！ 
 

「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、約２５０種類の駅弁が集結する阪神梅田本店の名物催事。関西にい

ながら有名駅弁はもちろん、懐かしのあの味をご堪能いただけます。 

今回は、２０２２年９月２３日運行開始した ＪＲ九州の特急「ふたつ星４０４７」に乗車しないと手に入らない

お弁当“特製ふたつ星弁当”を実演販売。また、震災で店舗がなくなり、現在は販売していない三陸名物・

岩手「いちご弁当」が復活するなど、注目の駅弁が大集結します！  
 

 ＪＲ九州「ふたつ星４０４７（よんまるよんなな）」の車内販売限定のオリジナル弁当が登場！  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 「ふたつ星４０４７」の停車駅の人気駅弁も登場！  

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年１月２４日（火） → ３０日（月） ８階催事場 ＜最終日は午後５時まで＞ 

   

阪神梅田本店ニュース  
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【ＪＲ九州 特急 ふたつ星】【実演】「カイロ堂」 
特製 ふたつ星弁当（１人前）２,８００円（各日販売予定数５０） 
ふたつ星一段重弁当（１人前）１,９９８円 

有明海の海苔と佐賀牛をふんだんに使用した贅沢な二段重の“特製 ふたつ星弁当”。また“ふたつ星一段重

弁当”もご用意。乗車しても予約なしでは手に入らないお弁当が実演販売で登場！ 

 

西九州新幹線の開業と同じ日（２０２２年９月２３日）、新たに誕生し

た観光列車「ふたつ星４０４７（よんまるよんなな）」。 

武雄温泉と長崎を３時間かけ、のんびり海を眺め、お酒やお弁当、

スイーツなどを楽しみながら豊かな時間を楽しむ観光列車です。 

（公式サイト https://www.jrkyushu.co.jp/train/futatsuboshi/）  
その車内でしか食べられない弁当がこちらです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実演】佐賀県 佐世保線 有田駅 

「有田テラス」有田焼カレー三種のチーズ盛 

〈干支〉（１人前）２,３００円（各日販売予定数３００） 

３種のチーズと２８種類のスパイスが効いた焼きカ

レー。有田焼の器も人気です。干支シリーズ、２０

２３年「卯」も登場！ 

 

客室乗務員さんが来店 

するかも！ 

【実演】長崎県長崎本線 長崎駅 
「鯨専門店 くらさき」ながさき 鯨カツ弁当 

（１人前）１,２９６円 

ご飯の上に鯨のそぼろと鯨カツ、竜田揚げ

が。多彩な鯨の味わいをひとつに！ 

 

https://www.jrkyushu.co.jp/train/futatsuboshi/


 震災で店舗が失われた、三陸 宮古駅名物「いちご弁当」の味が受け継がれ復活！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年も食べたい！行列必至、根強い人気駅弁を実演販売  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 海の恵みたっぷり！バラエティ豊かな海鮮弁当が勢ぞろい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９９０年代から約２０年間、宮古駅の名物駅弁であり続けてきた「いちご弁当」。東日本大震災により店舗

が失われ、「いちご弁当」も販売できなくなりました。 

今回、その幻の駅弁が実演販売で復活いたします。「魚元」の味を受け継いだのは、山形県米沢駅で「牛

肉どまん中」が有名な駅弁屋「新杵屋」。催事期間中は、「魚元」の女将さんも登場し、会場を盛り上げます！

（1/24～27日予定） 

 

 

 

 
【実演】岩手県 宮古 魚元/新杵屋 

いちご弁当 （１人前） ２,３５０円 

（各日販売予定数２００） 
 
ウニをアワビとともに汁煮にした地元料理“いちご煮”は、煮込んだ

ウニがほろほろと黄赤に固まってキイチゴのように見えるため、その

名がつけられました。 

ウニのそぼろ煮が、ご飯の上に敷き詰められ、その上に高級な海の

食材アワビが４切れ。見た目は単純でありながら、磯の風味が堪能

できる贅沢な駅弁です。 

【実演】広島県 山陽本線 宮島口駅 
「うえの」あなごめし（１人前）２,４３０円  
＜各日販売予定数８００個＞※お一人さま５個まで 
 
創業明治３４年の１００年以上続く老舗が作る「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

焼きしたアナゴを敷き詰めています。継ぎ足しで使うタレで焼きあげたアナゴの

芳ばしい香りは絶妙。全国の駅弁ファンあこがれの逸品が阪神百貨店に！ 

※午前１０時から地下１階東エレベーター前にて引き換え整理券を配布。 

駅弁は午後４時までのお渡し。 

 

【実演】北海道 函館本線 旭川駅 
「旭川駅立売商会」かに三昧（１人前）２,６４６円  

ズワイ棒肉とマルズワイ爪下肉がたっぷり！ 

ボリューミーな弁当を存分に味わって。 

【実演】北海道 根室本線 厚岸駅 
「氏家待合所」氏家かきめし（１人前）１,１９０円 

かきなどの煮汁とひじきで炊かれたご飯の上にはじっ 

くり煮込んだかき！農厚な旨みが詰まった伝統の味。 

【実演】兵庫県 東海道本線 神戸駅 
「淡路屋」めでっ鯛飯（１人前）１,２００円  

創業１２０周年記念品。鯛を模した器に、鯛や

海老を盛り付けたおめでたい鯛飯。 

【実演】富山県 北陸新幹線 富山駅 
「源」ぶりかまめし（１人前）１,３５０円  

肉厚で脂ののったぶりかまを、ひと晩じっくりと 

骨まで柔らかく煮込みました。 

カニ かき 

ぶり 
鯛 



 がっつりお肉系もよりどりみどり！  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 あれも、これも、食べたい！話題の名物弁当がずらり  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 会場のテラス部分には、「ふたつ星４０４７（よんまるよんなな）」の列車装飾を施し、旅気分を演出！  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場内では列車装飾を施し、実際に「ふたつ星４０４７」に乗車している気分を演出。 

旅気分を味わいながら、駅弁をお召し上がりいただけます。 

 

【実演】宮城県 東北新幹線 仙台駅 
「こばやし」厚切り真たん牛たん弁当 

（１人前）２,２８０円 
 
牛たんの中でも特に柔らかく希少な真

たんを贅沢に使用。昔ながらの麦飯に

敷き詰めて。 

【実演】山梨県 中央本線 小渕沢駅 
「丸政」甲州カツサンド 
（１人前）８００円 

 
熟成させたロース肉を重ねあわせて揚

げ、ふんわり柔らかなパンでサンド。 

【実演】秋田県 奥羽本線 大館駅 
「花善」鶏めし弁当 
（１人前）９２０円 

 
愛されて７０有余年。秘伝のスープ

で炊きこんだご飯と国産鶏もも肉の

甘辛煮は相性抜群！ 

豚 牛 鶏 

【実演】山形県 奥羽本線 米沢駅 
「新杵屋」牛肉どまん中 
（１人前）１,３５０円 

 
ご飯は山形県産米どまんなか。特製

たれで味付けした牛そぼろと牛肉煮

をのせて。 

【実演】北海道 函館本線 小樽駅 
「小樽駅構内立売商会」海の輝き 

（１人前）２,１６０円 
＜各日販売予定数１００個＞ 

 
フタを開けると輝くいくらは、まさに

“海の宝石箱”。うにや椎茸、玉子焼

きなど色とりどり。 

【実演】北海道 函館本線 森駅 
「いかめし阿部商店」いかめし 

（１人前）８８０円 
 
１９４１年の誕生から受け継がれる

タレと柔らかなイカ。地元で長く親

しまれてきた味を実演で。 

※今回の列車装飾イメージ 
※以前の会場の様子 
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松屋銀座では、2023 年 2 月 1 日(水)～14 日(火)、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。行動制限の無く活況だった昨年のクリスマス商戦同様、バレンタインも 3年ぶりに行動制限が無く、来店者数
の増加が見込まれます。そこで、イートインや実演販売を拡充するなど会場の楽しさを磨き来場を促します。 
また、物価高騰が続く中、日本人ショコラティエや国産素材の魅力にも再注目。バレンタインの多様な楽しみ方を提
案します。 
 

 
 
 

■会期：2023年 2月 1日(水)～14日(火) 14日間（前年＋1）  ■会場：8階イベントスクエア 
■ブランド数：81（前年＋9） 初登場：17ブランド イートイン・実演販売：11ブランド（前年＋4） 
■売上目標：売上前年比 約 110％(EC含む) 
 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=valentine  
 

■会期：2023年 1月 4日(水)11時～2月 5日(日)18時 
■展開数：約 80ブランド、約 290点(前年並み) ■価格帯：864円～14,001円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本人ショコラティエが、生産者の手で大切に育まれた日本の新たな食材を活かしたショコラのご提案。 
素材の力と、匠の技が織りなす、どこかふるさとを思わせる暖かみのある美味しさとの出会いを、皆様に。 

〈ゲン ササキ ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ〉 

mariage au chocolat  5個入り 2,376円 
松屋初登場 松屋銀座限定 1/4～EC  
ピスタチオとキャラメル、柚子とはちみつ、オレンジと紅茶、フランボワーズとローズ、ピーナッ 
ツとコーヒー。日本各地の選りすぐりの食材が織りなす、5 種類のマリアージュをお楽しみい 
ただきたいボンボンショコラ。 
◆(こだわり食材)：島根県「食用バラ(さ姫)」 徳島県「木頭柚子」など 
 
◆パティシエ：佐々木元氏…東京製菓学校卒業後、都内有名店で修業を重ね、国内外の大会で優勝経歴を持つ。現在
は la boutique de yukinoshita kamakura のシェフパティシエを務める。 

3 年ぶり行動制限の無いバレンタインを会場で楽しむ！ 

日本人パティシエや国産素材の魅力発信 

2023 松屋銀座 バレンタイン 
2 月 1 日(水)～「GINZA バレンタインワールド」スタート！ 

 

2023 年 松屋銀座バレンタインのポイント 
① 「気鋭の日本人パティシエ×国産食材」                                    

コロナを経て注目の高まる日本人パティシエや国産素材。匠の技と素材の力が融合し魅力的なチョコに 

② 「イートイン拡充 多彩なマリアージュを会場で体験」 

BAR、珈琲、日本茶とチョコレートで広がる楽しみ方、新たなライフスタイルの提案 

③ 「サステナビリティの追求」 

レイズトレードなど生産地やチョコレートの原点に寄り添うチョコレート、「♯サポチョコ」の取り組み 

① 「気鋭の日本人パティシエ×国産食材」 
日本の素材にフォーカスし、ショコラという形で彩りよくドレスアップ 

店頭 「GINZA バレンタインワールド」 

EC 「松屋オンラインストア」 
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〈ユニ マサハル コウズマ〉春姫のボンボンショコラ 5個入 3,240円 
松屋初登場 松屋銀座限定  
鹿児島県産の完熟金柑「春姫」を使用した、甘美なボンボンショコラ。素材そのものの
ジューシーさや柑橘特有の爽やかな香りと、バニラやプラリネとの掛け合わせから生ま
れる新たな香りの調和をお楽しみください。 
◆(こだわり食材)：鹿児島県「春姫」 
 

◆パティシエ：上妻正治氏…東京製菓学校卒業後、パティスリーキャロリーヌ、クリオロなどを経て、現在は虎
ノ門の１日８席限定の高級レストラン「unis(ユニ)」でシェフパティシエを務める。 
 
 
〈ミルズ バイ ミホ サトウ〉Berry Berry truffe 6個入り 2,801円 
松屋初登場 松屋銀座限定 1/4～EC 
シェフの出身地・北海道産の蝦夷ベリーと練馬区の加藤農園で採れたあまどりいちご
で作り上げたキュートなトリュフ。ハート型で可愛く仕上げた至福の一粒です。 
◆(こだわり食材)：北海道「蝦夷ベリー」 東京都「あまどりいちご」 
 
◆パティシエ：佐藤美歩氏…次世代注目の女性シェフ。アルノー・ラエール ジャポン、Seiste（セイスト）のスーシェフなど
を経て、自身初のチョコレートブランド「mills(ミルズ)」を立ち上げる。 
 
 
〈浪漫須貯古齢糖〉ボンボンショコラアソート 10個入り 4,320円 
松屋銀座限定 1/4～EC 
クラフトチョコレートと様々な食材を組み合わせて宝石のように仕上げたボンボンショコラ。
青森県のカシス、唐辛子、桜の蜂蜜やヒバ(ヒノキの一種)など個性的で魅力ある食材の
味わいが存分に楽しめるアソートです。 
◆(こだわり食材)：青森県「カシス」、「唐辛子」、「桜の蜂蜜」、「ヒバ」など 
 
◆ショコラティエ：須藤銀雅氏…製菓学校卒業後、パティスリー、フレンチレストラン、ショコラトリーを経て、青森県弘前
市に開業。「GINZA バレンタインワールド」では、イートイン「チョコ×お酒のマリアージュ BAR」のチョコレートもプロデュ
ース。 
 

〈アトリエ キュイエール〉 九州ショコラ ～九州玉手箱～ 25個入り 9,720円 

松屋銀座限定 1/4～EC 
九州各県と九州の離島の食材で作った九州ショコラ。人気ショコラのあまおうや、柚子抹
茶などの定番ショコラをはじめ、今冬の新作、柿のショコラや玄米茶のショコラなどが仲
間入り。バリエーションを楽しめる宝石の玉手箱のようなショコラ BOX です。 
◆(こだわり食材)：福岡県「柿」、「ピオーネ」 佐賀県「ローズティー」、「嬉野茶の玄米
茶」など 
 
◆ショコラティエ：山﨑陽子氏…パティシエとして修業を重ねる中で、チョコレートの奥深さを痛感。某大手料理教室で講
師を務める傍ら、九州エリアのケーキ技術指導員として製菓講師の研修・育成に携わる。 

 

〈セイスト〉柿の木 1,890円 
松屋銀座限定 1/4～EC 
もち米を 100％使用し、出汁と醤油で味付けた柿の種に、マカダミアナッツを軽くキャラメリ
ゼし、塩を少し効かせたブロンドチョコレートでコーティング。甘さとしょっぱさを同時に味わ
える夢のコラボ商品が期間限定で初登場いたします。 
◆(こだわり食材)：〈松崎煎餅〉新潟県「もち米」 
 
◆ショコラティエ：瀧島誠士氏…2015 年のイタリアで開催された製菓の世界大会の優勝をはじめ、数々の世界の製菓コ
ンテストの受賞経験を多数持つ。2021年に自身のチョコレートブランド「Seiste(セイスト)」を立ち上げる。 
 
 
 
 

※1 イートインスペースでお召し上がりの場合、税率 10％です。 
 
 
 
銀座で人気のバー4店舗が入れ替わりで出店。昨年出店の 2 店舗に加え、女性がバーテンダーを務める 2店舗が初出
店。ともに嗜むチョコレートは、青森県弘前市でクラフトチョコレート専門店、東京ではＢＡＲ専用チョコレート工房を展開し
ているショコラティエ・須藤銀雅氏がプロデュース。至福のマリアージュをご堪能ください。 

② 「チョコのある生活 多彩なマリアージュを会場で体験」 
銀座の BAR が入れ替わりで 4 店舗登場！珈琲、日本茶とチョコレートの楽しみ方を会場で初提案！ 

hatuteia 

イートイン①「チョコ×お酒のマリアージュ BAR」 〈各日 昼 12時－午後 7 時 30分まで〉※1 

 

tyoko 
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[出店日] 2月 1日(水)－4日(土)                   [出店日] 2月 5日(日)－7日(火) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[出店日] 2月 8日(水)－10日(金)                    [出店日] 2月 11日(祝・土)－14日(火) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〈バー・ガスライト EVE〉 
百貨店初登場 
ウィステリア(1杯) 
ウィステリア用オリジナル(1個) 
セットで 1,650円 
カクテルの世界大会での日本人女性として
初優勝経験を持つ、高橋直美氏が店長。
スペシャリテの「ウィステリア」に合わせる
のは、ハーブやベルガモットが爽やかに香
るオリジナルチョコレート。 

〈Bar Noa Ginza〉  
百貨店初登場 
トマーティン 12年のコーヒーカクテル(1杯) 
ヘーゼルナッツトリュフ(1個) 
セットで 1,650円 
平山梨紗子氏がオーナーバーテンダーを務
める、カウンター5 席のみのオーセンティック
バー。珈琲豆を漬け込んだスコッチウィスキ
ーベースのカクテルに合わせるのは、ヘーゼ
ルナッツの香りと、キノコのトリュフの香りが
楽しめるチョコレート。 

〈Bar木挽町〉 
カリラ(1杯) 
昆布(1個) 
セットで 1,650円 
最良のマリアージュを探求し続けるお酒のプ
ロ・中野修二氏が営む、会員制のバー。ピート
香とスモーキーなアロマが特徴のカリラに合
わせるのは、北海道産日高昆布の豊かな風
味が際立つガナッシュ。 

イートイン②「スペシャル ショコラ CAFE」〈各日 午前 10時－午後 7 時 30分まで〉※1 

 

tyoko チョコ×珈琲 

 

tyoko 

〈SUKIYABASHI SAMBOA〉 
カカオハイボール(1杯) 
樽バニラ(1個) セットで 1,650円 
1918年に神戸に誕生し、銀座に暖簾分けされ
た銘店。バーテンダー・津田敦史氏自慢の、
カカオニブを漬け込んだウォッカで作る「サン
ボア特製ハイボール」に合わせるのは、バニ
ラビーンズが豊かに香るガナッシュ。 
 

チョコ×日本茶 

 

tyoko 

〈蕪木〉百貨店初登場 松屋銀座限定 
ショコラショー(クラシック)(1杯) 990円(写真左上) 
カフェ・コンパンナとジャンドゥーヤ(１杯/１粒) 990円(写真右下) 
東京・蔵前にて、自家焙煎の珈琲と自家製のチョコレートの製造・販売を行うお店。
お席でゆっくり過ごしたい方は、濃厚で香り高いショコラショーを、定番のクラシックか
ら、様々な素材やアルコールなどと合わせたアレンジバージョンまで、数種類からお
選びいただけます。 
クリームの爽やかな甘さにヘーゼルナッツ、カカオ、珈琲のロースト香が絡まり合うカ
フェ・コンパンナと自家製ジャンドゥーヤは、イタリア発祥のバンコスタイル、立ち飲み
でのご案内となります。 

〈アエランチョコレート×ヴェール〉百貨店初登場 松屋銀座限定 
日本茶のフォンダンショコラ(1皿)  2,501円(写真下) 
バヌアツ産ヴィーガンチョコレート ココナッツ入り(45g) 1,321円(写真上) 
東京・神楽坂で大人気の日本茶デセールの専門店〈ヴェール〉が初登場。バヌアツ
共和国産のカカオで Bean to Bar ヴィーガンチョコレートを作る〈アエランチョコレー
ト〉のココナッツショコラと、日本屈指のてん茶農家・辻喜代治氏が手がけるシングル
オリジン抹茶・さみどりを使用したソルベの組み合わせが絶妙なフォンダンショコラを
目の前で仕上げてご案内。お土産用に、チョコレートバーのご用意もございます。 

チョコ×お酒 

 

tyoko 
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上記出店ブランドを含め、イートイン・実演販売ブランドが全部で 11 ブランド出店。会場でしか味わえないチョコスイーツ
をぜひお楽しみください。 
 
〈浪漫須貯古齢糖〉本気のチョコバナナ  1本 681円 
青森県弘前市のクラフトチョコレート専門店が、本気で作ったチョコバナナがバレンタイン初登場。 
濃厚な完熟バナナに、水ガナッシュ・シュトロイゼル・カカオニブをまとわせました。 
※期間中の(土)、(日)のみの販売です。(各日 100本限り) 
 
 
〈レナーズ〉マラサダパフ ピスタチオホワイトチョコ  1個 306円 
松屋銀座限定 
ハワイ発のマラサダ専門店。イタリアの老舗スイーツブランド〈ＢＡＢＢＩ〉のピスタチオペーストを使用した 
ホワイトチョコレートクリームがバレンタイン限定で登場。 
 
〈その他出店ブランド〉カカオサンパカ、江戸久寿餅、ショコラティエ パレ ド オール 

 
 
 

イタリア・ペルージャで 25 年以上にわたり開催されているヨーロッパ最大級のチョコレートの祭典「ユーロチョコレート」が、
2年ぶりに松屋銀座に帰ってきます！バラエティーに富んだチョコがいろいろ、本場の楽しみ方を会場で。 
 
〈スタイナー〉チョコラタッツァシリーズ クラシック 1個 321円  
                         各種フレーバー 1個 381円 
約 150種のチョコレートを展開するトスカーナの老舗ファクトリーから、イタリアの冬の定番、ホットチョコレート 
のご紹介。12のフレーバーが初登場いたします。 
 
 
 
 
 
Bean to Bar から、生産地の作り手たちとともに歩むレイズトレードまで。サステナブルな取り組みを通して生み出された
チョコレートをご紹介いたします。 
 
 
 
〈マルゥ〉フォースパイスバー 80g 1,588円(画像上)  
MAROU BAR ココナツミルクチョコレート 53％ポップドライス 35g 430円(画像下) 
ベトナムで生まれた Bean to Bar チョコレートメーカー。ベトナムの 6 つの地域で収穫されたカカオときび
砂糖のみを使用したシングルオリジンチョコレートに、それぞれのカカオの産地の食材を合わせたフレー
バーチョコレートも人気。 
 
〈テオアンドフィロ〉チョコレートマンゴー  90g 1,998円 
松屋初登場 1/4～EC 
フィリピン発の Bean to Bar チョコレートブランドで、自国にて収穫された原材料をメインにチョコレートを作る
数少ないファクトリーのひとつ。肉厚で甘酸っぱいフィリピン産のドライマンゴーと、濃厚なミルクチョコのハー
モニーをお楽しみください。 
 
 
 
 
 
レイズトレードとは…公正な取引や対価を保証する(フェアトレード)だけでなく、生産地や作り手の生活や市場競争力を
向上させるため、人、モノが一丸となって経済発展を図る交易のかたち。 
 
〈ノエルベルデ〉ストロベリーホワイト 28g 1,404円 
1/4～EC  
フェアトレードの一歩先をゆくレイズトレードという考えのもと、日本人の高橋力榮氏が、生産地とともに育
つことを目標に、エクアドルにて立ち上げた Earth to Bar チョコレートブランド。 
エクアドル産のカカオの豊かな風味をお届けします。 

できたてを召し上がれ、人気店のイートイン！※1 

 

 

tyoko 

イタリア発！ヨーロッパ最大級のチョコレートの祭典「ユーロチョコレート」 

 

 

tyoko 

③「サステナビリティの追求」 
レイズトレードなど生産地やチョコレートの原点に寄り添うチョコレート、「♯サポチョコ」の取り組み 

Bean to Bar 

 

tyoko 

レイズトレード 

 

tyoko 
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〈メディカレート〉ケトサポート抹茶 6個入り 2,916円 
松屋初登場 松屋銀座限定 1/4～EC  
「食べた方が健康になれるおいしいチョコレート」をコンセプトに、医師とショコラティエが共同開発。ブラン
ドの代名詞ともいえるレイズトレードのエクアドル産ビオカカオと、茶園清水屋の手摘み抹茶の上品な香り
の絶妙なコンビネーションを。 
 
 
 
 
〈チョコレート ジャングル〉  
チョコレート ジャングル テイスティングボックス 70％ 5g×14枚 3,024円 
松屋初登場  
「生産者がカカオ生産で豊かになれる価格で沢山買える市場の開拓」を目指すブランドから、14 ヶ国のチ
ョコレートの食べ比べセットが登場。産地ごとの味わいとの出会いを心ゆくまでお楽しみください。 
 
〈オキナワカカオ〉青マンゴーカカオケイク  3本入り 1,944円 
松屋銀座限定 1/4～EC  
沖縄の畑から直接仕入れた素材を活かした Bean to Barチョコレート作りに励むブランド。 
熟す前に摘果された沖縄・やんばる産のマンゴーのコンフィチュールでフィナンシェを作り、カカオを感じる
チョコレートでコーティングしました。 
 
 
 
 
 
チョコレートを楽しみながら、世界の女の子を支援。「GINZA 
バレンタインワールド」で販売するタブレットチョコレートの売り
上げの一部を、国際ＮＧＯ「プラン・インターナショナル」を通じ
て、差別や偏見に苦しむ途上国の女の子たちを守り、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サポートする
ガールズ・プロジェクトに寄付します。 
国際ＮＧＯプラン・インターナショナルと読売新聞の働く女性向けのウェブサイト「ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩ(大手小町)」との共同
企画『♯サポチョコ』の一環として、２０１９年のバレンタインフェアから始まり、今回で 5年目となる取り組みです。 
 
プラン・インターナショナルとは 
子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会を実現するために活躍する 
国際ＮＧＯ。１９３７年に設立され、現在は世界75カ国以上で活動しています。 
 
 
 
 
 
 
自分用のご褒美チョコや、大切な人への贈り物など、様々なご用途でお使いいただけるチョコをご紹介いたします。 
 
 
 
〈ローラン ジェルボー〉ギャレ オ ノワゼット  8個入り 4,536円 
松屋初登場 1/4～EC 
素材の味を引き立てるため、添加物や調味料をできるだけ少なくして作ったプラリネ。砂糖の使用量を控
えたことにより、芳醇でナッティーな味わいに。 
 
〈コーホー〉ボンボンショコラ アソートピンク  12個入り 5,400円 
松屋初登場 1/4～EC 
ハワイの人気ブランドが初登場。小さな宇宙のようにきらめく 1 粒 1 粒のドームは、色も香りもアートそのも
の。グアバやマンゴーなどハワイの食材をふんだんに使用したフレーバーをお楽しみください。 
 
〈デメル〉仔ぶたのダンス  1個入り 2,160円 
松屋銀座・浅草限定 
仲睦まじく寄り添う 2 匹の愛らしい仔ブタは、香ばしいヘーゼルナッツ入り。友チョコにもおすすめで、毎年人
気の一品です。 
 

「海外ブランド」 

 

tyoko 

産地応援 

 

tyoko 

世界の女の子をチョコで支援（サポート）する「♯サポチョコ」 

 

tyoko 

「ショコラブランドセレクション」 
松屋初登場や限定をはじめ、人気ブランドの提案 
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〈トリスタン〉チョコレート BOX  6個入り 3,240円 
松屋銀座限定 
スイスで愛され続けるチョコレートの名店。ミルクパヴェ、フランボワーズ、抹茶の３種入りで、繊細かつ深み
のある味わいの生チョコレートをお楽しみください。 
 
 
 
 
〈グランプラス〉バトンショコラ  9本入り 2,970円 
松屋初登場 1/4～EC 
カラフルで華やかなロングサイズのショコラ。ピスタチオ、シャインマスカット、グラノーラ、ナッツなど食感
と味わいが楽しめる 9 種類がセットに。 
 
 
 
 
〈ナーディル・ギュル〉チョコレートピスタチオバクラヴァ  4個入り 1,944円 
松屋銀座限定 1/4～EC  
トルコの伝統菓子「バクラヴァ」。定番のピスタチオバクラヴァにベルギー産ダークチョコレートを生地に練
り込みました。本場トルコでも人気の味で、日本では松屋銀座限定でのご案内です。 
 
 

 

 
 
 
 

「国内ブランド」 

 

tyoko 

「人気急上昇中のブランド」 

 

tyoko 

※価格は全て税込です。 

ちょこざらプレゼント 
イベント期間中、会場で税込 5,400円以上（合算可）お買い上げの先着 3,500名様に、「〈テシオ〉三つ雲 
豆皿（松屋銀座オリジナル刻印入り）をプレゼント。水色・黄色・ピンクの 3色からお選びいただけます。 
チョコレートやアクセサリーなどを乗せるのにぴったりな浅くてフラットな豆皿です。 
※お一人様 1枚限り ※なくなり次第終了 

 

バレンタイン装飾 正面ウィンドウにお菓子の家が出現。 松屋の地域共創×青森県〈BUNACO〉 
1月 25日(水)～2月 14日(火) 

チョコレートと、「食べられないバウムクエヘン」で作ったお菓子の家が、期間限定で松屋銀座の正面ウィンドウに出現します。 
 
 
「松屋の地域共創プロジェクト」とは…２０２０年から始まり、日本各地で継承されている伝統工芸・産業・ 

文化を、絶やすことなく新たな機会創出と発展へと繋げることを使命とし、発足したプロジェクトです。 

地域の魅力や、真摯なモノ作りとその背景を、松屋銀座のショーウィンドウや、店内装飾の演出に用い、 

これまでも数々のコラボレーションを実現してきました。 

 

 

「バウムクエヘン」とは…  

青森県でブナを有効活用したものづくりを行う〈ブナコ〉と松屋がコラボし、ユニークなティッシュボックス 

「食べられないバウムクエヘン」が誕生しました。 

デザインを手掛けたのは、グラフィックデザイナーの佐藤卓氏。〈ブナコ〉独自の技術で作り出されたコイ 

ル状に巻かれたブナ材の様子がまるで年輪のよう、という発想から生まれました。 

上部に巻かれたブナ材は、通常商品では使用できない、規格外のものを使用。商品パッケージは、心の 

病や障がいを持った方々の就労支援を行っている企業に制作を依頼しており、サステナブルな要素も持 

ち合わせたティッシュボックスです。 
 
「食べられないバウムクエヘン」(ティッシュボックス/単品) -Design by Taku Sato- 8,800円 

「食べられるバウムクーヘン」と「食べられないバウムクエヘン」 -Design by Taku Sato-  11,000円(画像下) 

7階デザインコレクション/松屋オンラインストアにて販売。 

青森県の小さな村、西目屋村の百花蜜で作ったバウムクーヘンとセットでも販売いたします。 

※なくなり次第終了 

 



報道関係資料

【調査実施概要】 ■調査期間　 2022年12月9日（金）～12月12日（月）

■調査方法 松屋銀座メールマガジン会員約4万6千人を対象に、ウェブアンケートを実施

■有効回答数 475名（20歳～79歳　平均年齢：51.4歳）

Q1　2023年は、バレンタインチョコを購入しますか？

買う ※以下、（）内は昨年データ

買わない

Q2　バレンタインチョコは、どこで買いますか？　（複数回答）
実店舗
インターネット
どちらも使う

Q3　実店舗で買う理由は？　（複数回答）

Q4　誰のためのバレンタインチョコを買いますか？　（複数回答）
恋人・配偶者・パートナーなど本命
自分
会社関係
友人

Q5　バレンタインチョコの予算について （単位：円）

Q6　バレンタインチョコの予算は、昨年と比べてどうしますか？

松屋銀座　2023年バレンタインデーに関する意識調査

2023年1月

(15,000) (30,000)

(80,000)

20,000

50,000

(1,047)

今年

4,415

1,013

今年 昨年 '20年2月

25.1%

　「自分チョコ」を買う人は６割近くとさらに伸びる傾向。平均購入額もコロナ禍前の2020年と比べて500

円近く増えており、ますます「自分のためのバレンタイン」となる。一方で、最高額は全体的に抑え気味な

のは、昨今の物価高や円安などで食べ物よりも高額商品に消費が向かった影響が考えられる。

総額

21.7%

64.2%
59.8%
29.3%

(67.1%)

(55.2%)

(24.6%)

(37.0%)

　バレンタインチョコを「実店舗で買う」という方が９割を超えた。行動制限が解除され、外出への抵抗が

減り、コロナ前のように店頭で買い物やイベントを楽しみたいという期待感の高まりが見られる。

　一方で、インターネットで買う方も増えており、さらに実店舗とインターネットの両方で買う方も２割以

上と、買い方の多様化が進んでいる。

(16.3%)

株式会社松屋

6.5%

93.5%

90.3%
23.8% (19.2%)

今年もさらに「自分へのチョコ」が伸長。物価高で高額は控えめも、アフターコロナで義理チョコ回復の兆し。

(95.2%)

(4.8%)

(89.2%)

松屋銀座では、メールマガジン会員にバレンタインデーに関するアンケート調査を実施しました。

78.9% (74.6%) 11.9%

増やす

8.0% (11.7%)

昨年と同額 減らす

(8.3%)

最高額平均

総額 12,796 (12,083) 70,000 (80,000)

(1,096)

(12,056)

(3,930) (100,000)

(7,000)

(150,000)

義理（1個あたり）

自分

本命 (3,792) (3,647)

昨年 '20年2月

(5,000)4,000

(4,313)

3,748

79.2%

45.4%

44.3%

30.2%

25.3%

18.5%

種類がたくさんあるから

好きなブランドがあるから

話題のお店が入っているから

チョコレート以外にも買い物をしたいから

昔から百貨店で買っているから

試食ができるから
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Q７　コロナ禍でリモートワークや行動制限の中でも、義理チョコを用意しましたか？
コロナ前と同様に用意した

用意したが、コロナ前より減らした

コロナ前は用意したが、コロナ中は用意しなかった

もともと義理チョコを用意していない

Q8　行動制限のない今年は用意しますか？
今年は用意する
用意しない

Q9　チョコレートに関するサステナブルな取組みに関心はありますか？

関心がある 関心がない

20.8%

20.2%

29.1%

29.9%

35.3%

松屋銀座　2023年バレンタインデーに関する意識調査

　全体の8割以上が、サステナブルについて何らかの関心があると回答。単に美味しさを楽しむだけでな

く、その背景にある生産過程や社会課題についての意識の高さが見られる。特にチョコレートにおいてはそ

の認知度が高く、フェアトレードやオーガニックや日本の素材、チャリティーなどの取組みも求められてい

る。

81.1% 18.9%

64.7%

　コロナ禍でリモートワークや衛生面から義理チョコを渡さない時期が続いたが、Q4では会社関係のいわ

ゆる「義理チョコ」も昨年より約5ポイント上昇。行動制限がなく出社機会が増えた今年は義理チョコ需要

の回復が期待される。Q7、8のように、コロナ禍で義理チョコをやめた方のうち35.3％が今年は用意すると

義理チョコを再開する前向きな回答も見られた。

45.7%

37.5%

26.3%

24.8%

22.3%

9.5%

フェアトレード

オーガニック素材の使用

日本の素材の使用

購入がチャリティーにつながる

フードロス

動物性由来の成分の不使用

「関心がある」サステナブルな取組み （複数回答）

2 / 2 ページ
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報道関係資料                                          2023 年 1 月 

株式会社松屋 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松屋銀座 1 階「スペース・オブ・ギンザ」にて、1 月 25 日(水)から 7 日間、ムーミンのスペシャルな期間限定ショップ

「MOOMIN GINZA SELECTION」を開催いたします。 

忙しい毎日を送る、いつも頑張っている自分自身や大切な家族、友人に「ご褒美」となるような、ムーミンの上質で素敵

なアイテムを提案します。本イベントに合わせて登場する新商品や、ブランドとのコラボアイテムもご用意します。 

 

【開催情報】 

■名称：MOOMIN GINZA SELECTION 

■会期：2023 年 1 月 25 日(水)～1 月 31 日(火)    ■会場：松屋銀座 1 階スペース・オブ・ギンザ 

■住所：〒104-8130 東京都中央区銀座 3-6-1         ■電話番号：03-3567-1211(大代表) 

■営業時間：10:00-20:00(日曜日は 19:30 まで)   

■取り扱いアイテム：３００点以上 （ブランドコラボや新商品、先行販売：約 100 点） 

 

■限定販売                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

「ご褒美 ムーミン」をテーマに上質で素敵なアイテムを提案 

MOOMIN GINZA SELECTION  
2023年1月25日(水)～1月31日(火) 松屋銀座1階 スペース・オブ・ギンザ 

リトルミイ ぬいぐるみ 4,180 円 
 
 
小説『ムーミン谷の仲間たち』に登場する、 
前髪をおろしたリトルミイの新作ぬいぐるみ
が登場！ 

 

〈breezyblue〉 バイカラー捺染パラ

ソル(長傘) 27,500 円 
 
UVカット、防水加工を施した晴雨兼用傘。手染
めで仕上げた独特の風合いとムーミンやしきのシ
ルエットを活かした図案は雨の日でも気分を盛り
上げます。 

〈TEMBEA〉BAGUETTE TOTE 

(左)MINI 17,600 円 

(右)SMALL 19,800 円  
 
その名の通り「バゲット」を入れるためのバッグ。キャン
バス生地が使い込むほど柔らかな表情へ変化し、使
う人の体になじみます。 
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■先行販売                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       ■新商品                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 ＊おひとりでも多くのお客様にご購入いただくため、購入個数制限を設定させていただく場合がございます 

＊価格は全て税込 

 

〈tamaoworld〉  ミニ財布  

17,600 円 
 
ちょこんと飛び出たリトルミイのお団子頭がなんとも
キュートなミニ財布。 

〈 O/OVAL 〉 ピ ア ス / イ ヤ リ ン グ   

各 5,500 円 
 
繊細に切り出されたリトルミイと、シンプルで上品な
配色のアクリルパーツが揺れる、心をくすぐられるアク
セサリー。 

〈LUPICIA〉オリジナルフレーバ

ーティー 1,620 円 
 
甘ずっぱいりんごとベリーのフレーバーのティ
ーバッグが入った、個包装タイプのブレンド
ティー。 

輸入品〈OPTO DESIGN〉ラウンドト

レイ 4,950 円 
 
美しい冬のムーミン谷で遊ぶムーミン一家を表現
したデザイン。 
一般発売日：2 月下旬 

輸入品〈MUURLA〉蓋付きガラ

スジャー 6,160 円 
 
森の中で遊ぶムーミンたちを繊細なタッチで
デザイン。食品や小物入れにぴったり。 
一般発売日：2 月下旬 

 

輸入品〈FINLAYSON〉デュベカバー

セット 16,280 円 
ムーミンママの無くしたハンドバッグを見つけたことを
記念したパーティーの様子をデザイン。肌触りが
良く摩耗に強い生地です。 
一般発売日：2 月下旬 

〈MOOMIN TRIBUTE WORKS〉  

ハンカチ 1,650 円 
テキスタイルデザイナー鈴木マサル氏が手掛ける
ブランド、MOOMIN TRIBUTE WORKS の最
新作。一般発売日：2 月下旬 

 

 

アトマイザー 各 1,980 円 
 
香水はもちろんのこと、アルコール消毒液を入れ
て持ち歩くことができるアトマイザー。 

FOIL カードケース 各 2,420 円 
 
マットな合成皮革にリトルミイを箔押しした、大
人も使いやすいカードケース。内側の PVC ポケッ
トでカードが 20 枚収納できます。 

 



 

 
株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

 

2022年 12月 26日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、2023 年 1 月 31 日（火）から 2 月 14 日（火）まで 8 階催事場にてバレンタイン催

事「ショコラマルシェ」を開催します。今年のバレンタインのテーマは「私を甘やかすバレンタイン」。30～40 代のチョコレートが

大好きな女性をメインターゲットに、自分のためのご褒美チョコレートを約 75店集めました。 

 今回特に力を入れている特集が、「ヘルシー＆サステナブル」です。ここ数年のお客様の傾向として、ヘルシーなチョコレー

トをお買い求めになる方が多いことと、SDGｓへの関心も高まっていることから、ヘルシー＆サステナブルなチョコレートの出

店店舗数を前年よりも約 3.5 倍に増やしました。また、原材料高騰や円安からの輸入コスト高を見込んで、日本人のシ

ョコラティエによる「国産ブランド」（国内で製造・販売しているブランド）を前年よりも約 1.5倍に増やして展開します。 

 

■「ヘルシー＆サステナブル」：7ブランド展開 
SDGｓへの関心の高まりから、環境への配慮や、開発途上国との取組みに力を入れているブランドが出店します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

池袋東武のバレンタイン！注目は「ヘルシー＆サステナブル」 
8階催事『ショコラマルシェ』に約 75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【shodai bio nature 
（ショウダイビオナチュール）】 
「ペタルルージュ」（120g）4,301円 
着色料を使わず、素材から生まれた自然の色味を生かして作りあ
げるチョコレートで、フェアトレードショコラ（※）を使用。 
※フェアトレード(公平貿易)とは、発展途上国で作られた作物や製品を適正な価格

で継続的に取引することによって、生産者の持続的な生活向上を支える仕組み。 

 

【CocoChouChou（ココシュシュ）】 
「ヴィーガン生チョコレート」 （16個入）各 990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。カシューナッツミルクと天然の 
メープルシロップでコクと甘みを表現。フレーバーは見た目も味も 
カラフルな 7種類。 
 

東武初出店 
【ROSALIE（ロザリー）】 
「ロザリー アソートメント ミルク＆
ダーク」（8粒入）2,592円 
100％サステナブルなカカオで作られた 
ベルギーのブランド。地球にやさしいカカ
オ農園を支援するプロジェクト「ココアホ
ライズン財団」の指定農園から生まれ
たカカオ使用のチョコレート。 

東武初出店 
【NOX ORGANICS（ノックスオーガ
ニックス）】「3 種 MixedEdition」
（30個入）4,104円 
スウェーデン生まれの 100％オーガニック 
チョコレート。薬剤師が考案したチョコレー
トは、白砂糖、乳製品、トランス脂肪酸、
乳化剤、合成甘味料、保存料不使用で
ヘルシー。 

東武初出店 
【LITTLE MOTHERHOUSE 
（リトルマザーハウス）】 
「IRODORI CHOCOLATE」 
（1枚）各 1,296円 
インドネシアのカカオを使用。ホワイトチョコレー
トを用いた 12 種の味わいは日本の四季がテ
ーマ。フルーツやお茶など、自然由来の素材で
味付け、色付けしたチョコレート。 

フェアトレード ヴィーガン 

ヴィーガン 

途上国の食の 

可能性を世界に 

カカオ農園 
を支援 



 

 
株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

■国産ブランドの「和ショコラ」：27ブランド展開 
 円安や輸入コストの高騰を見込み、国産のブランドを前年よりも約 1.5倍に増やして展開します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

■会場で味わえる！チョコレートスイーツ！ 
 
 

 

 

 

【CHOCOLATIER PALET D’OR 
（ショコラティエ パレ ド オール）】 
「フルーツ＆ナッツ ペアリング」（4個入）2,160円 
苺×ココナッツ、ブラッドオレンジ×マンゴーなど、様々なフルーツと
ナッツの組合せを楽しめるショコラの詰合せ。ナッツの食感やみず
みずしいフルーツの味わいが絶妙なバランスのボンボンショコラ。 

【NIKAIDO（二階堂）】「オッドアイ」（6 個入）
2,808円 
猫の目を表現した美しい色彩。 
青森県産の果物をふんだんに使用したベースをホワイト
チョコとミルクチョコでコーティングした逸品。 

ショコラマルシェ初出店 
【ViTO（ヴィト）】 
「ベラート ピスタチオ」（1個） 
イートイン 751円 
本場イタリアの職人が自ら日本の農家
に出向いて素材を厳選。ミルクにこだわ
って作られた「飲むジェラート」。 

【＆EARL GREY 
（アンドアールグレイ）】 
「チョコマカロンジェラート」 
（1個）イートイン 605円 
お茶の香りにこだわった 12種類の 
ジェラートと 6種のマカロンの色を自分
でカスタマイズできる、フォトジェニックな
マカロンジェラート。 

【Silvio Bessone 
（シルヴィオ・ベッソーネ）】 
「ソフトジェラート」 
（1個）イートイン 550円 
イタリアチョコレート界の巨匠シルヴィオ・ 
ベッソーネ氏が日本人に向けて作った 
濃厚でソフトなチョコジェラートは、 
ソフトクリームのようにクリーミー。 

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・清水  直通℡：03-5951-5210 

東武初出店 
【HANAKARUTA（華歌留多）】 
「春夏秋冬」（36枚入）5,960円 
江戸時代の「粋」を味わう和ショコラ。 
1 月から 12 月まで日本の風情を描いた
絵札チョコが 12 枚、シンプルなチョコ札が
24枚入。 

東武初出店 
【KAMAKURA KURAN 
（鎌倉くらん）】 
「ヴィクトワールマロン」（4 個入）
1,001円 
国産の和栗そのものの甘さを味わえる
よう、ペースト状にした後に砂糖を加え
ずブランデーで香りづけし、口どけのよい
ミルクチョコレートで包んだ逸品。 

ショコラマルシェ初出店 
【ENAKURI-KOUBOU RYOHEIDO 
（恵那栗工房 良平堂）】 
「栗きんとん生チョコレート」 
(20個入)2,160円 
栗菓子専門店の栗きんとんに、たっぷりの生
クリームとホワイトチョコレートを混ぜ合わせ
た、口どけなめらかな生チョコレート。 



 
 

「十勝和牛」「キャビア」「鮭児」…など、北の大地の特選素材が目白押し！ 

「 」を1月7日(土)から開催！ 
     …………………………………………………………………………… 

      東武百貨店 池袋本店 8 階催事場、地下 1 階 3 番地コンコース 
 

 

 
 

 

                                                                             

2022 年 12 月 26 日 
 

              

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、2023年1月7日(土)から1月22日(日)までの16日間「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催。1週目と2

週目で会期を分け、切り口を変えて展開します。1週目は、「キャビア×チョウザメ」、「いくら×サーモン」の“贅沢親子グルメ”や唯一無

二の特選肉の“豪華ステーキ弁当”などこの時期だからこそ味わえる特選素材を使用した東武限定グルメをご提供。そのほか、道産オー

ガニック牛乳や道産あずきのスイーツもご用意します。2週目は、今が食べ頃の冬いちごを使った可愛らしいスイーツや贅沢弁当に注

目！！会場にて、「焼きたてさきいか」の実演販売もいたします。 

(1週目:2023年1月7日(土)～13日(金)、2週目:1月14日(土)～22日(日))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆【特選素材】チャンピオン牛VSハンガリーの国宝豚⁉ 贅沢ステーキ弁当を食べ比べ！ 

 

 

 

 

 

株式会社 東武百貨店 

 

News Release 
 

※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。 

 

東武 
限定 

 

 

 

 

 

◆【特選素材】「キャビア×チョウザメ」「いくら×サーモン」など 贅沢親子グルメに舌鼓！ 

 

 

 

 

 

実演 実演 実演 

東武 
限定 

東武 
限定 

函館市【幸寿司】 

キャビア握り(チョウザメ握りキャビアのせ) 

イートイン4,001円※持ち帰りは3,928円 

〈各日販売予定100点〉 

美深町で養殖されたチョウザメとキャビアの贅沢寿

司1貫のほか、まぐろやウニも味わえる10貫セット。 

 
 
 

札幌市【肴や一蓮 蔵】 

秋鮭「銀聖」「雄宝」いくら食べ比べ弁当 

3,501円(1折) 〈各日販売予定80点〉 

希少な採れたていくらを使用。「銀聖」は醤

油味、「雄宝」は塩味で味付け。 

〈販売期間:1月7日(土)～13日(金)〉 

 
 
 

札幌市【北海鮮 海の里】 

鮭児弁当 3,780円(1折)  

〈各日販売予定30点〉 

1 万本に 1、2 本といわれるほど希少

な鮭児。まるでトロのような味わい。 

〈販売期間:1月7日(土)～13日(金)〉 

 
 
 

チョウザメ 秋鮭いくら 鮭児 

東武 
限定 

札幌市【札幌豊平館厨房】 

第38回 十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛  

王子様ステーキ弁当 

12,960円(1折)  〈販売予定100点〉 
年に1度の品評会「第38回 十勝和牛枝肉共励会」で
最優秀賞を受賞し、一頭買いをした十勝和牛を使った
ステーキ弁当。 
 
 

帯広市【掛村】 

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚ステーキ弁当  

7,001円(1折)  〈各日販売予定20点〉 
ハンガリー国宝「マンガリッツァ豚」を十勝の地で純血種の繁
殖・飼育に成功した「十勝ロイヤルマンガリッツァ豚」。濃厚で
口溶けのよい霜降り肉を贅沢に使用した弁当。 
〈販売期間:1月7日(土)～13日(金)〉 
 

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚 十勝和牛 

実演 実演 

東武 
限定 

1週目のみ 1週目のみ 

 1週目のみ 



 

 

 

 

 

有機飼料(牧草)、有機畜産物(牛から絞ったミルク)、有機加工食品(牛乳・ヨーグルトなど)の 3 つの有機 JAS 認証を取得し

ている【宇野牧場】から「オーガニック牛乳」グルメをご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

 

 

 

 

 

◆3つの有機JAS認証を受けた牧場がつくる「オーガニック牛乳」に注目！ 

 

 

 

 

 

天塩町【宇野牧場】 

①宇野牧場史上最高峰の牛乳に辿り着きました 

2,052円(900ml)  〈各日販売予定30点〉 

540円(200ml) 

②有機牛乳のもこもこソフトクリーム  

イートイン501円(1個) 

1 日に 20ℓのみしか採れない希少なミルクと最高峰の牛乳を

使用した自然な甘さが楽しめるソフトクリーム。 

〈出店期間:1月7日(土)～13日(金)〉 

 
 
 

宇野牧場のオーガニック牛乳を使用した 

ココだけでしか味わえないスイーツも登場！ 

富良野市【菓子工房 フラノデリス】 

MILKプリンタルト  

651円(1個) 

〈各日販売予定300点〉 

北海道展で毎年人気の洋菓子店「菓子工房 フラノデリス」と宇

野牧場の牛乳がコラボした東武限定タルト。雪のような口溶けと

やさしい甘さがクセになる一品。 

〈出店期間:1月7日(土)～13日(金)〉 

 
 
 

 

 

 

 

 

◆あずきスイーツ特集！ 

 

 

 

 

 

旭川市【壺屋総本店】 

あんプルチーズパイ 

551円(1個) 

サクサクパイの中には、あんことりんごとクリ

ームチーズがぎっしり。 

〈出店期間:1 月 7 日(土)～13 日(金)〉 

 
 
 

函館市 

【パティスリー プティ・メルヴィーユ】 

あん入りメルチーズ 

451円(1個) 

ふわふわのメルチーズとあんこが絶

妙にマッチ！ 

〈出店期間:1月7日(土) 

～13日(金)〉 

 
 

札幌市【札幌農学校】 

焼きたてクッキーサンド 

餡バター 

1,242円(5個入) 

バタークリームとつぶ餡を

サクサクの出来たてクッキ

ーでサンド。 

〈出店期間:1月7日(土) 

～13日(金)〉 

 
 

① ② 

東武 
限定 

初出店 

初出品 
東武限定 初出品 

実演 

実演 

 

実演 

赤井川村【アリスファーム】 

焼きたてマフィン 

小豆＆かぼちゃ 

481円(1個) 

〈各日販売予定60点〉 

素材を活かした自然な甘

さと小豆とかぼちゃのホクホ

ク食感にやみつき。 
〈販売期間:1 月 7 日(土) 

～13 日(金)〉 

 
 

1週目のみ 

1週目のみ 

1週目のみ 1週目のみ 1週目のみ 1週目のみ 

東武限定 実演 実演 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 辻本・清水 直通℡：03-5951-5210 

 

＜「ぐるめぐり 冬の大北海道展」概要＞ 
場    所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース 
期    間：2023年1月7日(土)～1月22日(日) 
営業時間：8階催事場→午前10時～午後7時、地下1階3番地コンコース→午前10時～午後8時 
店 舗 数：約90店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)   
 

 

 

 

 

 

 

◆【2週目】スイーツ祭り！今が食べ頃なイチゴやプリンなど甘党必見のラインナップ！ 
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◆2週目も贅沢弁当が目白押し！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“焼きたて裂きたて”が初登場！ 

 

 

 

 

 

札幌市【フルーツケーキファクトリー】 
いちごタルト  
7,301円(1ホール)/731円(1カット) 
〈数量限定〉 
真っ赤に熟した浦河産の冬いちごがカスタ
ードクリームの上にぎっしり。 
〈出店期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

札幌市【えにかいたもち】 

ベリーショートケーキ大福 

371円(1個) 

もちもちのベリー求肥で包ま 
れたケーキのような大福。 
〈出店期間:1月14日(土) 

～22日(日)〉 
 
 
 

赤井川村【アリスファーム】 

焼きたてマフィン にぎやかりんご 

481円(1個) 
〈各日販売予定60点〉 
スライスりんごをあしらったさっ
くりマフィン。 
〈販売期間:1月14日(土) 

～22日(日)〉 

 
 
 

札幌市【あめつちぷりん by 35stock】 
あめつちぷりんソフト 
(ぷれーん/ちょこごぼう) 
イートイン671円/751円(1個) 
〈各日販売予定160点/40点〉 
ちょこ味は、ちょことごぼうのフレーク

をふりかけたユニークなぷりん。 

〈出店期間:1月14日(土)～22日(日)〉 

 
 

 

余市町【うに専門店 世壱屋】 
道産ムラサキ＆バフン板うに食べ比べ弁当 
4,968円(1折) 〈各日販売予定20点〉 
板うに、ホタテ、甘えび、いくらの贅沢弁当。 
〈販売期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

札幌市【鱗幸食品】 
タラバ・毛がに満喫弁当 
3,500円(1折) 〈各日販売予定80点〉 
大ぶりの身がのったカニ尽くし弁当。 
〈販売期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

札幌市【肴や一蓮 蔵】 
満喫弁当 
3,100円(1折) 〈各日販売予定80点〉 
道産のボタン海老と赤シマ海老の味比べ！ 
〈販売期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

札幌市【札幌豊平館厨房】 
チャンピオン十勝和牛昆布熟成特撰カルビ
ステーキ弁当 
2,592円(1折) 〈各日販売予定100点〉 
十勝和牛のステーキと焼肉を楽しめる贅沢弁当。 
〈販売期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

帯広市【掛村】 
十勝豚食べ比べ豚丼弁当 
2,001円(1折) 〈各日販売予定100点〉 
十勝豚を5種類の食べ方で味わえる。 
〈販売期間:1月14日(土)～22日(日)〉 
 
 
 

※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(イートイン)の場合は「消費税率 10%」の価格となります。 
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦くださいませ。※写真はイメージです。 

函館市【山丁長谷川商店】 
焼きたてさきいか 1,080円(90ｇ)  

会場にて焼きたて、裂きたてのやわらかさ 

を堪能。 

〈出店期間:1月14日(土)～22日(日)〉 

 
 
 

お食事処では、 

ラーメンをご提供！ 
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報道資料（赤色グルメ／デパ地下）  

株式会社 東武百貨店 

 

2023年 1月 10日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、1 月 12 日（木）から 2 月 1 日（水）に地下 1 階・地下 2 階のデパ地下約 50 店

舗にて、1月 15日「いちごの日・小正月」にかけて縁起の良い赤色グルメを展開。「魅惑のいちごワールド」と題し、約 30

店舗にて旬のいちごを使った見た目にも華やかな洋菓子・和菓子のスイーツやパンを販売。また、「幸福の赤いフードワー

ルド」と題して、約20店舗にて赤色グルメを展開。寒い時期を「辛いもの」を食べて乗り切っていただきたいとの思いから、食

欲を引き立てる刺激の「唐辛子」を使ったメニューや「赤色食材」などを使用した赤色総菜グルメをご提案。当店は、約 20

点の東武限定品を展開し集客を図って参ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

旬の「いちご」や食欲を引き立てる「唐辛子」を使った東武限定メニューに注目！ 

縁起の良い赤色グルメをデパ地下約 50店舗で販売！ 
 

 
東武百貨店 池袋本店 地下 1階・地下 2階 食品売場 

 

【サンドイッチハウス メルヘン】 

苺のティラミスサンド 

519円（1パック） 

〈各日数量限定〉 

いちご味のマスカルポーネ 

クリームをサンドしたココア香る 

大人のティラミスサンド。 

【金沢和音】 

いちご 3兄弟 

324円（1本）〈各日数量限定〉 

いちご、いちごピューレ入りの小豆 

こしあんを、いちごパウダーを 

練りこんだお餅で包んだ大福、 

いちごあん白団子の 

3種がセットになった東武限定品。 

 

 

◆いちご×パン！ ◆いちごを使った和菓子！ 

【ベーカリーズキッチン オハナ】 

とちおとめのヴィエノワ 

648円（1個） 

苺果汁入りの色鮮やかなパンで

「とちおとめ」といちごミルククリーム

をサンド。 

【虎屋ういろ】 
雪いちご 
800円（1本／約 19㎝） 
〈各日販売予定 20点〉 
白ういろと苺ういろの 
2層仕立て。白ういろには、 
いちごとブルーベリーを 
あしらいました。 

 

 

 

◆華やかないちごのタルトやロールケーキ・パフェに心トキメク！ 

【ア・ラ・カンパーニュ】 

リュビ（ストロベリータルト） 

1,026円（1カット）〈各日販売予定20点〉 

洋酒がほんのり香るスポンジに濃厚なクリームと

華やかな香りに満ちたイチゴたっぷりのタルト。 

 

 

 

 

 

 

【パステル】 

いちごのデコロール 

701円（1個）〈各日数量限定〉 

フレッシュいちごとホイップクリームを 

ふんだんに使用した可愛らしい 

東武限定のロールケーキ。 

 

 

 

 

 

東武 
限定品 

【キーコーヒー】ベリーチーズケーキパフェ 
イートイン 550 円（1 個）〈各日販売予定 10 点〉 
北海道バニラソフトに、いちごソースを 
たっぷりかけて、濃厚なベイクドチーズケーキ 
をトッピングしました。 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

イートイン 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

※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。 

 

東武 
限定品 



 

報道資料（赤色グルメ／デパ地下）  

株式会社 東武百貨店 
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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 崎田・清水  直通℡：03-5951-5210 

【グッドモーニングバンコク】激辛！トムヤムクンフォー  
イートイン 900円（1杯）〈各日数量限定〉 
タイ産の生唐辛子「プリッキーヌ」で辛さマシマシ！ 
酸味もクセになる東武限定の米粉ヌードル。 

 

 

 

【パオパオ】えびチリまん  300円（1個）〈各日数量限定〉 

プリプリのえびの食感や、ふかふかの皮とピリ辛の 

チリソースが相性抜群。唐辛子入りで食欲が増します。 

【ベーカリーズキッチン オハナ】 

赤い激辛 PIZZA 519円（1個）〈各日数量限定〉 
生地まで赤い！ニンニク仕立ての旨辛ホットソース 
「スリラチャの赤備え」をたっぷり加えた激辛ピザソース 
に、さらにハバネロパウダーをトッピング。 

 

【妻家房】唐辛子チャプチェ  756円（1パック）〈各日数量限定〉 

韓国春雨と牛肉、色とりどりの野菜のチャプチェに糸唐辛子と 

生の唐辛子をいれることで、さらに食欲が増します。 

 
◆そのほかイートインや気分があがる赤色グルメも！ 

【三崎豊魚】ネギトロまぐろ丼  
イートイン 1,100円（1折） 
〈各日数量限定〉 
メバチマグロの赤身とハート形に 
なったネギトロに思わず笑顔あふれます。  

 

 

【ウォーターメロン】トマトサンデー（1 個）  

イートイン 509円／テイクアウト 500 円 

〈各日販売予定 10点〉 

トマトの果肉を北海道ソフトに 
練りこんでトッピングにもフルーツトマトを。 
 

【ねり伝】 

紅生姜レンコン天  

216円（1個） 

紅生姜を混ぜた赤い衣で 

さっぱりとしたレンコン天ぷらです。 

 

【武蔵小山酉玄 酉金】 

鶏料理屋のとろ～りナポリタン 

781円（1 パック）〈各日数量限定〉 

鶏そぼろと温泉卵が絶妙な 

こだわりナポリタン。 

↑【スリラチャ】 
「スリラチャの赤備え」 
アジア生まれ、アメリカで爆発的 

人気になったニンニク仕立ての 

旨辛ホットソース！！ 

 

イートイン 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

 
地下２階 11番地 

食品フロアと 

8階屋上の 

自動販売機にて 

700円（230ｇ） 

で販売！ 
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◆食欲を引き立てる「唐辛子」 入りの辛・赤グルメ 

※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(イートイン)の場合は「消費税率 10%」の価格となります。※数に限りがございます。※写真はイメージです。 
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株式会社 東武百貨店 

 
 

2023 年 1 月 18 日 

 
 
 

 

 

 
 

東武百貨店 池袋本店は、1 月 24 日（火）から 29 日（日）の 6 日間、8 階催事場にて『大長崎展』・『波佐見
焼フェア』を同時開催します。第 17 回目の「大長崎展」では、食 45 店、工芸 9 店の計 54 店が集結。日本一の漁獲
量や収穫量を誇る『あなご』や『養殖くろまぐろ』を使ったお弁当や丼物をイートインで提供し、できたての『アジフライ』まで
販売。また、「日本さつまいもサミット 2022」にて「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」と「ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した、五島
列島で栽培されるブランドさつまいも『五島ごと芋』を使用した限定スイーツにも注目！さらに五島名物までご紹介。「波佐見焼フ
ェア」では波佐見町で作られた約 8,000 点の器を販売。軽量、耐熱など便利で使い勝手の良い器をご提案します。 

 

  
今話題の「対馬産あなご」や玄界灘育ちの鮮度抜群「養殖くろまぐろ」をイートインで提供！アジフライの聖地、松浦産のアジフライも販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
「日本さつまいもサミット 2022」にて「さつまいも・オブ・ザ・イヤー」と「ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した「五島ごと芋」を使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長 崎 県 には『あなご』・『養 殖 くろまぐろ』などの日 本 一 がたくさん！ブランドさつまいも『五島ごと芋』スイーツにも注目！   

「大長崎展」と「波佐見焼フェア」を 1 月 24 日より同時開催 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場  

 

 

佐世保市【Vitamin Berry】 
五島ごと芋ワッフル 1,620 円（1 個） 
〈数量限定〉 
ねっとり甘い、五島ごと芋の焼き芋をたっぷり 
サンド！ごと芋・黒蜜・きな粉・ホイップクリーム入り。 
 

対馬市【対馬醤油江口】 
醤あなご飯 極み イートイン 2,700円（1折） 
対馬産天然あなごのみを使用。玄界灘の 
荒れた海で育ったあなごは上品な脂がのって 
います。創業明治 20 年の老舗醤油屋の 
特製だれでじっくり、ふっくらと仕上げました。 
  
 

松浦市【まうまう】 
長崎松浦のくろまぐろ中落丼 
（1 人前） イートイン 1,551 円〈数量限定〉 
玄界灘の荒波と餌となる新鮮な鯖が 
おいしさの理由。鮮度抜群で旨味 
たっぷりのまぐろを堪能できます。          

 

◆『あなご』・『養殖くろまぐろ』・『まあじ』など長崎県産魚は日本一がたくさん！ 

長崎市【バラモン食堂】 
松浦アジフライ  351 円（1 枚） 
アジフライの聖地といわれている長崎県 
松浦産のアジフライは、サクサクふわふわ。 
鮮度抜群のふわふわのあじに、さっくさくの 
衣が特徴です。 

 
 

 

実演 

実演 

実演 

 「あなご」漁獲量日本一！  「養殖くろまぐろ」収穫量日本一！  「まあじ」水揚げ量日本一！ 

◆五島列島で栽培されるブランドさつまいも『五島ごと芋』を使用した東武限定のワッフルやソフトパフェ！ 

実演 

五島市【五島ごと】ソフトパフェ 
イートイン 651 円（1 個） 
五島産シルクスイートのソフトクリームに 
「五島ごと芋」の焼き芋（カット）や 
「五島ごと芋」バターのラスク、揚げかん 
ころ餅（紫芋）をトッピングした限定パフェ。 

五島市【五島ごと】焼き芋ソフト 
イートイン 451 円（1 個） 
「五島ごと芋」の焼き芋（カット）と 
五島産シルクスイートのソフトクリームを 
東武限定で販売。 

＊ 

 

＊ 

 

※2 

＊ 
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※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。 
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＊出典：農林水産省 令和 2 年 漁業・養殖業生産統計 
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軽量なお茶碗や多機能な小皿、耐熱、スマート収納できるマグカップなど便利で使い勝手の良い器までご紹介。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「大長崎展」（同時開催「波佐見焼フェア」）概要】 

期     間 ：2023 年 1 月 24(火)～29 日(日) 計６日間    

営業時間 ：午前 10 時～午後 7 時 ※イートインは閉場 30 分前がラストオーダーとなります。 

場     所 ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 (「大長崎展」約 250 坪、〈同時開催「波佐見焼フェア」約 30 坪〉)  

店 舗 数 ：「大長崎展」 54 店舗(初出店 6 店、実演 12 店)〈同時開催「波佐見焼フェア」6 店舗（初出店 3 店舗）〉 

主     催  ：長崎県／一般社団法人 長崎県物産振興協会   後     援 ：一般社団法人 長崎県観光連盟 

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 崎田・清水   直通℡：03-5951-5210 

※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。 ※写真はイメージです。  

◆長崎県産食材を使用した、ご当地名物に注目！ 

佐世保市【バーガーショップ ベルビーチ】 
長崎和牛 100%佐世保バーガー 
1,620 円（1 個） 
長崎和牛 100％のハンバーグは約 200ｇ 
ボリューム満点！オリジナルのデミグラスソース 
と甘マヨネーズの相性バッチリ！ 
 
 

佐世保市【九十九島 海遊】 
長崎和牛ロース＆レモンステーキ弁当 
2,381 円（1 折） 
醤油風味の長崎和牛をレモンの酸味で 
包んだお弁当。佐世保名物のレモン 
ステーキ。 
 

長崎市【長崎中華街 蘇州林】赤足えびと真だこちゃんぽん 

イートイン 1,980 円（1 杯）〈各日販売予定 50 点〉 

長崎県産の天然「赤足えび」に 

真だこ、芳寿豚、竹輪など計 14 品の 

具材が入った東武限定ちゃんぽん！ 

 

◆焼き物の名産地！波佐見町で作られた約 8,000 点の器を展開！使い勝手が良い器に注目！ 

【翔芳窯】 
かどで皿 
（6 色／6.8×6.8×1.4 ㎝） 
各 660 円 
薬味や醤油入れに、箸置きにもなる 
仕切り付きの便利な小皿。 
 

【一誠陶器】 
ブルーメ軽量飯碗（大） 
（径 12×8 ㎝／400 ㎖／160g） 
2,310 円 
形状が同じ従来品よりも 
約 50g 軽いお碗。 
 
 

【藍染窯】スタックス マグカップ 
（6 色／約 12×8×8.5 ㎝／300 ㎖） 
各 1,760 円 
アメリカのヴィンテージマグカップを 
イメージした商品。重なりが良く、 
色々な色を組合わせてスタッキングできるので 
収納性抜群。片手でも持ちやすい設計。 
 

実演 

東武 
限定 

◆五島名物・特産品グルメを 7 店舗にて展開！ 

【西山】OVENWARE マグ 
（径 10×7 ㎝／300ml） 
2,420 円 
家庭用のオーブンや電子レンジ
に対応した耐熱マグカップ。 
レンジ・オーブンからそのまま 
食卓に。 
 
 
 

五島市【三井楽水産】 
五島鬼鯖棒鮨 
3,024 円（1 本／10 貫） 
東シナ海五島の西沖で獲れた
真鯖。半身を二枚重ねた 
「鬼鯖ダブル」。鯖の身が一番
厚い真ん中部分は肉厚で食べ
応えがあります。 

五島市【真鳥餅店】 
かんころ餅 
810 円（290g） 

五島を代表する特産品。 

五島産の良質なさつまいもを 

スライスし、湯がき、天日に 

干した「かんころ」と「お餅」を 

一緒についたものが「かんころ餅」。 

 

 

多機能 耐熱 スタッキング 軽量 

実演 

お食事処 実演 

東武 
限定 



                                  2022 年 12 月 

 

北欧の名作椅子・インテリアアクセサリー・食器 300 点以上を展示 

“織田コレクション”の全貌に迫る初の展覧会 

 

日本橋髙島屋開店 90 年記念 

「ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展」 
 

■ 会期 ： 2023 年 3 月 1 日（水）→ 3 月 21 日（火・祝） 

■ 会場 ： 日本橋髙島屋 S.C 本館 8 階ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北欧の有機的で美しいデザインには暮らしや思想が強く影響しています。北欧では 19 世紀末か

ら「美が人生を豊かにする」という考え方が浸透し、そして現在、サスティナビリティやジェン

ダー平等、多様性を認める社会などの目標を高いレベルで実現しています。 

「美しいデザインとともにある暮らし」―未来を考えるとき、私たちの暮らし方のヒントは北欧

にあるのかもしれません。 

本展は、椅子研究家の織田
お だ

憲嗣
のりつぐ

氏が収集、研究し、北海道東川町が所有する「織田コレクション」

をもとに会場を構成。世界的にも名高い同コレクションの全貌に迫る初の展覧会であり、椅子な

どの家具からインテリアアクセサリーや食器まで幅広く展示します。 

さらに北欧の部屋をリアルに再現し、照明の使い方や窓の役割についてもお伝えするほか、北欧

に暮らす人たちの日常生活を映像でご覧いただきます。 

作品と実際の暮らしを通じて、北欧のデザインがもたらす力に改めて気づかされる展覧会です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 総勢 70 名以上のデザイナーの、300 点以上の作品で北欧デザインを展観 

  椅子などの家具、インテリアアクセサリー、 

食器まで幅広いジャンルを紹介 

写真② ハンス J・ウェグナー《ピーコックチェア》 

    写真③ タピオ・ヴィルカラ《ボッレ》 

     写真④ ビルゲル・カイピアイネン《プレート》 

     写真⑤ イエンス・クイストゴー《トルン》 

 

２ 世界でも希少な作品が見られる！ 

写真⑥ 現存は世界で唯一 ベント・ヴィンゲ《イージーチェア》 

     写真⑦ 世界に 2 点だけ ハンス J・ウェグナー 

《ザ・チェア プロトタイプ》 

     写真⑧ アアルト最初期のモデル アルヴァ・アアルト 

《カンチレヴァーチェア》 

     写真⑨ サヴォイフラワーベースの特大サイズの吹き込み型 

        （高さ１ｍのサヴォイフラワーベースとともに展示します） 

 

３ 日本橋髙島屋開店 90 年記念展示 

日本橋髙島屋は 1933（昭和 8）年 3 月に開店。展覧会会期中に開店から 90 年を迎えます。 

これを記念し、同じ 1933 年にデザインされたコーア・クリントの《デッキチェア》（写真⑩）

《サファリチェア》を、会場入口の 90 年の歴史を感じる大理石の階段に展示します。 

また、同じく 90 周年を迎えるアルヴァ・アアルト《スツール 60》（現行商品）をミニシアタ

ーに展示・設置。実際にお座りいただきながら映像をお楽しみいただけます。 

 

４ 北欧の建材で作る部屋と照明の演出 

北欧の建材メーカーの窓枠、床材を使用してダイニングルーム、リビングルームを作ります。 

そこに織田コレクションの家具を展示し、北欧の照明（現行商品）で演出を行います。 

北欧の名作椅子（現行商品）にお座りいただきながら、部屋と演出をご覧いただけます。 

椅子研究家の織田憲嗣氏が長年かけて収集、研究してきた 20 世紀の

すぐれたデザインの家具と日用品のコレクション。その種類は北欧

を中心とした椅子やテーブルから照明、食器やカトラリー、木製の

おもちゃまで多岐にわたる。さらに写真や図面、文献などの資料を

含め系統立てて集積されており、近代デザイン史の変遷を俯瞰でき

る学術的にも極めて貴重な資料として世界的にも高い評価を得てい

る。北海道の東川町複合交流施設「せんとぴゅあ」にて常設展示。 

 

織田
お だ

憲嗣
のりつぐ

氏（写真①） 

(写真②) (写真③) 

(写真⑥) 

織田コレクションとは？   https://odacollection.jp 

 

見どころ 

https://odacollection.jp/
https://odacollection.jp/


 

 

 

プロローグ どうして北欧に惹かれるんだろう 

 

 

第１章   椅子と生きる ～Chairs for life～ 

      北欧各国の名作椅子を一堂に展示 

       写真⑪ エリック・グンナール・アスプルンド 

《セナラウンジチェア》 

 

 

第２章   デザインの源泉 ～Design beginnings～ 

      北欧の巨匠 10 名を多くの作品を展示して深掘り 

      〔デンマーク〕アルネ・ヤコブセン／フィン・ユール／ 

ハンス J・ウェグナー／ヘニング・コッペル／ 

イエンス・クイストゴー／ポール・ケアホルム 

      〔フィンランド〕アルヴァ・アアルト／カイ・フランク／ 

タピオ・ヴィルカラ／ティモ・サルパネヴァ 

 写真⑫ タピオ・ヴィルカラ《アイスブロック》 

 

 

第 3 章   心の居場所 ～Where the heart is～ 

      北欧の建材で作る部屋に椅子や家具を展示し照明で演出 

        

 

第 4 章   美しい同居人 ～Handsome housewares～ 

      インテリアアクセサリーや食器などアートピースを交えて展観 

写真⑬ カイ・ボイスン《ライオン》 

        写真⑭ ニルス・ランドベリ《チューリップグラス》 

 

 

第 5 章      ていねいに暮らす ～Living mindfully～ 

      北欧の人々の暮らしをオリジナル映像で紹介するミニシアター 

       写真⑮ 本編のイメージカット 

 

 

エピローグ つづく、まわる、北欧の社会 

 

 

 

展示構成 

(写真⑪) 

(写真⑫) 

(写真⑭) 

(写真⑮) 



 

 

＜展 覧 会 名＞ ていねいに美しく暮らす 北欧デザイン展 

 

＜会 場 会 期＞ 日本橋髙島屋 S.C. 本館 8 階ホール 2023 年 3 月 1 日(水)～3 月 21 日(火・祝) 

 

＜ご入場時間＞ 午前 10 時 30 分～午後 7 時（午後 7 時 30 分閉場） 

     ※最終日 3 月 21 日（火・祝）は午後 5 時 30 分まで（午後 6 時閉場） 

 

＜入 場 料＞ 一般 1,000 円（800 円）、大学・高校生 800 円（600 円）、中学生以下無料 

※（  ）内は前売り料金 

 

＜主 催＞ 北欧デザイン展実行委員会 

 

＜後 援＞ スウェーデン大使館／デンマーク大使館／ノルウェー大使館／ 

フィンランド大使館 

 

＜特 別 協 力＞ 織田憲嗣（東海大学名誉教授）／北海道東川町 

 

＜協 力＞ 織田コレクション協力会／旭川家具工業協同組合／アルテック／イッタラ／ 

カール・ハンセン＆サン／スカンジナビアンハウジング／ 

スカンジナビアンリビング／フリッツ・ハンセン／ルイスポールセン／ 

レ・クリント 

 

＜企 画 協 力＞ ジェイアール東海エージェンシー 

 

＜巡 回 予 定＞ ジェイアール名古屋タカシマヤ 10 階特設会場  

2023 年 4 月 20 日（水）→ 5 月 7 日（日） 

        大阪髙島屋 7 階グランドホール 

         2023 年 8 月 9 日（水）→ 8 月 20 日（日） 

 

＜ホームページ URL＞ ※2022 年 12 月 20 日（火）17 時公開予定 

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

 

※都合により、催し内容・会期等が変更または中止になる場合がございます。 

最新の情報は各髙島屋のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

開催概要 

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


 

【広報用画像申請】  

画像申請用 URL https://www.dropbox.com/sh/67trb058qswg2ja/AAAgA6RZvEKti_dQme9wtPFIa?dl=0 

広報用画像をダウンロードのうえ、所定のキャプションを掲載してください。 

1 

 

 

 

2 3 4 5 

6 

 

 

 

7 8 9 10 

11 

 

 

 

12 13 14 15 

 

＜キャプション＞ 

1 東海大学名誉教授・北海道東川町家具デザインアドバイザー 織田憲嗣氏 

2  ハンス J・ウェグナー《ピーコックチェア》 1947 年デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

3 タピオ・ヴィルカラ《ボッレ》 1967 年デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

4 ビルゲル・カイピアイネン《プレート》 1960 年代デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

5 イエンス・クイストゴー《トルン》 1960 年代デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

6 現存は世界で唯一 ベント・ヴィンゲ《イージーチェア》 1958-59 年デザイン 撮影：大塚友記憲 

7 世界に 2 点 ハンス J・ウェグナー《ザ・チェア プロトタイプ》 1949 年デザイン 撮影：大塚友記憲 

8 最初期の作品 アルヴァ・アアルト《カンチレヴァーチェア》 1931-32 年デザイン 撮影：大塚友記憲 

9 サヴォイフラワーベースの特大サイズの吹き込み型  撮影：大塚友記憲 

10 コーア・クリント《デッキチェア》 1933 年デザイン 撮影：大塚友記憲  

11 エリック・グンナール・アスプルンド《セナラウンジチェア》 1925 年デザイン 撮影：大塚友記憲 

12 タピオ・ヴィルカラ《アイスブロック》 1952 年デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

13 カイ・ボイスン《ライオン》 1960 年代デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga 

14 ニルス・ランドベリ《チューリップグラス》 1956 年デザイン 撮影：Kentauros Yasunaga  

15 本編イメージカット  撮影：Maya Matsuura 
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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。 

 

 ２０２３年１月 6日  

 

髙島屋のバレンタインデー 202３ 
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： 2023年 1月 6日（金）午前 10時から 本会期スタート 

 髙島屋各店：  202３年 1月 20日（金）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）  ※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、世界にその名を馳せる巨匠たちの傑作が「アムール・デュ・ショコ

ラ」に結集。伝統ある名門ブランドをはじめ、ワールドクラスで愛されるショコ

ラのご紹介はもちろん、ますます注目が高まっているフードロスや環境・社会

問題などにショコラでアプローチする“おいしくてサステナブルなショコラ”も 

特集。この時期しか入手できない海外ブランドや、髙島屋バイヤーが注目する

ショコラティエの珠玉を一堂にご紹介いたします。 

 

 

【展開商品の一例】 

 ① 日本初上陸！のショコラブランド          

■ 本来の味わいを楽しむヴィーガンショコラ  

2022年にリヨン近郊の町にブティックをオープン。 

名店での修業経験や商品開発に携わった経歴を持つ期待のショコラテ

ィエが日本初上陸。香りはしっかりと、余韻は長く。奥深いヴィーガンシ

ョコラの世界をご堪能ください。 

 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「ファビアン・デアル」  

ヴィーガンショコラ BOX（11種計 12個入）3,996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 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/amour/index.html
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■ 食通が多いレバノン発のチョコレート          

レバノンの首都、ベイルートを拠点とする〈ラ・ロシェ〉が、日本初上陸。 

高品質なチョコレートの製造にこだわり、美食を堪能する現地の人々に愛され

ています。ヘーゼルナッツやピスタチオ、アーモンド等をふんだんに使ったセレ

クションです。 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

「La Roche（ラ・ロシェ）」  

髙島屋セレクトボックス （7種計 7個入）3,024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 

 

 ② 今年ならでは！を意識したショコラのラインアップ      

 

■ チェコ・プラハから上陸したチョコレート！ 

チェコ・プラハ城の麓に 2005年に創業。プラハで親しまれているプルーンを

洋酒漬けしてダークチョコレートに練り込んだボンボンやココナッツを効かせ

たホワイトチョコレートのプラリネなど、お口の中に豊かな風味が広がります。 

髙島屋限定販売／初登場 店頭・WEBにて販売 

「Steiner＆ Kovarik（シュタイナー＆コヴァリク）」 

髙島屋限定ボンボンアソート（4種計 9個入）2,592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 

 

■ 最高品質のカカオを使用した、北イタリア伝統の大粒チョコレート 

ピエモンテ州クーネオを拠点とする、1940 年創業のブランド。ピスタチオ

やヘーゼルナッツのペーストをチョコレートでカバーした北イタリア伝統のク

ネージチョコレートやトリュフをアソートしました。 

髙島屋初登場 店頭・WEBにて販売 

「Bramardi（ブラマルディ）」  

ブラマルディ限定ボックス（6種計 12個入）2,700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 

 

■ ショコラの名手 6人による独創性、技、センスが詰まった豪華共演！ 

世界にその名を馳せる巨匠たちの傑作が、アムール・デュ・ショコラのため

だけに結集したショコラ BOX。 〈ピエール・エルメ・パリ〉、 

〈ジャック・ジュナン〉、〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉、〈ヴァンサン・ヴァレ〉、

〈イヴァン・シュヴァリエ〉、〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉 の 

6ブランドの味が 1度に味わえる、特別なセレクション BOXです。 

「スぺシャルコラボレーション BOX 2023」 （6種計 6個入）3,397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 
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 ③ フードロスや、環境・社会問題にショコラでアプローチ！笑顔になれるサステナブルなショコラ！  

 

■ 「お茶」の“新しい”需要創造と、魅力を発信する、「TeaRoom」とのコラボレートショコラ  

「TeaRoom」とのコラボレートから誕生した、サステナブルでおいしいお茶ショコラ。廃棄されるはずだった

素材を生かしたり、環境に優しい農法で作られた 3種類の茶葉を使用。それぞれのお茶の個性を生かしな

がら、人気ブランドや名パティシエが手掛けた、アムール・デュ・ショコラ限定の味わいをお楽しみいただけま

す。 

 

 

 

 

 

 

ウィスキーを漬け込んだ後、通常廃棄となるウィスキー樽を再利用して茶葉を漬け込み、ウィスキーの香りを

つけた国産の「紅茶」。耕作放棄茶園で本来は廃棄される木質化した茶葉だからこそ、強い焙煎に耐えること

ができ、コーヒーのような香りが特徴の「ほうじ茶」。農薬を使わず自然に配慮した農法で育てた「抹茶」。 

これらを使用し、サステナブルなオリジナルショコラが誕生しました。 （計６ブランド） 

 

 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 ※店頭販売日：2月 1日（水）〜 

国産樽熟成紅茶、有機抹茶、耕作放棄茶園で栽培され本来は廃棄となる

はずだったほうじ茶、を使った 3種のフレーバーを上質で優美な和紙 

「しらみね」のパッケージで。 

「ブルガリ イル・チョコラート」  

髙島屋オリジナル チョコレート フォー サスティナビリティ 

（3種計3個入）4,801円 樽熟成紅茶、有機抹茶、強焙煎ほうじ茶 使用 

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 

 

髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 ※店頭販売日：2月 1日（水）〜 

樽熟成紅茶×ガナッシュ・キャラメル・サブレ、強焙煎ほうじ茶×ガナッ

シュ・バタークリーム・サブレの 2 種を、それぞれショコラでコーティン

グ。茶葉の香りを存分にお楽しみいただける詰め合わせです。 

「モンサンクレール」  

ショコラ・オ・テ・レクタングル（2種計 4本入）3,981円 

樽熟成紅茶、強焙煎ほうじ茶 使用 

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 
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髙島屋限定販売 店頭・WEBにて販売 

樽熟成紅茶と強焙煎ほうじ茶、それぞれの風味を生かした 2種の 

トリュフ。サステナブルであり、おいしさにも妥協なく仕上げたショコ

ラです。 

「トシ・ヨロイヅカ」 Truffe SDGs （2種計 6個入）2,401円 

樽熟成紅茶、強焙煎ほうじ茶 使用 

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 

 

「TeaRoom」について 

日本文化を代表する日本茶は、茶農家の減少や耕作放棄地の増加 

など、世界に誇れる日本文化でありながらも、衰退産業の一途をたど

っています。そうしたなか、日本茶産業・文化の再興に向けて、 

“新しい”茶葉の需要を開拓し、お茶の魅力の発信と、お茶の新しい可

能性を模索しながら需要創造に取組んでいます。 

 

 

■ ガーナのカカオ農家や女性の自立を支援！ 

日本に輸入されているカカオの大半は、地球の裏側のガーナからきてい

ますが、ガーナのカカオ農家の多くは、自分が生産し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〈マーハ チョコレート〉。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ています。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。 

エディブルフラワーは、省エネルギー、省水で栽培し、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」の花を使用しています。 

「MAAHA CHOCOLATE」  店頭・WEBにて販売 

花のチョコレート （9種計 9個入）3,845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 

 

■ もったいない！から生まれた、ベジチョコカレー 

神奈川県のスパイス商「アナン」と、規格外野菜でビン詰めを作る「ファーム

キャニング」、SDGs に取り組む「NAMIMATI」とのコラボレートから生ま

れた、チョコレート入りのカレーペースト。規格外で廃棄される予定だった

野菜を使用し、隠し味に「ＭＡＡＨＡ CHOCOLATE」のチョコレートを入れ

てコクを出した限定商品。本格スパイスカレーを手軽にお楽しみいただけ

ます。 

ベジチョコカレーペースト（約 110g入）1,350円 店頭・WEBにて販売 

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 
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■ パッケージが花瓶としてリユースできるチョコレート 

初登場人気アーティスト“Chocomoo”がチョコレートメーカー〈ゴンチャロフ〉 

とコラボレーション。「捨てないパッケージづくり」をコンセプトに環境配慮素材 

を使ったパッケージは、フラワーベースとして楽しめます。 

「チョコムー×ゴンチャロフ」  店頭・WEBにて販売 

チョコムー×ゴンチャロフ プレーンチョコレート 

（2種計 10個入）972円 

展開店舗：日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・岐阜 

 

 

 ④ この時期ならでは！なかなか手に入らない、髙島屋バイヤーが注目するショコラティエ、厳選ショコラ  

 

■ 職人気質が紡ぐ、優雅な世界。 「ジャック・ジュナン」   

貴重なクルミを使用したプラリネや、風味豊かなハチミツのガナッシュ、パリ本店でも大人気のジャスミン

のプラリネのほか、新作 2 種を含む計 9 種のスペシャルアソート。数々の受賞歴を持つジュナン氏による

渾身のセレクションです。 

「ジャク・ジュナン」  店頭・WEBにて販売 

ボンボンショコラ（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 

  

■ フランスを代表する、一流ショコラティエ  

若くして M.O.F.（フランス国家最優秀職人章）を取得した際に創作したライム入

りのキャラメルや、アトリエ前の庭で採れたハチミツ入りのガナッシュなどが極薄

のチョコレートでコーティングされたドームはパトリック・ロジェ氏の代名詞。 

「パトリック・ロジェ」  店頭・WEBにて販売 

ドームアソート （3種計 9個入）7,992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 

※横浜店の店頭販売はWEB予約のみの受付 

 

■ 新たな感動を生み出す気鋭のブランド 

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

ョコラティエ。ブルターニュ産のバターや生クリームや焙煎士の手がけたクーベル

チュールを使用したショコラは、印象的な余韻を残します。 

「イヴァン・シュヴァリエ」  店頭・WEBにて販売 

ショコラアソート 8P（Rouge）（8種計 8個入）4,320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 
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■ フランス屈指の腕利きショコラティエ 

フランスの人間国宝とも称されるファブリス・ジロット氏。塩バターキャラメ

ルやプラリネを極薄のチョコレートでカバーした「ピュア」は、繊細なショコラ

を作ることで定評のある氏ならでは。人気のプラリネ 8 種を集めた限定ア

ソートもご用意。 

「ファブリス・ジロット」 髙島屋限定販売／初登場 店頭・WEBにて販売 

左） ピュア （2種計約 140g入）5,076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 

右） エクセプション （8種計 16個入）5,616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 

 

 

髙島屋オンラインストア： 202３年 1月 6日（金）午前 10時～2月 9日（木）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/ 

 

以上 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday/


報道関係資料 

2023 年 1 月 18 日 

株式会社小田急百貨店 

国内外のトップブランドがずらり！ 

「ショコラ×ショコラ」を１月 25日から開催 

～ EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では先行で展開中 ～ 

  

昨年の 10 月に新宿西口ハルクにてリニューアルオープンした小田急百貨店新宿店では、１月

25 日（水）～２月 14 日（火）の期間、「ショコラ×ショコラ」を開催します。“幸せのショコラ

めぐり”をテーマに、7 階のイベントスペースを中心に、食料品フロアなどでさまざまなチョコ

レートを展開。7 階の会場では、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

から、ギフトにもおすすめの見た目も楽しめる一品までバラエティ豊かに登場します。また、地

下１階の和洋菓子売場の人気ブランドから登場するこの時期限定のアイテムにも注目です。 

 
＜小田急限定品も！国内外のトップブランドが集合＞ 
 ご自分へのご褒美にもギフトにも人気の高い、王道ブランドを紹介。今年限定の BOX や新作

チョコレートのほか、小田急限定のアソートも登場します。 

①          ②           ③ 

 

 

 

 

 

④          ⑤           ⑥         ⑦ 

 

 

 

 

 

①『ミッシェル・ブラン』シュシュ 2,700 円小田急限定 

フランス・アルビにメゾンを構える天才ショコラティエ「ミッシェル・ブラン」。ベネズエラ産

カカオのショコラやキャラメルのような味わいのバニラのショコラ、南仏マントンのレモンのシ

ョコラなど至福の味わいをご堪能いただけます。 

②『ヴェストリ』選べる！アンティーカ・ジャンドゥイア１ 各 1,944 円 

新作フレーバーのゴールド缶を含む 9 種からお好きなフレーバーを選べます。 

③『Made in ピエール・エルメ』チョコレート 8 種詰合わせ 3,510 円 

ピエール・エルメ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』。シンプルでアート的なイメージを表現した期間限定のネオンパッケージに上質なチョ

コレート 8 種を詰め合わせました。 

④『デルレイ』ダイヤモンド BOX6 個入 3,888 円 

2023 年限定のピンクカラーのダイヤモンド BOX に、口溶けの良いキャラメルガナッシュ入り

のピンクダイヤモンドミルクや、ラズベリージュース＆リキュールを使用したガナッシュ入りの

パープルダイヤモンドダーク、ペルー産カカオのガナッシュ入りのレッドダイヤモンドダーク、

香り高いピスタチオガナッシュ入りのグリーンダイヤモンドミルクなど 6 種のダイヤモンドシ

ョコラを詰め合わせました。 

⑤『ピエール マルコリーニ』コフレ クール９個入り 4,050 円 

今年のバレンタインコレクションのテーマ「Touching hearts」のモチーフが可愛いハート型の

パッケージに、新作のチョコレートをはじめ、定番人気の「クール シリーズ」などを詰め合わ

せた限定アソートメントです。 

⑥『ピエール・ルドン』サンク・エトワール プリュス クール 3,888 円 

心ときめく 5 種類のショコラがアソートされたサンク・エトワールにピエール・ルドン定番の

ハートのショコラをプラスした特別な 2 段ボックス。多彩な輝きを放つ贅沢な一箱です。 



 

⑦『パティスリー・サダハル・アオキ・パリ』AOKI 2023 3,348 円 

新作の「ミルティーユ アールグレイ」「テ ジャスマン」「ミエル シトロン コンフィ」の 3 粒

に、フランスで最も権威あるショコラ品評会にて最高位の受賞歴を持つ「パッション」と「プラ

リネ オレ」の 2 粒と人気フレーバーの「フィグ」を加えた計 6 粒を詰め合わせました。“フル

ーツ”と“お茶”をテーマに、ショコラと素材のマリアージュをご堪能いただけるスペシャルなア

ソートです。 

 

＜ユニークなヴィジュアルや可愛いパッケージに注目！＞ 
 フランスの老舗ブランド『クルイゼル』からはじゃがいもにそっくりなユニークな新作やビー

トル型のチョコレートなど見た目もパッケージも可愛いアイテムを紹介します。 

⑧               ⑨               ⑩          

 

 

 

 

 

⑧『クルイゼル』ポムドテールリュクス 1,836 円 

まるで本物のじゃがいもを再現したようなユーモア溢れるボンボンショコラ。ホワイトチョコレ

ートの中にダークチョコレートの層を重ね、フィリングの中にフィアンティーヌをしのばせたシ

ャリシャリ食感が新鮮な味わいです。 

⑨『Beetle（ビートル）』スイートビートル 2,916 円 

革張りのトランクをイメージしたボックスにミニュチュアのビートル型のチョコレートなどを

詰め合わせました。オレンジのラグトップミニカーが付いています。 

⑩『デメル』ソリッドチョコ猫ラベル ミルク 1,944 円 

ウィーンの老舗洋菓子舗として、世界の人々に愛され続けている「デメル」。猫の舌をモチーフ

にした愛らしいチョコレートはカカオの風味となめらかな口どけが楽しめます。 

 

 
 
 
＜デパ地下の人気ブランドから限定品が登場！＞ 
 地下１階和洋菓子売場では１月 18 日（水）から人気ブランドでこの時期限定のチョコレート

を使ったスイーツが登場しています。 

⑪          ⑫         ⑬         ⑭ 

 

 

 

 

⑪『とらや』羊羹 au ショコラ 1,944 円※限定 220 箱【地下１階和洋菓子売場】 

ほのかにラム酒が香るチョコレート風味の一口サイズ羊羹です。 

⑫『京橋千疋屋』ショコラフレーズ（1 個） 459 円  

【地下１階和洋菓子売場にて１月 20 日（金）から販売】 

スイート&ホワイトチョコをまとった特選・国産苺のスイーツです。 

⑬『ラ・メゾン・デュ・ショコラ』オ クール ドゥ パリ４粒入り 2,484 円【地下１階和洋菓

子売場】 

４種の限定レシピを収めたギフトボックス。2023 年バレンタイン限定パッケージです。 

⑭『ヴィタメール』ショコラ・ルディック（14 個入） 2,700 円【地下１階和洋菓子売場】 

ナッツのプラリネやフルーツのガナッシュの期間限定ショコラを詰合せました。 

 

 



 

＜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「小田急百貨店オンラインショッピング」では、WEB 限定品をはじめ、世界の有名

ショコラティエのチョコレートから和の素材を使用した一品や、可愛いキャラクターモチーフの

アイテムまで、70 ブランド以上のチョコレートを展開中です。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

注文期間：展開中～2 月 8 日（水）9 時まで  

ＵＲＬ：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/valentine   

 

 

 

 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「ショコラ×ショコラ」 

期   間：1 月 25 日（水）～2 月 14 日（火）10 時～20 時 ※2 月 3 日（金）、４日（土）、

10 日（金）、11 日（土・祝）、13 日（月）、14 日（火）は 20 時 30 分まで 

場 所：小田急百貨店新宿店 7 階イベントスペース   

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―５－１（新宿西口ハルク） 

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： 

http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/valentine/index.html?iref=HP_banner_s 

   

 

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・人事部 広報【 松崎・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
http://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/valentine/index.html?iref=HP_banner_s


 

  

 

取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部(広報担当) ０６-６６５５-７０３０ 

2022/12/28 あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

※商品は、なくなり次第終了します。 

1

 

 

 

 

 

 

あべのハルカス近鉄本店では、メイン会場のスタートが在阪百貨店ではトップバッターとなる 2023 年 

１月 18 日（水）から、近鉄のバレンタインフェア「ショコラ コレクション 2023」を開催します。 

「ショコラ コレクション 2023」のメインテーマは「ＬＩＶＥ×ＬＩＮＫ×ＬＯＶＥ！」。今年のバレンタインは、“チョ

コレートを買う”だけでなく、“会場での体験・生産者との繋がり・好きなものをシェア（共有）する喜び”を感

じていただこうと、様々な企画を用意しました。 

「ＬＩＶＥ」では、家で楽しむだけではなく、会場に来ないと体験できない「チョコパフェ博覧会」や会場スイ

ーツなど、その場でＬＩＶＥ感を楽しめる企画を用意しました。 

「ＬＩＮＫ」では、関西の生産者とチョコレートのブランドが繋がり、あべのハルカス近鉄本店オリジナルの

チョコレートを作りました。 

「ＬＯＶＥ」では、初企画として「すける、きもち」を実施します。企画担当者が「バレンタイン会場で、チョコ

レートと一緒に楽しめるアイテムを展開したい」という気持ちから、「透明感のあるアイテム」をテーマに、お

客様と「好きをシェアできる売場」を作り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場でしか味わえないライブ感、会場に来たからこそ楽しめるここだけのチョコレートを取り揃えました。 

初企画！チョコパフェ博覧会 

【期間】１月 18 日（水）～29 日（日） 

期間中入れ替わりながら計 13種類のパフェが登場する初企画。あべのハルカス近鉄本店限定のパフェを

多数展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初企画となるチョコパフェ博覧会や、生産者との繋がりが生み出すオリジナル商品に注目 

バレンタイン ショコラ コレクション 2023 

【今年のテーマ】「ＬＩＶＥ×ＬＩＮＫ×ＬＯＶＥ！」 

＜「ショコラ コレクション 2023」について＞ 

【期   間】2023年１月 18日（水）～２月 14日（火）※前年１月 18日（火）～２月 14日（月） 

【場   所】あべのハルカス近鉄本店ウイング館９階催会場ほか 

【ブランド数】約 140 ブランド ※前年並み （うち、初登場は 25 ブランド） 

「ＬＩＶＥ」会場でしか味わえない、絶品“チョコレートスイーツ” 

＜奈良・今西清兵衛商店＞×＜和歌山・平和酒造＞× 

＜エスクール＞×＜モンプチビアカカオ＞×＜チルコドーロ＞ 

パティシエ・唎酒師として活躍する石川氏が、奈良・和

歌山の日本酒と、大阪の人気チョコレート店、ジェラー

ト店を LINK させたパフェが登場します。チョコレートジ

ェラートの軽やかな甘さと、ほろ酔い気分を味わえる

贅沢な一品。 

＜エスクール＞ 

日本酒とチョコレートの LINK パフェ 

【各日限定数 100】2,530 円 

 近鉄本店 

限定 

 １月 28 日（土） 

29（日） 

 

石川 雅也氏 

 



 

  

 

取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部(広報担当) ０６-６６５５-７０３０ 

2022/12/28 あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

※商品は、なくなり次第終了します。 
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パフェ以外も会場限定スイーツが盛り沢山！ 

クレープやシュークリーム、フォンダンショコラなどパフェ以外の会場限定スイーツも多数登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水 木 金 土 日 月 火 

18 日 19 日 20 日 21 日 22 日 23 日 24 日 

リッチ エクチュア ベルアメール 
ベルアメール

京都別邸 
ジャン＝シャルル・ロシュー 

かわ

いい 
シュー•ア•ラ•クレーム•カプリ SUGiTORA 19

イ ク

時
ジ

の Gohoubi 

 
25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 

  

 
五感 

カカオティエゴ

カン 

セイイチロウ

ニシゾノ 
エスクール 

  

 
d:matcha Kyoto 蜜香屋 

  

通期 １月 18 日（水）～２月 14 日（火） 

＜ゴディバ＞ 

スペシャルクレープ 

生チョコレート １個 1,201 円 

１月 18 日（水）～29（日） 

＜シュー•ア•ラ•クレーム•カプリ＞ 

バレンタイン限定 4 種の 

チョコレート 

シュークリーム BOX！ 

１箱 2,160 円 

※持ち帰り商品です。 

 

＜ラデュレ＞ 

デリス・ショコラ １個 748 円 

１月 30 日（月）～２月 14 日（火） 

 

 

 

＜カカオキャット× 

チョコレートオリジン＞ 

ラバケーキ 

【各日限定数 100】１個 759 円 

 

チョコレートと甘酸っぱいラズベリー

ソースが相性抜群。 

＜エクチュア＞ 

ショコラフランボワーズパフェ

【各日限定数 100】1,760 円 

ショコラの甘さとフランボワーズの 

酸味が合わさり、濃厚ながらも 

ついつい手が伸びる仕上がり。 

＜ジャン＝シャルル・ロシュー＞ 

パルフェ ショコラ 

【各日限定数 100】1,980 円 

 

 １月 18 日（水） 

19（木） 

 

 １月 22 日（日） 

～24（火） 

 

 近鉄本店 

限定 

 近鉄本店 

限定 

 日本 

初登場 

 関西 

初登場 

 近鉄本店 

限定 

 近鉄本店 

限定 

 近鉄本店 

限定 

チョコパフェ博覧会スケジュール 

 関西 

初登場 



 

  

 

取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部(広報担当) ０６-６６５５-７０３０ 

2022/12/28 あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

※商品は、なくなり次第終了します。 
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大阪・奈良・和歌山の生産者と、ショコラトリーや洋菓子メーカーを繋ぎ、近鉄百貨店限定のチョコレート

を作りました。素材と作り手をＬＩＮＫさせるのは、どちらともお付き合いのある百貨店バイヤーだからこそで

きる取り組みです。 

また、フェアスタートまでのワクワク感をお客様と共有するため、当社ウェブサイト内  

「チョコレート準備室」で、チョコレート完成までのストーリーをお知らせしています。 

（ＵＲＬ：https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/202212chocolate_preparation/） 

＜奈良・千代酒造＞×＜東京・メリーチョコレート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜和歌山・かんじゃ山椒園＞×＜兵庫・ナカムラチョコレート＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大阪・タツタジャム＞×＜大阪・エクチュア＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＬＩＮＫ」新しい繋がり、新しいチョコレート（生産者とショコラトリーを繋ぐ） 

和歌山県の特産“ぶどう山椒”と、ショコラトリー

がコラボ。山椒とブルーベリーが２層となったガナ

ッシュは、山椒の実をイメージしグリーンで仕上

げられています。山椒のピリッとした辛味と、ブル

ーベリーの爽やかな酸味が調和し、新しい味覚

が楽しめます。 

＜かんじゃ山椒園×ナカムラチョコレート＞  

近鉄オリジナルセレクション  

６個入 2,668 円 

 

奈良県の酒蔵、千代酒造が、幻の米と呼ば

れる「亀ノ尾」のみ使用し醸造した日本酒“篠

峯”と、洋菓子メーカー“メリーチョコレート”が

コラボ。お米の旨味と上品な余韻を感じる大

人の生チョコレートです。 

＜てとてショコラ＞ 

篠峯 生チョコレート  12 粒入 1,944 円 

大阪府池田市にあるジャム専門店「タツタジャ

ム」が、宮城県産ラズベリーから作った“ラズベ

リージャム”と、大阪のショコラトリーがコラボ。ラ

ズベリーのプチプチとした食感は、とろける口溶

けのチョコレートと相性抜群です。薄くスライスし

たチョコレートにジャムをのせると、よりラズベリ

ーの風味が楽しめます。 

＜エクチュア＞ 

ラ・モット ラズベリー １本 2,376 円 

 近鉄本店 

限定 

 近鉄本店 

限定 

 近鉄本店 

限定 

近鉄本店限定のフレーバー 

https://www.d-kintetsu.co.jp/store/promo/202212chocolate_preparation/
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 「チョコレート」や「バレンタイン」からインスピレーションを受けた、アクセサリーや雑貨などのアイテムを集

めた「すける、きもち」を初企画しました。企画担当者が自分の LOVEなものを紹介し、お客様と「ときめく気

持ちをシェアできる売場」を作り上げました。 

【期間】１月 18 日（水）→29日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●あべのハルカス近鉄本店初登場のブランド！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴーダチーズパウダーを練り込んだラングドシャで、 

クリームとチーズ味のチョコを包みました。 

＜ニューヨークパーフェクトチーズ＞ 

ニューヨークパーフェクトチーズ 12 個入 1,750 円 

「ＬＯＶＥ」バレンタインを彩るアイテムに“ときめき”を 

世界で活躍するショコラトリー「ナカムラチョコレート」の「近鉄オリジナルセレクション」をモチ

ーフにしたアクセサリーを、あべのハルカス近鉄本店限定で販売します。一つ一つ手作業

で作られ、透明感と流動的な曲線を表現した「身につける現代アート」のような作品です。 

 

＜井上 枝利奈＞※１月 25 日（水）～29 日（日） 

左：チョコレートのためのドームセット 16,500 円 

右：チョコレートのためのプレート   9,900 円 

 

 

＜atelier kaka＞ 

苺のフリルケーキキャンドル １個 3,850 円 

※１月 25 日（水）～29 日（日） 

その他、あべのハルカス近鉄本店初登場チョコなどに注目！ 

いちごや柚子など、６種類の香りと味が楽しめ

る花びら型チョコレートが登場します。 

＜ショウダイ ビオ ナチュール＞ 

コフレクールルージュ １缶 4,900 円 

左＜Dr.JimmY＞ 

※１月 18 日（水）～24 日（火） 

アクリルアクセサリー 4,620 円～ 

右＜SUIM GLASS＞ 

flavor（ピアス or イヤリング） 

10,120 円 

 

 近鉄本店 

限定 

＜かんじゃ山椒園×ナカムラチョコレート＞ 

近鉄オリジナルセレクション ６個入 2,668 円  

 近鉄本店 

限定 

【期間】 

２月 1 日（水）～14（火） 

【場所】 

タワー館地下１階 

イベントスペース 



 

  

 

取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部(広報担当) ０６-６６５５-７０３０ 
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●株式会社ロッテより、ロッテグループ公式オンラインモール限定品５点を 

特別に会場で販売します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大手チョコレートメーカーとコラボした近鉄百貨店限定商品にも注目！ 

※近鉄百貨店 各店でも、一部商品の取り扱いがございます。詳細は HP をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チョコレートブランド「コディバ」と和菓子ブランド

「鶴屋吉信」がコラボした商品を、当社で先行販

売します。ほろりとほぐれる繊細な村雨に、しっ

とり濃厚なチョコレート餡が包まれています。 

＜ゴディバ｜鶴屋吉信＞ 

京観世チョコレート １個 648 円など 

“木内酒造”が作る柑橘系の香り、和風スパイスの

風味を持つ国産クラフトジン「日の丸ジン蔵風土」

を使ったボンボンチョコレート。 

＜ゴンチャロフ＞ 

日の丸ジン蔵風土 ボンボンチョコレート  

５個入 810 円 

 

東京・吉祥寺に本店を構える「カレルチャペック

紅茶店」と、「モロゾフ」がコラボ。スリランカ産

“ルフナ茶”の上品な香りとまろやかさがチョコレ

ートの味を引き立てます。 

＜カレルチャペック紅茶店×モロゾフ＞ 

カレルチャペック紅茶チョコレート  

１個 648 円 

人気キャラクター「ムーミン」のお尻が描かれたふ

わふわ生地のポーチが近鉄百貨店限定カラーで

登場。中にはムーミンの形をしたハイミルクチョコ

レートが入っています。 

＜ムーミン×メリーチョコレート＞ 

まんまるおしりポーチ １個 1,375 円 

＜ゴディバ＞ ＜ゴンチャロフ＞ 

＜モロゾフ＞ ＜メリーチョコレート＞ 

左：濃厚テリーヌ生地にとじ込めた、華やかなラムの

香りとレーズンの味わいが楽しめます。 

＜ロッテ＞ラミーテリーヌ〈ホワイト〉  

１個 3,240 円 

右：「厚岸シングルモルトジャパニーズウイスキー 

大雪」を使用したミルクチョコレート。 

＜ロッテ＞YOIYO〈厚岸蒸溜所〉  

ウイスキー大雪 10 粒入 627 円 



２０２３年１月１３日
報道関係者各位

近畿日本鉄道株式会社
近鉄不動産株式会社
株式会社近鉄百貨店

近畿日本鉄道株式会社（以下「近鉄」）と近鉄不動産株式会社（以下「近鉄不動産」）、株式会社近鉄
百貨店（以下「近鉄百貨店」）は、２０２２年７月１日（金）から、近鉄不動産が運営する「近鉄ふぁーむ
花吉野」（所在地：奈良県吉野郡大淀町）で生産した新鮮な野菜を、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店内
の「ハルチカマルシェ」で収穫当日に販売することを目的として、大阪阿部野橋駅～吉野駅間を結ぶ近鉄特
急「さくらライナー」にて輸送する貨客混載輸送の実証実験を行ってまいりました。
貨客混載輸送により、これまでは翌日配送であったところ、輸送時間を短縮することが可能になり新鮮な

朝採れ野菜を、収穫当日、お客さまにお届けできるようになりました。
朝採れ野菜の販売状況は、連日完売と好調で、お客さまからは「新鮮で美味しい」とご好評をいただいて

います。商品をスムーズに輸送できることが確認できましたので、近鉄と近鉄不動産間で貨客混載輸送に関
する契約を締結し、２０２３年１月２日（月）から本格運用を開始いたしました。

近鉄、近鉄不動産および近鉄百貨店は、今回の取り組みにより新鮮な朝採れ野菜を、環境に配慮した輸送
方法によりお客様にお届けし、今後もグループの連携を強化してまいります。

詳細は別紙のとおりです。

１

「さくらライナー」での朝採れ野菜の貨客混載輸送の本格運用を開始しました！

～「近鉄ふぁーむ 花吉野」で生産された新鮮な野菜を、収穫当日に「ハルチカマルシェ」にて販売いたします～

NEWS RELEASE

「さくらライナー」での貨客混載輸送と「ハルチカマルシェ」での販売の様子（イメージ）



【事業内容】
１．概要

近鉄不動産が運営する「近鉄ふぁーむ花吉野」で生産された、新鮮なミディトマトやフリルレタス等の
野菜を近鉄特急「さくらライナー」で輸送し、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店の「ハルチカマルシェ」
にて収穫当日に販売する、近鉄グループ３社が連携した取り組みです。

２．輸送フロー

別紙

２

３．輸送・販売商品
ミディトマト、フリルレタス等の野菜 [ミディトマト２５袋/日、フリルレタス３０袋/日 等]
※収穫状況によって品種および数量が変動する場合があります。

４．販売店舗名・場所
「ハルチカマルシェ」（近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店ウイング館地下２階）

５．期待される効果
本取り組みにより、以下のような効果を期待します。

近鉄 旅客鉄道ネットワークを活用した貨客混載輸送の提供による、新たな輸送需要の
掘り起こし。

近鉄不動産 鉄道輸送を利用することで、輸送時間を短縮でき新鮮な野菜を届けることができる。

近鉄百貨店 「収穫当日の野菜」という付加価値のある商品を販売できる。

お客さま 沿線地域で生産された新鮮な野菜をご購入いただける。

SDGｓ ・モーダルシフトによるドライバー不足の解消
（８．働きがいも経済成長も）
・沿線に住む人々に新鮮な農産物を供給
（１１．住み続けられるまちづくりを）
・モーダルシフトによる環境負荷低減
（１３．気候変動に具体的な対策を）

【輸送フロー図（イメージ）】「さくらライナー」で輸送し、収穫から約３時間で店頭へ

近鉄福神駅 大阪阿部野橋駅
「ハルチカマルシェ」

※１．「近鉄ふぁーむ花吉野」から福神駅への輸送は近鉄ふぁーむ花吉野が担当します。

※２．大阪阿部野橋駅からあべのハルカス内への輸送は近鉄百貨店グループの近畿配送サービス(株)が担当します。

※１ ※２

〈出発時間〉
平日 １０時５５分
土・祝日１１時５５分曜日

〈到着時間〉
平日 １１時５１分
土・祝日１２時５１分曜日

「さくらライナー」で輸送

新鮮な
朝採れ野菜を収穫

「近鉄ふぁーむ花吉野」



【参考】
・さくらライナー
南大阪線・吉野線を運転する特急で、桜の名所吉野が
モチーフです。 外観はさくら色を基調にカラーリング。
運転室後部には展望スペースを設置して、お客様に
よりお楽しみいただける車両になっています。
デラックス車両を1編成に1両導入しています。

・近鉄ふぁーむ 花吉野
奈良県大淀町の「近鉄ふぁーむ花吉野」で、植物工場、農業用ハウスを運営しています。
植物工場では、栽培期間中は農薬を一切使わない水耕式システムを採用し、農業用ハウスでは、
水分量をコントロールして糖度を高めたトマトを生産しています。

・ハルチカマルシェ
近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店ウイング館地下２階において、奈良県や三重県など近鉄沿線の
高鮮度の野菜、農産物、加工品約１００種を販売するショップです。
昨年１１月には近鉄百貨店東大阪店に２号店をオープンしました。
宇陀市や松阪市など沿線地域で生産された農産物を直売所から直接仕入れ、収穫から店頭に並ぶま
での時間を短縮することで、より新鮮な状態でお客様にお届けしています。また、「朝採れ野菜販売」
では奈良県で当日の朝に収穫した瑞々しさ抜群の野菜が午後には店頭に並び、購入いただけるほか、
手作りこんにゃくなど生産者こだわりの加工品にも注目です。
「ハルチカマルシェ」では、近鉄百貨店が生産者とお客様とを結ぶネットワークのハブとなり、
沿線ならではのモノをお伝えしていくことにより農村地域の活性化、沿線価値向上を目指します。

・名阪特急「アーバンライナー」を活用した当日配送サービスについて
近鉄では、２０２１年７月１日より福山通運株式会社様との協業により、名阪特急「アーバンライナー」
を活用した法人のお客様向けの貨客混載事業を開始し、大阪市内⇔名古屋市内間相互で軽貨物の
当日配送を実施しています。

以 上

３



〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2023 注⽬の新ブランドや
新作情報

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 2023

■伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

■⼀般会期︓

＜PART1＞2023年1⽉19⽇(⽊)〜25⽇(⽔) ※最終⽇は午後6時終了

＜PART2＞2023年1⽉29⽇(⽇)〜2⽉5⽇(⽇) ※最終⽇は午後6時終了

サロン・デュ・ショコラ2023 情報ページ

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html

※順次情報を更新︕

 

伊勢丹新宿店では、2023年に『〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ』を本館６階 催物場に

て開催いたします。

21回⽬となる今回のテーマは、「LOVEこそPEACEだ︕」。2023年も、PART1とPART2の2部構成での開催とな

ります。

〈PART１〉TASTE OF CACAO 〜広がる、楽しむ、カカオの世界〜

⼀般会期︓2023年1⽉19⽇(⽊)〜25⽇(⽔) ※最終⽇午後6時終了

2022年12⽉14⽇ 11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

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

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%EF%BD%9E%E3%83%91%E3%83%AA%E7%99%BA%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A5%AD%E5%85%B8%EF%BD%9E%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%A9%202023%E3%80%80%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%84%E6%96%B0%E4%BD%9C%E6%83%85%E5%A0%B1&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html&via=PRTIMES_JP
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1495958567142613&display=popup&href=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=2393
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/technology/
https://prtimes.jp/mobile/
https://prtimes.jp/app/
https://prtimes.jp/entertainment/
https://prtimes.jp/beauty/
https://prtimes.jp/fashion/
https://prtimes.jp/lifestyle/
https://prtimes.jp/business/
https://prtimes.jp/gourmet/


■〜カカオ産地の個性が感じられるカカオ原産国発のビーン トゥ バー〜

〈Mission Chocolate/ミッション チョコレート（ブラジル）〉※初登場

2013年に創業したブラジル発のブランド。「他には存在しないチョコレートを作ること」にフォーカスを当て、

カカオ農家との直接取引などサステナビリティにも積極的に取り組んでいます。過去５年間に世界的なチョコレー

トの品評会で50以上の賞を受賞。

               トゥーリバース タブレット（1枚） 1,788円

■〜世界に広がり、個性豊かになるビーン トゥ バー〜

〈FOSSA CHOCOLATE/フォッサ チョコレート（シンガポール）〉

ジェイ、チャリス、イリナの3⼈で⽴ち上げたビーン トゥ バーブランド。初めて⾷べて感銘を受けたカカオの国

＝マダガスカルに⽣息する動物の名前をブランド名に。シンガポールのティーブランドとコラボしたお茶シリーズ

など独⾃の世界観をもつ多彩なチョコレートを⽣み出しています。

               サテソース（１枚）2,160円

■広がるカカオの世界〜カカオの個性を様々な形で広げるつくり⼿たち〜

〈LE CHOCOLAT DE H / ル ショコラ ドゥ アッシュ(⽇本)〉

世界中のカカオの⾹りや味わいを⽇本の素材、⽂化と融合させ⼀粒のショコラに込め世界に発信するショコラトリ

ー。2022年にペルーでカカオの⾃社農園を取得し、ファーム トゥ バーのチョコレート作りを本格化。サロン・デ

ュ・ショコラ限定のプチガトーが登場予定です。



                プチガト―アソート（３個⼊）2,401円

〈PART２〉THE ARTISANS 〜最⾼峰ショコラティエの技〜

 ⼀般会期︓2023年1⽉29⽇(⽇)〜2⽉5⽇(⽇) ※最終⽇午後6時終了

■サロン・デュ・ショコラ限定セレクションボックス

ひと粒のショコラにショコラティエたちのテーマに基づく熱い「想い」が込められたサロン・デュ・ショコラ限定

の贅沢なアソートボックス。今年は4種類ご⽤意しました。三越伊勢丹オンラインストアと会場〈PART2〉で販売

します。※ワールド チョコレートマスターズBOXは、会場〈PART2〉のみの販売となります。

 

「Ensemble アンサンブル 〜ともに〜」

いまの時代だからこそ、未来に向けて

共に進んでいきたいヒトへの想い。

（16個⼊:16ブランドから各1個） 9,072円 

 

  

 

「Ma ville マ ヴィル 〜地と⽣きる〜」

⼤切にする故郷、地域のエッセンスを感じられる1粒を。

（12個⼊: 12ブランドから各1個） 6,912円

 

 

 「Message  メサージュ 〜想い〜」

１粒のショコラに託される⾔葉。

今だからこそ伝えたい、作り⼿の想い。

（9個⼊:9ブランドから各1個） 5,616円

 



 ワールドチョコレートマスターズBOX2023

2022年10⽉末のパリのサロン・デュ・ショコラで開催され

たチョコレートのコンペティション、ワールドチョコレート

マスターズ。ワールドチョコレートマスターズで存在感を放

つ、歴代⽇本代表シェフ8名による特別なセレクションボッ

クスです。

（8個⼊:8ブランドから各1個） 4,752円

■注⽬の新ブランド︕

〈PATRICK AGNELLET/パトリック・アニヨレ（フランス）〉

チーズ農家に⽣まれ15歳から料理、パティスリーに興味を持つ。フランス南東部のアルプスの街アヌシーに2004

年にお店をオープン。アルバン・ギルメ⽒に師事していた息⼦のルイ⽒含め、家族で⼭や湖、アルプスの⼤⾃然を

背景に美味しいチョコレートやお菓⼦を作っています。⾃ら⼭にはいって摘んできたハーブや花を使⽤したショコ

ラや、アヌシーの歴史をテーマにしたコフレなど地域性が魅⼒です。

(左）ショコラ アソート コレクション モンターニュ（9個⼊） 4,860円、（右）アソート ルフレ ダヌシー（9個

⼊）5,940円

〈AGNÈS & PIERRE/アニエス エ ピエール（フランス）〉

2013年に南フランスのロデーズで店をオープン(夫婦共にショコラティエ)。2018年にC.C.Cのチョコレートアワ

ードを受賞し、2019年からフランスのトップのショコラティエを紹介するC.C.Cガイドブックに掲載されました。

2021年から著名な世界的シェフ、ミシェル・ブラス⽒のためにチョコレートを制作。使⽤する素材の多様性や、

アイディアに幅があるショコラ専⾨店です。

（左）ショコラアソート（9個⼊） 3,672円、（右）コフレ195°（8個＋1枚⼊） 3,888円

〈ALLÉNO & RIVOIRE/アレノ＆リヴォワール（フランス）〉

2022年12⽉にパリ7区にオープンしたショコラトリー。3ツ星スターシェフ、ヤニック・アレノ⽒と、彼のレスト

ランのシェフパティシェ、オレリアン・リヴォワール⽒がタッグを組んでカカオの世界に新⾵を巻き起こしたと話



題。チョコレート職⼈ではない⼆⼈が、これまでに味わったことのないチョコレートと新しい喜びをクリエイトし

ている。

（左）コフレ ドゥ スティック（６個⼊）3,888円、（右）ガナッシュ・エリタージュ（12個⼊）5,184円

 

■ トップシェフの新作

〈Le Bristol Paris/ル ブリストル パリ（フランス）〉

1925年に創業したパリ8区の5ツ星ホテル。グルマンが集うレストラン「エピキュール」は3ツ星を獲得していま

す。ホテル内のショコラ⼯房で⽣み出されるジャケティ⽒のクリエーションは、ホテルならではの多様なエッセン

スとジャケティ⽒の個性が融合しています。

ショコラアソート エピキュール（4個⼊） 3,240円

3ツ星レストラン「エピキュール」のシェフパティシエの⽥中シェ

フとのコラボレーションから⽣まれたアソート。⽥中シェフの繊

細なデセールの中から４種を選び、⼆⼈で意⾒交換を重ねて最終

的に仕上がったスペシャルコラボレーションボックス。

〈PAUL OCCHIPINTI/ポール・オキパンティ（フランス）〉

2019年に20代の若さでMOF取得。南仏のリゾートホテル、オテル・デュ・キャップ エデン=ロックを経て独⽴。

EUのBIO認証を受けた素材や⾃らが惚れ込んだ顔の分かる⽣産者の素材にこだわり、南仏のアトリエでタブレット

チョコレートを⽣産しています。

タブレット プラリネ フランセ アマンド ドゥ プロヴァンス エ ノワゼ

ット デュ ガール 70%（1枚）3,456円

フランス産のヘーゼルナッツとアーモンドを使⽤したプラリネを70％

ダークチョコレートの中に閉じ込めました。



〈Philippe BEL/フィリップ・ベル（フランス）〉

2004年にMOF取得。カカオ⾖の焙煎からチョコレート作りを⾏い、研究熱⼼なシェフとしても知られています。

真⾯⽬でチャーミングな⼈柄にファンも多く、ロングセラー商品も多いショコラティエです。

 

ブッシェ プラリネ（2個⼊）3,672円

⾃家製のシトロンコンフィとカカオニブのヌガティーヌをプラリネの中にイン。ドーム部

分はルビーグレープフルーツ&バラの⾵味。男⼥をイメージしたデザインだとか。

■⽇本ではサロショでしか⾷べられないトップシェフのスイーツ

〈TOURBILLON BY YANN BRYS/トゥルビヨン  バイ ヤン ブリス（フランス）〉

2011年にMOFを取得。パリのダロワイヨや有名ホテルを経て、2018年5⽉、パリ郊外にブティックをオープン。

トゥルビヨンとは「渦巻き」のことで、今や誰もが知る製菓技法。ブリス⽒がMOFの試験など節⽬の度に渦巻きデ

ザインを⽤いたことから名づけられています。2022年にサン＝ルイ島に2号店をオープンしました。

ケーク アプリコ（１個） 4,428円

アプリコット⾵味のアーモンドケークの上に蜂蜜を少し加えたアーモンド

プラリネをオン。

〈Quentin BAILLY/カンタン・バイィ（フランス）〉

フランス北部のリール出⾝。パリでMOFパン職⼈の店や3つ星ホテルで修業。2013年にクープ・デュ・モンドで優

勝を飾り、2017年に満を持してお店をオープン。同年にサロン・デュ・ショコラ パリで新⼈賞、C.C.Cで⾦賞の

快挙。いつも明るくほがらか。地元愛と遊び⼼にあふれたシェフです。

ケーク フランボワーズ （１個） 3,780円

アーモンドのケーキにフランボワーズのシロップ、ヨーグルトのガナッシュ、チョコ

のグラサージュ。

 



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

INFORMATION

■会場開催にさきがけてオンラインストアで販売開始︕

2023年1⽉6⽇(⾦)午前10時よりオンラインストアでの販売をスタートいたします。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f

※オンラインストアの販売⽅法等に変更がございます。 

詳しくはサロン・デュ・ショコラ 2023情報ページをご覧ください。

■会場へのご⼊場について

サロン・デュ・ショコラ2023開催期間中、混雑が予想される⼀部の⽇時・時間帯については、新型コロナウイル

ス感染拡⼤防⽌、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ご⼊場とさせていただきま

す。

 

※⼊場整理券(無料)が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2023 情報ページをご覧ください。

12⽉21⽇(⽔)午前10時公開予定。

 

 

その他の開催店舗の開催情報（すべて⼀般会期）

・丸井今井札幌本店          ︓2023年1⽉27⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⽕）

・仙台三越          ︓2023年1⽉28⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽕）

・ジェイアール京都伊勢丹   ︓2023年1⽉18⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽕）

・広島三越          ︓2023年1⽉28⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽕）

・岩⽥屋本店                     ︓2023年1⽉25⽇（⽔）〜1⽉31⽇（⽕）

※会場の営業時間や取り扱いブランドは店舗により異なります。ご来場前に各店舗HPをご覧ください。

※価格は税込価格です。

※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。

※内容、素材、製造場所、原材料産地、パッケージデザインが変更となる場合がございます。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。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2393&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002393.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f


伊勢丹新宿店のバレンタイン「スイーツコレクション 2023」オンラインストアは1⽉4
⽇(⽔)からスタート︕

スイーツコレクションでしか味わえないチョコレートの様々な楽しみ⽅をご紹介

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4⽇(⽔)午前10時〜2⽉2⽇(⽊)午後6時

URL: http://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10

■伊勢丹新宿店 本館地下1階︓1⽉25⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕)

■伊勢丹新宿店 本館6階 催物場「SWEETS COLLECTION 2023」会期︓2023年2⽉7⽇(⽕)〜2⽉14⽇(⽕)

※本館6階 催物場は最終⽇午後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4⽇(⽔)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400アイテムを販売します。

また2⽉7⽇(⽕)からは本館6階催物場で「SWEETS COLLECTION 2023」を2⽉14⽇(⽕)まで開催。「Life with

Chocolate」をテーマに、チョコレートの幅広い楽しみ⽅をご提案いたします。会場で楽しめるドリンクやパフ

ェ、バリエーション豊かな焼菓⼦など、 カカオの魅⼒を満喫できるラインナップでお届けします。

会場では、すべてのアイテムをローフード製法で仕上げる〈ロースーク〉や、産地や栽培⽅法にこだわってスイー

ツを⽣み出す⻑野の〈トラントロア〉など、⾝体やココロ、社会や環境にも配慮した未来志向のチョコレートや、

⽇本各地の魅⼒や⾷⽂化を再発⾒できるブランドなど約65ブランドが登場。イートインスペースでは、素材にこだ

わる〈クレープリー・イクアリー〉のスイーツコレクション限定クレープをお召し上がりいただけます。

 

注⽬の『SWEETS COLLECTION 2023』会場＆オンライン限定商品
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〈ノルマンディーショコラ〉ボンボンショコラ エクアドルアソート（6個⼊)  2,592円 ※伊勢丹新宿店限定

⾃社焙煎のエクアドル産カカオを使ったビーン トゥボンボン。品種の違うカカオを⾷べくらべできるガナッシュ

３種と、カカオパルプ、バナナ、コーヒーに、ほろ苦いキャラメルを合わせたボンボンショコラ３種のアソートで

す。

 

〈オープナー チョコレート〉かろやかヴィーガンクリームケーキ (２個⼊) 3,541円 ※伊勢丹新宿店限定

低温調理によりカカオ本来の栄養素、⾵味を⽣かしたケーキ。フルーツや⽣ナッツがたくさん詰まったカッサータ



と、⼝当り濃厚でも後味はまろやかな新感覚チョコレートケーキをセットにしました。

 

〈ラブ ココア〉

上︓ソルティキャラメルビスケット (175ｇ) 2,808円

下︓ダブルチョコレートビスケット (175ｇ) 2,808円 ※ともに伊勢丹新宿店限定

英国らしいバターたっぷりのビスケットをクリーミーでなめらかなミルクチョコレートでコーティングしました。

⾷べごたえ抜群なお品物です。

 



〈ロースーク〉ローガナッシュサンド (５個⼊) 3,780円 ※伊勢丹新宿店限定

すべてのアイテムをローフード製法で仕上げる〈ロースーク〉。ローカカオたっぷり使ったガナッシュをロークッ

キーでサンドしたガナッシュサンドは、ビーツやターメリックで⾊とりどりに仕上げました。

 

〈イマリブ チョコレート〉

左上︓オハナデコラン ザクロ (１枚) 1,350円 

中央︓ヴィーガンミルクティー (１枚) 1,296円  

右下︓オハナデコラン ヴィーガンキャラメル (１枚) 1,350円 ※全て伊勢丹新宿店限定

アメリカ・USDA認定のローカカオを使⽤し、⾮加熱（48℃以下）で処理することで、素材の味や栄養素を⽣かし

たローチョコレート。今年の新作は、動物性の乳を使⽤せず味を表現したヴィーガンミルクティーとヴィーガンキ

ャラメルです。

 



  〈ショコラトリー ア．コワリ〉ボンボンショコラアソート2023 (６個⼊) 3,240 円 ※伊勢丹新宿店限定

島根県松江市のショコラ専⾨店。同じく島根県で活動する〈ラ・ショコラトリ・ナナイロ〉の「ベネズエラ70%」

と「バリ島65%」のチョコレートを使⽤したボンボンは、産地の違うカカオ⾖の個性と、シェフが吟味した素材と

のマリアージュが楽しめます。

 

チョコレートの楽しみを広げる、ショコラティエのクリエーション

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉サブレ ロン ピスターシュ (10枚⼊) 2,290円 ※伊勢丹新宿店限定

イタリア産ピスタチオペーストとミルクチョコレートの上品な⾵味。バターがふわりと⾹る、軽やかな⾷感のサブ

レです。

 



 

 

 

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉エクレール ショコラ (１個) 702円

※各⽇午前11時30分からの販売 

外はカリッ、中はモチッとしたシュー⽣地に、濃厚なダークチョコレートのクリームをたっぷり加えました。

とろける⾷感をお楽しみください。

 

 

 

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉フルール マルグリート (3個⼊) 1,944円 ※伊勢丹新宿店限定

お花型のフィナンシェ⽣地に、ガナッシュクリームを合わせたプチガト―。ショコラ、ショコラ・フランボワー



ズ、ショコラ・ピスターシュの３種類の味が楽しめます。

 

会場でしか味わえないイートイン

 

〈クレープリー・イクアリー〉チョコバナナのホットクレープ (1個) 2,145円 各⽇120点限り 

※伊勢丹新宿店限定

素材にこだわる〈クレープリー・イクアリー〉が、和歌⼭県〈こくぼ農園〉のバナナとチョコレートを合わせてつ

くったホットクレープ。お店では午前中限定で販売されている⼈気商品のチョコバナナを、伊勢丹新宿店限定バー

ジョンにて販売します。



〈アーン チャイ アンドティー〉

左︓モモラズベリージグリーティ（1杯）1,201円

右︓アマゾンカカオニブジグリーティ（１杯）1,201円 ※ともに伊勢丹新宿店限定

オリジナルのブレンドティーや、チャイを楽しむことができる恵⽐寿の⼈気店。桃とラズベリーのフローズンにア

ッサムのジュレとホワイトチョコレートを合わせた「モモラズベリージグリーティ」と〈アマゾンカカオ〉のニブ

をたっぷり使った⾵味豊かなチョコレートフローズンに、ほうじ茶ジュレを合わせた「アマゾンカカオニブジグリ

ーティ」。



〈トラントロア〉

左上︓カカオを丸ごと感じるパフェ (1⼈前) 2,310円

右︓〈ダモンデファーム〉さんの柑橘とショコラのパフェ (1⼈前) 2,310円

左︓信州ボンボンショコラ6種類アソート (６個⼊) 2,592円 ※すべて伊勢丹新宿店限定

素材の産地や栽培⽅法にこだわってスイーツを⽣み出す⻑野の〈トラントロア〉。〈アマゾンカカオ〉のジェラー

トにカカオの果⾁（カカオパルプ）と外⽪（カカオハスク）を使ったソルベを合わせたパフェ（写真上）、旬の柑

橘と、〈カカオハンターズ〉のショコラジェラート・バニラジェラートなどを合わせたパフェがおすすめです。

 

本館地下1階も要チェック︕⼈気ブランドのおすすめアイテム

 〈ピエール・エルメ・パリ〉アソリュティマン ド バー ショコラテ（５本⼊） 3,024 円 ※伊勢丹新宿店限定

〈ピエール・エルメ・パリ〉から、リッチでスタイリッシュなチョコレートバーが登場。⼀度⾷べ出した

らやめられない、軽やかな⻭ごたえ。

 



 〈オーブン・ニューヨーク〉OVEN.Y.チョコレートベイクグッズ（９種11個⼊）3,001円 ※伊勢丹新宿店限定

チョコレート⽣地にガナッシュクリームを⼊れた、ケーキのような奥深さのタイガーチョコレートをはじめ、9 つ

の味が楽しめるボリューム満点のセット。

 

〈ポモロジー〉クッキーボックス ショコラ（27個⼊）1,944円 ※伊勢丹新宿店限定

ラズベリー×ピスタチオのチョコレートと、ココアクッキー、オレンジショコラクッキーを詰め合わせに。フルー

ツとショコラを楽しむ限定ボックスです。

 



オンラインも要チェック︕オンライン限定商品

〈カフェタナカ〉ビジュー・ド・ショコラテ ヴェルジェ クレール (140g) 4,050円

巨峰や紅の夢(リンゴ)のセミドライフルーツやコーヒー⾖のチョコレートがけが⼊った⾒た⽬も華やかなショコラ

⽸。⼈気のクッキーとボンボンショコラも⼊っています。

 

〈フキアージュ〉フィナンシェクラフトショコラ (3個⼊) 1,280円

代々⽊上原にある〈Minimal〉のビーン トゥー バーチョコレートを使⽤したフィナンシェショコラ。少し粗さの



メディアユーザー新規登録 メディアユーザーログイン

残るチョコレートの味わいや⾹りを⽣かしつつ、シシリー産のアーモンドのコクや発酵バターの⾹りも纏わせたバ

ランスの良い焼き菓⼦。

 

パーソナリティは声優 ⻄⼭宏太朗さん「三越伊勢丹ラジオショコラ2023」配信期間 ︓〜2⽉14⽇（⽕）

⼈気声優 ⻄⼭宏太朗さんをパーソナリティに迎えた三越伊勢丹ラジオショコラが３回⽬

を迎えます。

サロン・デュ・ショコラや伊勢丹新宿店、⽇本橋三越本店、銀座三越のスイーツコレク

ションの情報を中⼼にバイヤーやショコラティエと⻄⼭さんがチョコレートの魅⼒を伝

える、ここでしか聴けない期間限定YouTubeラジオ番組です。（全８回公開）リスナー

からのお便りにお答えしたり、抽選によるプレゼント企画、店舗との連動企画など盛り

だくさんでお届けいたします。

★伊勢丹新宿店で開催の「スイーツコレクション 2023」に関する放送は1⽉4⽇(⽔)/2⽉6⽇(⽉)予定です。

                                             

▼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

※詳細は「三越伊勢丹オンラインストア」三越伊勢丹ラジオショコラ公式サイトをご覧くださ

い。

 

伊勢丹のバレンタイン「スイーツコレクション 2023」開催概要

■オンラインストア会期︓1⽉4⽇(⽔)午前10時〜2⽉2⽇(⽊)午後6時

URL: http://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10

■伊勢丹新宿店 本館地下1階︓1⽉25⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕)

■伊勢丹新宿店 本館6階 催物場「SWEETS COLLECTION 2023」会期︓2023年2⽉7⽇(⽕)〜2⽉14⽇(⽕)

※本館6階 催物場は最終⽇午後6時終了

※価格はすべて税込です。

※⾷品は標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

※混雑状況によりお⼀⼈さまのお買いあげいただける点数を限らせていただく場合がございます。予めご了承くだ

さい。

※品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※イベント内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。予めご了承ください。

※諸般の事情により、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。

◎ 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=2407&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002407.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/radiochocolat_sp
http://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/valentine_10


もうすぐバレンタイン︕和洋折衷の進化系スイーツからコレクター必⾒のかわいいパッ
ケージ＆⽸菓⼦まで⼤集合。⽇本最⼤級の和洋スイーツの祭典スイーツコレクション×あ
んこ博覧会®が⽇本橋三越本店で開催。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

イベント︓スイーツコレクション×あんこ博覧会® 会期:2023年2⽉1⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕)※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 三越伊勢丹オンラインストア:1⽉4⽇(⽔)〜2⽉2⽇(⽊)

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50

⽇本橋三越本店では2⽉1⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕)本館7階 催物会場にてスイーツコレクション×あんこ博覧会®を開

催いたします。今年のテーマは“Sweets Parade♪〜スイーツパレード〜”スイーツの本格的なおいしさをご紹介い

たします。スイーツコレクションでは本格派のチョコレートから思わず集めたくなるようなパッケージ＆⽸菓⼦を

ラインナップします。あんこ博覧会®では旬のいちごに注⽬し、⽼舗和菓⼦店が⼿掛ける和の中にも洋を感じる進

化系スイーツや⽇本橋三越本店だけの限定スイーツを展開します。スイーツコレクションでは全64ショップ、あん

こ博覧会®では全27ショップ(会期中の⼊れ替え含む)が登場します。バレンタインギフトとしてのスイーツだけで

はなく、マニアも注⽬する和や洋の垣根を超えたスイーツを提案します。

今年のあんこ博覧会®は旬のいちごとコラボレーション︕⽼舗から新進気鋭の和菓⼦店まで王道のあんこス
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イーツや進化系あんこスイーツも登場します。

〈森⼋〉いちごとアン 540円

1625年創業の歴史ある⽯川県の和菓⼦店〈森⼋〉。⾹り豊かないちごに能登の粗塩を加えた⽩⼩⾖を⽤いたこし

餡を重ね、宝達葛のくずきりと桜もちで包みました。

〈富久屋〉いちごモンブラン苺⼤福 864円

明治45年創業、埼⽟県の和菓⼦店。こだわりぬいた素材を使⽤することを⼼掛けています。2Lサイズのインパク



トあるいちごが⼊った⼤福にモンブランをたっぷり絞りました。

〈信州 ⾥の菓⼯房〉信州伊那栗の苺モンブラン 540円

いちご果汁と信州伊那栗を合わせたモンブランペーストをアーモンドが⼊ったスポンジと⽣クリームの上にたっぷ

り絞り、フリーズドライのいちごとピスタチオをトッピング。

〈ティエリー マルクス ラ ブーランジェリー〉苺とあんのクロワッサン・ア・ラ・クレーム 594円※2⽉8⽇

(⽔)〜14⽇(⽕)



北海道産⼩⾖のつぶ餡、フレッシュいちご、那須御養卵でつくったカスタードクリームをクロワッサンにたっぷり

サンド。

〈⼜⼀庵〉あん⽣どらやき いちごクリーム451円※2⽉1⽇(⽔)〜2⽉7⽇(⽕)

明治4年に静岡県で創業。伝統のお菓⼦作りを守りつつ⼤胆にクリームを使⽤した⽣どらやきが登場。メレンゲと

しろ餡を合わせ、ドライいちごを加えた特製クリームと⼩倉餡の相性抜群のケーキのような⽣どらやき。

 

トップシェフたちがボンボンショコラに熟練の技込めた⼀粒。和のフレーバーのショコラやはちみつを使⽤

したフランスの職⼈技が光る⽇本橋三越本店の限定品も登場します。

 



〈ショコラティエ川路〉和ショコラ9粒⼊3,510円

葛飾北斎の浮世絵や縁起の良い伝統の吉祥⽂様など⽇本の伝統⽂化を描いた和ショコラが特徴的。今回は⼣⽇をイ

メージしたデザインに、⿅児島産のさつま芋と焼酎の2層仕⽴のショコラが⼊った⽇本橋三越本店限定のボックス

が登場します。

〈パスカル・ル・ガック〉ボンボン ショコラ6個⼊ 2,808円

パスカル・ル・ガックのブランドロゴマークがデザインされた「ビターガナッシュナチュール」をはじめ、「フラ



ンボワーズ」、「ライム」、「プラリネ グリュエと塩」、「カフェオレ」など定番の５種と⽇本橋三越本店限定

の「はちみつ」の詰め合わされたコフレです。

思わず集めたくなるようなレトロ柄やカラフルなかわいい⽸＆パッケージが⼤集合

〈プレスタ〉KUTANI陶箱ピンクシャンパントリュフ ⼿前:梅 中:⽯畳 奥:葵 各7,700円※数に限りがござ

います

英国王室御⽤達ブランド〈プレスタ〉の⼈気のピンクシャンパントリュフを世界に誇る⽇本の陶芸「九⾕焼」の陶

箱に。歴史ある英国のチョコレートと伝統ある⽇本の美が融合した⽇本橋三越本店の限定商品。



〈ケイタマルヤマ〉詰め合わせクッキー⽸(フォーエバー「K」) 4,860円

ブランドオリジナルの新柄クッキー⽸。料理家の渡辺千尋⽒監修のバレンタイン仕様のハート型クッキー4種と⿃

型クッキー1種が⼊っている。⽇本橋三越本店にてオンラインストア販売期間中先⾏販売商品。

 

〈メリーチョコレート はじけるキャンディーチョコレート。〉アソートメント⽸ 1,944円

メロンクリームソーダやいちごソーダなど「はじけるキャンディインチョコレート」6種のアソートをレトロな⽸

に集めました。



〈鎌倉紅⾕〉クルミッ⼦10個⼊り(⽸)三越限定デザイン 2,268円※数に限りがございます

4⽉に迎える三越創業350周年を記念し〈鎌倉紅⾕〉のシンボルキャラクターリスくんと三越のシンボルライオン

像が描かれたコラボ⽸に⼊ったクルミッ⼦が登場。

実演スイーツ＆イートイン

【実演】〈和栗菓⼦ kiito〉カカオ⾹るモンブラン 結 2,101円

京都の「和栗専⾨ 紗織」と創業200年、熱海⼀の⽼舗である「古屋旅館」との共同プロデュース店。熊本県産和栗



を贅沢に使ったモンブランクリームと仕上げに薫り⾼いカカオニブをトッピング。中にはチョコレートでコーティ

ングしたメレンゲに濃厚なチョコレートテリーヌとマロンクリームがたっぷり。

 

【イートイン】〈鎌倉紅⾕〉フレーズ オモニエール〜Fraise Aumônière〜(いちご⼤福とどら焼きのマリアージ

ュ) 1,430円

バジル⾵味のいちごジャムで仕⽴てた⼤福と、粒餡を合わせ、オレンジリキュール⾵味の⽣クリームやいちご、ホ

ワイトチョコレートを添えました。「クルミッ⼦のキャラメルソース」と⼀緒にお召し上がりください。

 



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

もっと⾒る

【イートイン】〈鎌倉紅⾕〉⼤⼈の爽やかいちごパフェ 1,540円

ソーヴィニヨン・ブラン種のぶどうのジュレに浮かんだいちごが美しい⼤⼈パフェ。レモンクリームアイスといち

ごのシャーベットのすっきりとした酸味の中に⾹るローズマリーいちごジャム。温州みかん仕⽴ての餡がほろ酔い

⽢味のアクセント。

 

◎ 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 >  もうすぐバレンタイン︕和洋折衷の進化系スイーツからコレクター必⾒のかわい

いパッケージ＆⽸菓⼦まで⼤集合。⽇本最⼤級の和洋スイーツの祭典スイーツコレクション×あんこ博覧会®が⽇本橋三越本店で開催。

イベント

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア ⾷品・お菓⼦

バレンタイン チョコレート あんこ 三越 イベント あんぱく スイーツ いちご ⽸菓⼦

このプレスリリースをシェアする

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。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース
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「Season of Love」あふれる“愛”に向けて贈るチョコレートスイーツ。銀座三越であ
なたの“愛”を探してみませんか

2⽉の恒例イベント「銀座スイー ツコレクション 2023」、スイコレ。2023年1⽉26⽇(⽊)から 2⽉14
⽇(⽕)まで開催の銀座三越 新館7階 催物会場を中⼼に各会場で様々なイベントを⾏います。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

今年のテーマ「Season of Love」。チョコレートやスイーツへの愛、ご友⼈やご家族、 パートナーの⽅へ贈る愛、ご褒

美としてご⾃分へ贈る愛、パティシエやショコラティエがスイーツへ込める愛。たくさんの愛にあふれる季節にふさわしい

スイーツの数々をご紹介いたします。銀座三越限定品を始め、数多くのチョコレート＆チョコレートを使ったスイーツを集

めました。

■銀座三越 新館7階 催物会場【⼀般会期】1⽉26⽇(⽊)〜2⽉14⽇(⽕) ※最終⽇午後6時終了 

※1⽉25⽇(⽔) は、エムアイカード会員さま 特別ご招待⽇となります。

■本館7階 銀座シャンデリアスカイ 1⽉18⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕) ※最終⽇午後6時終了 

■新館9階 テラスルーム 1⽉25⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕) ※最終⽇午後6時終了 ※ラストオーダー 各⽇終了30分前

まで

■本館地下2階 ギンザスイーツパークⅠ・Ⅱ・Ⅲ 1⽉25⽇(⽔)〜2⽉14⽇(⽕) 

2023年1⽉4⽇ 10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

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
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■本館地下2階 GINZA ステージ 2⽉4⽇(⼟)〜2⽉14⽇(⽕) 

※「銀座スイーツコレクション 2023」サイト URL︓https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/swee

ts_collection_51

⼀部商品は、三越伊勢丹オンラインで購⼊できます。1⽉4⽇(⽔)午前10時頃〜2⽉2⽇(⽊)午後6時まで ※商品に

よって販売期間・お届け時期が異なります。

※三越伊勢丹 バレンタイン2023 オンラインストア URL︓https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f

3/valentine_sp

銀座三越 おすすめチョコレート

「たくさんありすぎて、どのチョコレートを選んだらいいか迷ってしまう。」という⽅に、⼈気ブランドの新作や

銀座三越に初登場のブランドなど、今年のラインナップを代表するおすすめをご紹介します。

◇⾼級感漂う、プレゼントにはこのチョコレート◇

【銀座三越 初出展】

＜ドミニク・ブシェ＞ボンボンショコラ 4,536円(⽇本製/9個⼊)

パリの⾃邸のアパルトマンをイメージして銀座に作られた隠れ家フレンチレストランのシェフ、ドミニク・ブシェ

によるアソートボックス。故郷の素材や想い出の味、オリジナルキュヴェのシャンパンなど、「péché mignon=

⼩さな罪/道楽」を誘う魅惑的な味わいのボンボンショコラを、レストランのアイコンであるバレリーナをあしら

った美しいボックスに詰め合わせました。

■新館7階 催物会場

https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/sweets_collection_51
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/valentine_sp


＜メゾンカカオ＞アロマ⽣トリュフ AMAOU 4,104円(⽇本製/6個⼊)

とろける⼝どけが楽しめるブランドの代名詞「アロマ⽣チョコレート」以上の⽔分量にこだわった、新感覚のトリ

ュフが「アロマ⽣トリュフ」です。パリッと薄いコーティングの中から、濃厚でなめらかなチョコレートがあふれ

出し、チョコレートの「⽣感」「みずみずしさ」をお楽しみいただけます。あまおうは「旅するメゾン」で出会っ

た、福岡の友納農園の⼤粒のあまおうを使⽤。合わせるのはコロンビア産のナチュラルカカオバターを100%使⽤

したホワイトチョコレート。コーティングは味わいを引き締める、華やかなビターチョコレートを薄く纏わせてい

ます。

■新館7階 催物会場

◇キラキラ可愛い、友チョコ＆⾃分へのご褒美チョコレート◇



【銀座三越 初出展】

＜花と酒とチョコレート＞⼄⼥の休息 1,620円(⽇本製/8個⼊) 

こころを満たす、「花」と「酒」と「チョコレート」。ピンクの花に⾚い果実、⾚ワイン。スイートな⼄⼥の世界

で、⾃分をとびきり⽢やかしたい時にぴったりなひと箱です。ローズやスイートピーのフラワーカクテルをイメー

ジした華やかな味わいと、キルシュや⽢⼝の⾚ワイン、あまおう苺など、さまざまなチョコレートを詰め合わせま

した。

■新館7階 催物会場



＜ショウダイ ビオ ナチュール＞ペタル カメリア 4,301円(⽇本製/120ｇ⼊)

寒い冬に麗しく咲き、春への希望を与えてくれる、椿の花びらをイメージしたバレンタイン新作のショコラ。濃

紅、薄紅、⽩、⻩、どの⾊の椿も、その花⾔葉が例えるのは、控えめな愛や美しさです。

■新館7階 催物会場

◇チョコレートだけじゃない、“あんこ”とのマリアージュ◇

【銀座三越 初出展】

＜UNFINI(アンフィニ)＞あんショコラテリーヌ 3,240円(⽇本製/1本)

＜アンフィニ＞は、⾦沢で390年続く和菓⼦店「森⼋」が⼿がけるショコラトリー。能登⼤納⾔⼩⾖を⽤いた「森

⼋」⾃家製の漉しあんと⽯川県産の⽇本酒、フランス製のチョコレートを練り込んだテリーヌの中に、ホワイトチ

ョコレートを閉じ込めました。チョコレートの華やかな味わいの後に、あんこの優しい⾵味が広がります。

■新館7階 催物会場

銀座三越でしか買えない︕限定品



【銀座三越限定】

＜デジレー＞限定アソートショコラ 2,187円(ベルギー製/10個⼊)

新作3種を含むショコラ10種を、ブランド120周年アニバーサリーボックスに詰め合わせた銀座三越限定アソー

ト。ご購⼊の⽅には、ミニチョコボックス（トリュフ1粒、板チョコレート2枚）の特典付きです。

■新館7階 催物会場

【銀座三越限定】

＜Régalez Vous(レガレヴ)＞チョコパイ 864円(⽇本製/1個)  ※各⽇100点限り



ヴァローナ社のマンジャリを使⽤したチョコレートパイ。100％バターとカカオで作るさっくりとしたパイ⽣地

に、ヴァローナ社のチョコレートで作るクリームを詰めて、職⼈が店頭で焼きたての熱々をご提供します。バター

が溶けだす⾹りのするチョコパイを、この機会に味わって。

■新館7階 催物会場

【銀座三越限定】

＜ノワ・ドゥ・ブール＞マカダミアショコラケーキ 1,944円(⽇本製/1個)

アーモンドが⾹るチョコチップ⼊りのバターケーキ。ローストした⾹ばしいマカダミアナッツを贅沢にのせ、ミル

クチョコでコーティングしました。

■新館7階 催物会場

旅⾏に⾏った気分で・・・直輸⼊チョコレートを満喫



【銀座三越限定】

＜ベルナシオン＞タブレット ノワール プラリネ ノワ ドゥ カジュ 4,428円(フランス製/1枚)

ダークチョコレート55％のタブレットに、カシューナッツのプラリネを閉じ込めました。

■新館7階 催物会場

＜フィリップ・ベル＞ディスク キャラメル ミント 4,

104円(フランス製/1箱)

薄いディスク型のダークチョコレートの中に、ミント

⾵味のキャラメルがとじこめられています。ふわっと

したミントの⾹りを感じられます。会場にはショコ

ラ、カラマンシー味も。

■新館7階 催物会場

 

 

 

【銀座三越 初出展】＜アルバン・ギルメ＞ショコラ アソート ミニボワット 2,592円(フランス製/8個⼊)

ピエモンテ産ヘーゼルナッツのプラリネやハイチ産カカオのガナッシュなどお店の定番ボンボンからチョイスした

8粒を詰め合わせました。

■新館7階 催物会場



〈カカオサンパカ〉イートイン登場︕

世界最⼤のカカオ⽣産地コートジボワールのマン州に、＜カカオサンパカ＞は現地のカカオ⽣産者団体と共同で学

校を建設しました。カカオを⽣産する上で⼤切な⼈材育成⽀援を⾏っています。会場には、この様⼦のパネル展⽰

なども⾏います。

〈カカオサンパカ〉

左︓ショコラタ インペリアル 660円 (⽇本製/1杯)

 スペイン製カカオパウダーとカカオ64.5%クーベルチュールを贅沢に使⽤した、濃厚なチョコレートスムージー

です。

右︓ジャラッツ カカオ 550円(⽇本製/1個)

⾹り⾼いカカオパウダーを贅沢に使⽤した、カカオの⾵味豊かなチョコレートソフトクリーム。濃厚ながら、すっ

きりとした後味です。

■新館9階 銀座テラスルーム



〈不⼆家〉いっしょに︕Smile Switch︕だいすきを、贈ろう。Valentine in GINZA

2022年9⽉に不⼆家で発⾜した、ケーキ好きなら誰でも⼊部できる「スマイルスイッチ部」。今年もそんなスマイ

ルスイッチ部の活動をテーマに、誰もが最⾼にハッピーになれる商品や企画を⽤意。銀座三越のバレンタインを盛

り上げます。不⼆家スマイルスイッチ部がお贈りするバレンタインイベントで、Smile Switchして、あなたも「だ

いすき」を贈ってみませんか︖ケーキが好き、ペコちゃんが好き、そして不⼆家が好きな⽅々が楽しめるイベント

です。

 

【銀座三越限定】

〈不⼆家〉恋する○プチガトーセレク

ション2,268円(9個⼊)

不⼆家洋菓⼦店のテレビCMに登場して

いる今年の⼈気スイーツ9品をプチサイ

ズにアレンジした思わずキュンとする

可愛らしいアソートケーキです。

■本館7階 銀座シャンデリアスカイ

 

※商品名の○の箇所には、ハートが⼊

ります。

 

 

【銀座三越先⾏販売】

〈不⼆家〉ミルキー⽸(スマイルスイッチ部

デザイン) 各660円(9粒⼊)

スマイルスイッチ部のオリジナルジャージを

着たペコちゃんがデザインされたミルキー⽸

です。不⼆家のスイーツや飲料をモチーフに

した全10種のデザインはついつい集めたく

なっちゃいます。

■本館7階 銀座シャンデリアスカイ

※混雑状況によりお⼀⼈さまのお買いあげいただけ る点数を限らせていただく場合がございます。予めご了承く

ださい。

※品切れの際はご容赦ください。

※価格はすべて税込です。

※⾷品は標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。
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2023 年 1 月 18 日 

26ブランドが初登場！          株式会社 京王百貨店 

2023 Keio CHOCOLATE MARKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社京王百貨店(本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀)新宿店では、1 月 31 日(火)～2 月 14 日(火)の期間、7

階大催場にて「Keio CHOCOLATE MARKET」を開催します。近年、自分へのご褒美として、大切な人へ感謝を伝え

るギフトとしてなど需要が多様化するバレンタイン。一人でも誰かと一緒でもさまざまな楽しみ方ができるチョコレ

ートをコミュニケーションツールと捉え、バレンタインを楽しむ傾向が見受けられます。今期のメインテーマは「見

て、食べて、楽しむ、ココロおどるバレンタイン」。見て、選んで、食べて、語って楽しいチョコレートを提案します。

期間中、初登場 26 ブランドを含む約 100 のブランドが集結し、前年より会期を前倒しして開催する今展では、ショコ

ラティエの技が光る高級ブランドのチョコレートをはじめ、こだわりのカカオ豆の味が楽しめるチョコレート、国内に

実店舗がない海外ブランドの“レアチョコ”、コロナ禍を機に改めて注目される日本固有の素材で作るチョコレートな

どがそろいます。チョコレートの他に、ワッフルなど京王百貨店限定販売のスイーツやバレンタインにちなんだかき氷

やソフトクリームを実演で展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Keio チョコレートマーケット 概要】 

◆会期：1月 31日（火）～2月 14 日（火） ※2/4（土）～拡大 

◆会場：7階大催場 

◆営業時間： 10時～20時 ※2/8（水）～13（月）は 10時～21時、最終日は 18時閉場 

◆京王ネットショッピング：shop.keionet.com／～2/8(水) 10時まで   

※バレンタイン商品のお届けは一般便・クール便ともに全国一律送料 550円 

※新宿店店頭でのお受け取り（無料）もお選びいただけます 

 

注目ポイント 

●今展のテーマは「見て、食べて、楽しむ、ココロおどるバレンタイン」。 

●初登場 26ブランドを含む約 100のチョコレートとスイーツのブランドが集結します。 

●初登場ブランドの中でも注目は ：こだわりのカカオ豆の味が楽しめるチョコレート  

国内に実店舗を持たない “レアチョコ”と呼ばれる海外ブランド 

コロナ禍をきっかけに改めて注目される日本固有の素材で作ったチョコレート 

●京王百貨店限定販売のスイーツや、実演でカカオのソフトクリームを展開します。 

●京王ネットショッピングでは、バレンタイン商品のお届けが一般便・クール便ともに全国一律送料 550円、新宿店店頭

でのお受け取り（無料）もお選びいただけます。 
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■こだわりのカカオ豆が味わえるチョコレートが初登場 

 製造者がカカオ豆の買い付けや栽培からチョコレートづくりまでを一貫して手掛けるスタイルは、近年チョコ

レート市場で増えている製造方法の一つです。こだわりのカカオ豆が味わえるチョコレートブランドが登場しま

す。 

 

●ヴェストリ  京王百貨店初登場  ＜2/4（土）～＞ 

「アンティーカ・ジャンドゥイア ２ クラシッコ」 (2個入) 3,618円 

 36点販売予定 

創業約 30 年の歴史を持つイタリアチョコレートブランド「ヴェスト

リ」は、ドミニカ共和国にカカオ豆の自社農園を持つ「ファーム トゥ 

バー」スタイル。生チョコレートのような食感が楽しい看板商品「アン

ティーカ・ジャンドゥイア」は付属の金のスプーンですくってそのまま

食べるほか、トーストやクラッカーに塗ったり、温めてディップしたり

アレンジしても美味しい一品。イタリア産のヘーゼルナッツとピスタチ

オを使用した 2 種入りのセットです。 

 

●OCA
オ カ

 Cacao
カ カ オ

＆
アンド

Chocolate
チ ョ コ レ ー ト

   京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

写真上：「カカオ豆チョコボール ギフト BOX ダーク 72％ (80ｇ入)」／写真下：

「カカオ豆チョコボール ギフト BOXMix (80ｇ入)」 各 2,200円 各 50点販売予

定 

ベトナムにある自社農園でカカオ豆を栽培し、農園と直結した工場でカ

カオ豆を加工し作られる、国内ブランド「OCA Cacaoa&Chocolate(オカ 

カカオ＆チョコレート)」のオーガニックチョコレートは「有機 JAS 認証」

を取得。発酵・焙煎したばかりの新鮮なカカオ豆を皮ごと一粒包み込んだ

チョコボールは、コーティングした 4 種のフレーバーのホワイトチョコレ

ートにも自社農園産のカカオバターを使用。カカオの香りと味わいが存分

に楽しめます。 

 

 

 

 

●アメディ  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「ピスタチオ ホワイト」 (タブレット、50ｇ・1枚) 1,450円 60点販売予定 

「最高のチョコレートには最高のカカオ豆が必要である」という信念の

もと、ベネズエラにカカオ豆の自社農園を所有し、カカオ豆の栽培からチ

ョコレートづくりまで一貫して管理する、1990 年創業のイタリア・トス

カーナのチョコレートブランド。最高品種と言われるイタリア・シチリア・

プロンテ産のピスタチオをふんだんに使用したホワイトチョコレートは

アメディの人気商品です。“コンチング”と呼ばれる練り上げ作業を通常は

5～6 時間のところを 72 時間かけて丁寧に行うことで生まれる滑らかな

口どけが特徴です。 
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●ブノワ・ニアン  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「コレクション ヴォヤージュ」 (4個入) 2,160円 130点販売予定 

ベルギーのチョコレートブランド「ブノワ・ニアン」。元エンジニアの肩

書きを持ち、自らを“カカオ職人”と称するブノワ・ニアン氏は、カカオ

をブレンドしない“単一農園・単一品種”のカカオにこだわった「ビーン 

トゥ チョコレート」を手掛けます。「コレクションヴォヤージュ」は飛行

船に乗ってカカオを探す旅をイメージした限定アソート。コーヒー、カル

ダモンのほか、日本の抹茶×柚子を合わせたアーモンド型のボンボンショ

コラなど、4 種を詰め合わせました。 

  

■期間限定で出会える！国内に実店舗を持たない海外ブランドの “レアチョコ” 

 バレンタインは、国内に実店舗を持たない海外ブランドの“レアチョコ”が多く市場に流通する期間と言わ

れています。当社では、ニューヨークの老舗ブランドや、フランス・レ島の塩を使用したチョコレート、パリ

の新進気鋭のショコラトリーなどが初登場します。 

 

●ルイスシェリー  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「ルイスシェリー チョコレート」 (12個入) 8,532円 250点販売予定 

19 世紀後半創業のニューヨークの伝説的なレストランから生まれた

チョコレートブランド。「モールド」と呼ばれる型に流し込んで作るボ

ンボンチョコレートで知られ、創業当時からガナッシュを使用したボン

ボンチョコレートが好評です。艶があり、ブローチや宝石などをイメー

ジした美しい形とパリッとした食感が特徴です。 

 

 

●イル・ド・レ  京王百貨店初登場  ＜2/4（土）～＞ 

「フルール・ド・セルショコラ」(5個入)1,296円  

1975 年創業、フランス西部、大西洋に浮かぶレ島に工房を構える「イ

ル・ド・レ」は昨年日本に初上陸したチョコレートブランドです。フラ

ンスの代表的な塩田地のレ島で採れる高級塩「フルール・ド・セル(塩の

花)」を使用したチョコレートはほんのり効かせた塩味がカカオや素材の

味を引き立てます。 

 

 

●エドワート  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「バレンタインセレクション」 (9個入) 3,672円 /京王百貨店限定販売  

パリに 4 店舗構えるチョコレートブランド。2014 年の開店から 2 年、

20 代でフランスの C.C.C.(フランスのチョコレート愛好会)による品評

会で最高位金賞を獲得するなど新進気鋭のショコラトリーとして注目さ

れています。世界各国の珍しい素材を使用したボンボンチョコレートが

人気の同店から、桜フレーバーのハート型ガナッシュやココナッツの香

りのプラリネなど 9 種類を詰め合わせた京王百貨店限定販売のアソート

が登場します。                            
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■海外の名店が初登場 

「ピエール マルコリーニ」、「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」、「ダロワイヨ」が初登場。2023年バ

レンタイン限定商品がそろいます。 

 

●ピエール マルコリーニ  京王百貨店初登場  ＜2/4（土）～＞ 

「ヌーヴェル セレクション 9個入」 (9個入) 3,996円 90点販売予定 

ベルギー王室御用達であり、ベルギーを代表するチョコレートブラン

ド「ピエール マルコリーニ」。カカオ本来の風味を活かした甘さ控えめ

のチョコレートが特徴です。今年のバレンタインコレクションのテーマ

「Touching hearts」のモチーフのパッケージに、新作の「レ クール 

ヌーヴォ」シリーズ 6 種と、ブランドを代表する赤いハートの「クー

ルフランボワーズ」やこだわりのカカオを使用した「グラン クリシ

ュ」シリーズなどを詰め合わせました。 

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。  

●パティスリー・サダハル・アオキ・パリ  京王百貨店初登場  

＜2/4（土）～＞ 

「AOKI 2023」 (6個入) 3,348円 60点販売予定 

パリを拠点に活躍する青木定治氏はフランスでさまざまな賞を受賞す

る経歴を持つパティシエ。2023 年新作ショコラアソートのテーマは

「フルーツとお茶」。「ミルティーユ アールグレイ」など新作 3 種類

とフランスの C.C.C.による品評会で最高位を受賞した「プラリネ オ

レ」など人気のチョコレートが楽しめます。 

 

 

●ダロワイヨ  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「ショコラマカロン詰合せ ドゥ」 (7個入) 2,376円 200点販売予定 

ヴェルサイユ宮殿で王家の食膳係を務めていたダロワイヨ家が「宮廷の

味を家庭で楽しめるように」というコンセプトで 1802 年にパリで創業。 

ショコラにちなんだ 3 種のマカロンとキャラメル、フランボワーズなど

4 種のボンボンショコラを詰め合せたセットが登場します。 

 

 

■日本ならではの食材を使用したチョコレートや日本らしさをモチーフにしたチョコレートブランドが初登場 

コロナ禍で海外へ行く機会が減ったことをきっかけに、改めて注目される日本の魅力。日本各地の食材を活か

したものや、日本らしさを表現するチョコレートがそろいます。 

 

●八芳園 kiki‐季季‐  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「kiki ボンボンショコラ スペシャルセレクション」 (5 個入※お酒使用) 2,160 円

300点販売予定 

東京・白金台の結婚式場「八芳園」の引き出物の一つとしてスタート

したチョコレートブランド。「日本の四“季”と八芳園の“季”節を持ち帰っ

ていただきたい」という想いを込めて八芳園の日本庭園の池の波紋や敷

石、木々や草花をモチーフに、日本各地から探し求めた素材を活かして

作られたボンボンチョコレート。高知県北川村のユズ、山口県萩市のゴ

マ・酒粕など 5 種類の食べ比べができるアソートです。 
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●リトルマザーハウス  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「IRODORI
イ ロ ド リ

 CHOCOLATE
チ ョ コ レ ー ト

<全 12種>」 (タブレット、40ｇ・1枚※夕暮、紅葉はお

酒使用) 各 1,296円 

“途上国の「食」の可能性を世界に”をテーマに展開するマザーハウ

スの食ブランド「リトルマザーハウス」。インドネシアのスラウェシ島の

カカオから作ったホワイトチョコレートに自然由来の素材で味付け、色

付けをして日本の四季を表現しました。華やかなグラデーションが目を

引くタブレット型チョコレートはギフトとしても人気です。 

 

 

●京都ふらんすや ＜1/31（火）～＞ 

「はなざくら S」 (11個入)  648円  

昭和 22 年創業、京都の老舗チョコレートブランド。約 50 年前の基

本レシピを現在も受け継ぎ、子供からご年配の方まで美味しいと味わえ

るチョコレートづくりに取り組んでいます。満開の桜をイメージした愛

らしいチョコレートを展開します。 

 

  

■大切な人と“ワクワク”をシェアできるチョコレートが登場 

口紅型や白熊型チョコレートなど、友達や家族など大切な人と“ワクワク”をシェアできるチョコレートが

登場します。箱を開けるとき、一緒に食べるときにサプライズ感が味わえます。 

 

●セバスチャン・ブイエ  京王百貨店初登場  ＜2/4（土）～＞ 

「ルージュアレーブル〈全 5種〉」 (1個) 各 1,080円 各 40点販売予定 

フランス・リヨンと日本に店を構えるパティスリー兼ショコラトリー。

日本の素材からインスピレーションを得て、独創的なアイデアを表現す

る「セバスチャン・ブイエ」。発売から 12 年目を迎える人気商品「ルー

ジュアレーブル」は、本物の口紅のようにくるくる回すとチョコレート

が出てくる遊び心あふれる一品でありながら、着色料、保存料、香料不

使用の天然由来の素材の色と味わいが楽しめます。 

 

  

●アロマ トリュフ  京王百貨店初登場  ＜1/31（火）～＞ 

「アロマ ブラックトリュフ ポップコーン＜メッシーチョコレート＞」 (115ｇ入) 

3,240円 

2022 年に日本に初上陸したシンガポール発のトリュフブランド。イタ

リア・ウンブリア州スポレートのブラックサマートリュフをふんだんに

使用し、ベルギー産ダークチョコレートでコーティング。外はカリカリ、

中はふんわりとした食感にトリュフの香りとビターチョコレートのほろ

苦さがクセになる一品です。 
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●スマイルラボ ＜1/31（火）～＞ 

「シロクマ キボリーヌ」 (1個、8.5×15×8.5ｃｍ) 3,564円 30点販売予定 

a京王百貨店限定販売  

“ハッピーサプライズ！”をコンセプトに可愛らしくインパクトのあ

るデザインのスイーツを展開する「スマイルラボ」。当店で販売したク

リスマスケーキと同様のモチーフである白熊型のチョコレートを京王百

貨店限定で販売します。白熊のお腹の中には、セミドライパイナップル

のホワイトチョコレートがけが入っています。 

 

 

■チョコレート以外のスイーツも展開！京王百貨店限定スイーツとカカオ豆から作るソフトクリームが登場 

●ワッフルパレット/コロンバン ＜1/31（火）～＞ 

「あまりん」 （1個） 1,296円 

各日なくなり次第終了 

/京王百貨店限定販売  

「コロンバン」が展開するフルーツワッフル

専門店。埼玉県のみで栽培される希少なイチゴ

「あまりん」を使ったこの季節限定のワッフル

です。 

●弘乳舎 TOKYO ＜1/31（火）～＞ 

「弘乳舎バタースプレッド」 （カフェラテ 120ｇ・紅茶ラテ 120

ｇ 、各 1個 計 2個入） 1,512円 432点販売予定 

/京王百貨店限定販売  

「純白のバター」と称される熊本県の乳製品メーカ 

ー、「弘乳舎」のバターを使用したスプレッド 2種の 

詰合せ。京王百貨店バレンタイン限定のセットで

す。 

 

 

 

●ショコラティエ パレ ド オール  京王百貨店初登場   実演  ＜1/31（火）～＞ 

◆ラストオーダーは各日閉場の 30分前 

「ソフト パレドオール＜（左）ブラン（中央）ノワール（右）ランデヴー＞」 （1個） 各 660円 各日なくなり次第終了 

山梨県清里に“ビーン トゥ バー”スタイルのチョコレート工房を構える同店から、カカオ豆から作るソ

フトクリームを実演で展開。カカオ豆の味と香りを抽出した「ブラン」、自家製チョコレートを使用した「ノ

ワール」、2 つの味を楽しめる「ランデヴー」の 3 種類がそろいます。 
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2023 年 1 月 16 日 

株式会社京王百貨店 

第 26 回 福井県「越前・若狭」の物産と観光展 

 

          

株式会社京王百貨店(本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀)新宿店では、1 月 24 日(火)～29 日(日)の期

間、「第 26 回 福井県『越前・若狭』の物産と観光展」を開催します。日本のほぼ中央に位置し、古来より

近県の京都や奈良との文化の関わりの中で歴史と伝統を形成してきた福井県から、越前ガニや鯖をはじめと

する食品 29 店、日本一の生産量で知られる鯖江市のメガネなど工芸品 10 店の、計 39 店が出店します。イ

ートインコーナーには、名物の越前そばや福井ラーメン、初出店の苺農場が手掛けるパフェなどが登場。名

物グルメから職人技が光る伝統工芸品までが一堂に会し、福井県の魅力を伝えます。 
 

■イートインには初出店のいちごパフェやご当地メニューが登場  ※ラストオーダーは各日閉場の 1時間前 

   

お客様のお問合せ先  ：京王百貨店 新宿店  TEL：0570‐022‐810（ナビダイヤル） 

報道関係のお問合せ先 ：京王百貨店 広報担当 TEL：03‐5354‐2855（竹田、千脇、成田、島田） 

●明城
みょうじょう

ファーム「いちご屋さんのいちごデラックスパフェ」 (1人前) 1,980円 

  京王百貨店初出店   イートイン  

福井県越前市の苺農園「明城ファーム」が初出店。観光スポットとしても人気

の農場直営カフェから、たっぷりの苺のほか、イチゴゼリー、イチゴムース、イ

チゴソルベ、生クリームを重ねた、苺を堪能できるパフェが登場します。 

 

●福そば×ヨーロッパ軒総本店「天おろしそばとミニソースカツ丼」  

(1人前) 1,700円  京王百貨店限定販売   イートイン  

福井駅近くにそれぞれ店舗を構える、昭和 24 年創業の老舗そば店と創業 100

余年・元祖ソースカツ丼の店として知られる洋食店の人気メニューがコラボレー

ション。みぞれ状の大根おろしが入った出汁を冷たいそばにかけて食べる福井名

物のおろしそばと、カラッと揚げた豚ロース肉にウスターソースをベースにした

秘伝のタレをしっかりと絡めたソースカツ丼のセットです。 

  

 

 

会期：1月 24 日（火）～ 29 日(日) 

会場：京王百貨店 新宿店 7 階大催場 

営業時間：10 時～20時 ※最終日は 17 時閉場 
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■実演で作る弁当などご当地グルメも充実 

●八や「越前甘エビてんこ盛り弁当」 （1折） 2,500円 

  京王百貨店初出店   実演  

福井市内に店を構える「八や」が初出店。福井県沖で水揚げされるブラン

ド甘エビ「越前甘エビ」とイクラをたっぷりと盛りつけ、贅沢に仕上げまし

た。濃厚な海鮮のつけ合わせには同店名物のわさび昆布とショウガを添えて

います。 

 

●メゾン・ド・レトワール「せいこがにのグラタン」(1 個 100g) 1,220 円 

鯖江市を拠点とするプリン専門店の隠れた人気商品が登場。北陸地方で冬

季の 2 カ月間にのみ水揚げされる、メスのズワイガニ「セイコガニ」を使用

したグラタンです。オスに比べ小ぶりな身の中に詰まった内子・外子の濃厚

な味わいとプチプチとした食感が楽しめます。 

 

●(写真左から)若廣「焼き鯖すし」(1 本 8 貫) 1,296 円 

 はまやき安兵衛「はまやき安兵衛の焼き鯖寿し」(8 貫)1,296 円  

日本料理 一乃松「焼鯖寿し」(1 本)1,296 円 

福井県の名物・焼き鯖の押し寿司。越前の海の幸を使った日本料理店「日

本料理 一乃松」のふっくら肉厚な身の「焼鯖寿し」をはじめ、人気店自慢

の鯖寿司が種類豊富にそろいます。 

 

 

●ミート&デリカささき「若狭牛ももステーキ弁当」(1 折) 2,322 円  実演  

地元で愛される鯖江市の老舗精肉店が手掛ける、国産素材にこだわった弁

当がそろいます。福井県内で 12 カ月以上肥育され、5 段階の肉質等級で 3

等級以上などの条件を満たした黒毛和種のみが謳えるブランド牛・若狭牛の

中でも、さっぱりとした脂の旨みが味わえる赤身のもも肉を厳選したステー

キ弁当です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●福井らーめん 五目亭「福井らーめん かたいけの」 （1人前） 850円  

   イートイン  

福井県内に 4 店舗を展開する「福井らーめん 五目亭」。福井の地鶏「福地

鶏」と煮干しを合わせたやさしい味わいの W スープに、ふすまを練り込んだ自

家製の麺を使用。国産純鶏(親鶏)のたたき、鶏・豚二種類のチャーシュー、越前

水菜などをトッピングした、県産食材にできる限りこだわった一杯です。 

 

  

※イメージ 
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■人気の銘菓もそろいます 
 

       

 

 
 

 

 
 
■福井の「技」が光る、工芸品 10店舗が出店 
 
●めがねのメーキョー堂「アクアリバティ」 （フレーム:チタン製、レンズは別売り） 

22,000円 ＜4点販売予定＞ 

国内産のメガネフレームの 96%以上を生産する日本一のメガネの産

地・鯖江市に店を構える昭和 56 年創業の眼鏡店。チタン製のフレームを

職人の繊細な手作業で八角形に成形。個性的ながら日常使いしやすいデザ

インとカラーで仕上げています。 

 

●福井洋傘「晴雨兼用折傘 カエデ柄」58,300 円 ＜2点販売予定＞ 

1972 年に福井市に創業した洋傘店。日本が誇る染物の生地、現在では

数少なくなっている木製の部品を厳選し、職人技で仕立てています。中骨

には耐久性のあるカーボン骨を使用し軽量化するなど、伝統技術と機能性

を掛け合わせた晴雨兼用傘です。 

 

 

 

 

 
 

そのほか、経済産業大臣指定の伝統工芸品である越前焼の「越前天喜窯」、越前漆器の「源伸堂」をはじめ、 

計 10 店舗がそろいます。 

創業 1847年の老舗和菓子店 
錦梅堂「羽二重餅」 

(15個入) 800円 
 

 

大豆で作ったソフトクリームの店 
ごーる堂「抹茶ときなこソフトの 

クリームあんみつ」  
(1個) 950円  実演  

 
 

“福井の冬の風物詩・水羊羹”の老舗 
えがわ「水羊かん」 

(520g) 800円 
 
 


