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過去最高額！大人数で楽しむ 7万円のスペシャルケーキが登場 

クリスマスケーキ 10月 13日(木)から予約開始 

東武百貨店 池袋本店 

  
東武百貨店 池袋本店は 10 月 13 日（木）よりクリスマスケーキの予約を開始します。今年のクリスマスは 2011 年以来の

3 連休。3 連休だからこそ、「この日は家族と、この日は友人や恋人と…」など“お家パーティを楽しみたい”というムードが例

年より強くなると予想します。 

そこで、当店では、お家パーティに最適なクリスマスケーキをご提案します。様々なパーティーシーンに合わせ、大人数で

楽しめる、過去最高額となる 75,600 円のスペシャルクリスマスケーキや、テーブルに華を添える見た目も鮮やかなフラワー

モチーフケーキ、シェアして色々な味を楽しめるカットケーキ、寿司ケーキなどバリエーション豊富にご用意しています。当店

は、楽しいひと時に華を添える、クリスマスケーキをご用意することでお客様の笑顔を作ります。 

■東武企画品過去最高額 3年連続更新！75,600円のクリスマスケーキが登場！ 

フルーツがぎっしり詰まった見た目も豪華なスペシャルクリスマスケーキをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新宿高野「マーヴェリーヌ」（10号/径約 30×高さ約 28cm/重さ：約 9ｋｇ) 75,600円 ※予約限定 ※予約予定数：5点 

思わずうっとり見とれてしまう圧巻のフルーツ盛りだくさんプレミアムケーキ。マスクメロンを丸々1個分、いちごは約 

100粒、マンゴーなどもふんだんにのせて豪華な大輪の花を表現しています。約 35名様前後で召しあがれる 3段重ねのデ

ラックスサイズ。クリスマスの夜をさらに盛り上げてくれる夢のようなクリスマスケーキです。 

●ご予約期間：12月 10日（土）まで   ●お渡し期間・場所：12月 22日（木）～25（日）まで、地下 1階 9番地 新宿高野 

↑ 新宿高野 「マーヴェリーヌ」 

真上から見るとフルーツの花が咲く 

贅沢なデコレーション 

デコレーション 

約 100粒のいちごと 1個分のマスクメロンがたっぷり！ 

どこを食べてもフレッシュなフルーツが存分に楽しめます！ 

真上から見るとフルーツの花が咲く 

贅沢なデコレーション 
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■東武企画品 テーブルに華を添えるクリスマスケーキ  

見た目も鮮やかなフラワーモチーフのクリスマスケーキを 9種類ご用意しました。 

《商品の一例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

① 新宿高野「フルーリール」（径約 15ｃｍ） 6,480円 ※予約限定 ※予約予定数 50点 
フランス語で“花が咲く”を意味する「フルーリール」という名のケーキは、いちごやキウイ、メロンなどで華やかにフラワーを 
表現しました。 
●ご予約期間：12/10(土)まで ●お渡し期間：12/22（木）～25（日）  

② パティスリー モンシェール「ブリリアント・ノエル」（径約 21cm） 8,001円 ※予約限定 ※予約予定数 50点 
真っ赤ないちごやベリーのまわりに、チョコ細工の花びらが舞う美しいケーキ。ふわふわのスポンジの間には、濃厚なクリーム
といちごをサンドしました。 
●ご予約期間：12/14（水）まで ●お渡し期間：12/23（金・祝）～25（日） 

③ 京橋千疋屋「ローズベリークリスマス」(径約 12cm) 5,400円 ※予約限定 ※予約予定数 50点 
ストライプのスポンジで囲んだバニラババロアをベースに、ローズに見立てたリンゴ、いちご、ベリー等で鮮やかに飾り付けま 
した。 
●ご予約期間：12/10(土)まで ●お渡し期間：12/22（木）～25（日） 

④ パティスリー キハチ「フルール・ド・ノエル」（径約 15cm） 4,320円 ※予約限定 ※予約予定数 30点 

雪が降り積もったようなホワイトチョコレートの花が咲く、クリスマスにぴったりなケーキ。芳醇な甘さのとちおとめいちごを贅沢
にサンドしました。 
●ご予約期間：12/18(日)まで ●お渡し期間：12/22（木）～25（日）  

⑤ ガトー・ド・ボワイヤージュ「ルージュ フルール」（径約 15cm） 5,400円 ※予約限定 ※予約予定数 50点 
花びらをホワイトチョコでかたどり、いちごを添えた印象的なフラワーデコレーション。 
●ご予約期間：12/15（木）まで ●お渡し期間：12/23（金・祝）～25（日） 

⑥ コロンバン「フルール ロゼ ノエル」（下段：径約 18、上段：径約 12×高さ約 17cm） 10,000円  
  ※予約限定 ※予約予定数：30点 
   コロンバンの伝統製法で作り上げた、コクのあるバタークリームをたっぷり使用。繊細にかたどったピンクのバラが彩りを 
   添えています。 
   ●ご予約期間：12/15（木）まで ●お渡し期間：12/20（火）～25（日） 
 

↑ パティスリー モンシェール 

↑ コロンバン 

↑ 新宿高野 

↑ パティスリー キハチ ↑ ガトー・ド・ボワイヤージュ 

↑ 京橋千疋屋 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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■東武企画品寿司ケーキ 

フラワーに見立てた豪華な寿司ケーキです。 
・魚力「寿司ケーキ」（1皿/縦 23.5×横 23.5×高さ 4.5cm） 2,980円 ※予約限定 
まぐろ、サーモン、鯛、えび、うに…。人気の海鮮でケーキをかたどった、目にも美しい一皿。 
●ご予約期間：12/20（火）まで ●お渡し期間：12/23(金・祝)～25（日） 

 
・関山「デコレーションちらし」（縦 21×横 21×高さ 5cm） 2,700円 
うにを混ぜたシャリに、ズワイガニ棒肉やいくらなどをのせたひと品と、酢飯を海鮮 5種で彩った 

2種類の華やかなちらしです。 

●ご予約期間：12/20（火）まで ●お渡し期間：12/23(金・祝)～25（日） ●販売期間：12/23（金・祝）から 

 

 

 

 

■ピース＆カットケーキ 

「色んな味を楽しみたい！」という方へ、様々な味をみんなで選べる可愛いサイズのケーキ
をご用意しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《商品の一例》  
・アンリ・シャルパンティエ 
① 「ブゥル・ドゥ・ノエル」（1個） 648円 ボール型のオーナメントをイメージ。チョコレートといちごクリーム、やわらかなチョコレー

トムース、イチゴジュレの 3つの食感が楽しめます。 
② 「サパン・ドゥ・ノエル」（1個） 594円 タルトの中にはフランボワーズのジュレとなめらかないちごクリーム、外側はいちごの 

シブーストクリームで包みました。サパンはもみの木の意。 
③ 「クロンヌ・ドゥ・ノエル」（1個） 594円 王冠をモチーフにしたホワイトチョコレートムースの中にオレンジの酸味とチョコレートの

甘みをしのばせました。 
●販売期間：12/20（火）～25（日）  

・パティスリー キハチ 
① 「ブッシュドノエル プティ」（1個） 648円 香りのよいカフェモカクリームをショコラ生地で巻いた、大人のブッシュドノエルです。 
② 「サパンドノエル プティ」（1 個） 594 円 チーズムースのクリスマスツリーの中には甘酸っぱいみかんのムースとジュレが入っ

ています。 
③ 「ボノムドネージュ プティ」（1 個） 594 円 バニラムースの雪だるまがキュート。中にバナナジジャムとキャラメルが隠れていま

す。 
●販売期間：12/1（木）～22（木） 

                                           

【クリスマスケーキ＆パーティフード ご予約概要】 

ご予約期間 ： 10月 13日(木) 午前 10時から  

ご予 約 場 所 ： ＜店 頭＞地下 1階・2階 食品売場各ショップ  

            ＜インターネット＞東武オンラインショッピング http://www.tobu-online.jp/ 

お渡 し期 間 ：12月 20日（火）～25日（日）  

お渡 し場 所 ：地下 1階・2階 各ショップまたは 8階 3番地 特設会場 

※上記の期間及び場所は一部商品によって異なります。 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

 報道関係者様お問い合わせ・・・広報部広報課 直通℡：03-5951-5210 （越・村井・斎藤・宮下・小山） 

 お客様お問い合わせ・・・東武百貨店 池袋本店 代表℡：03-3981-2211 

↑ アンリ・シャルパンティエ 

 関山 → 

↑ パティスリー キハチ 
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 魚力 → 

↑ パティスリー キハチ 
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