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ロマンティックな星空チョコドームケーキが登場 

クリスマスケーキ 10月 12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 12日（木）より当店オリジナルケーキ 12種類を中心としたクリスマスケーキの予約を開始

します。今年はクリスマスイブが日曜日のため、週末金曜日からの3日間に「二人で」「家族で」「大勢で」など、様々な形で楽

しむことができます。そこで、少人数で手軽に味わえる 2,000 円台の低価格帯を新たにラインアップに加え、少人数用からパ

ーティー用まで様々なシーンに対応できるクリスマスケーキを取り揃えました。見た目も楽しい東武オリジナルのドーム型ケ

ーキや、9種のフルーツが味わえるケーキのほか、「特別な日だからこそ食べたい」有名パティシエによるケーキなど、バリエ

ーションも豊かにお客様の楽しいひとときを演出します。 

 

■2人用、パーティー用など 12種類の東武オリジナルケーキをご用意 

手軽に楽しめるケーキや、星空をイメージしたドームチョコで飾られたケーキ、和三盆の上品な甘さが広がるフルーツケー

キなど食卓に華を添えるケーキを取り揃えました。 

 

 

 

 

・【東武企画品】オッジ「ブッシュ ド ノエル」（長さ約 12㎝ ※約 2～4人前）2,700円 ※予約予定数：50点 

切り株に見立てたジョコンド生地の中にチョコレートムース、中央にはオレンジムースを入れ、酸味をアクセントにした濃厚な

チョコレートケーキです。可愛らしい星型チョコレートが飾られています。 

 

・【東武企画品】パティスリー キハチ「クリスマス スターリット」（約径 15 ㎝ ※約 4～6 人前） 5,400 円 ※予約限定 ※予約

予定数：25点 

ドームチョコで星空をイメージしたロマンティックなケーキです。ドームチョコを外すと、星型マンゴーとたっぷりのミックスベリ

ーを飾ったショートケーキが登場します。中はいちごと生クリームがスポンジでサンドされています。 

 

・【東武企画品】京橋千疋屋 「プレミアムフルーツショートケーキ」 （約 18㎝角 ※約 7～8人前） 12,960円 ※予約限定 ※

予約予定数：10点 

和三盆糖を使用した上品な甘さのふわふわなスポンジケーキで、いちごとメロン、生クリームをサンドしました。メロンやマン

ゴー、いちご、キウイなどをのせた、9種類のフルーツを使ったフルーツ好きにはたまらないケーキです。 

 

※各ケーキのご予約方法は 2枚目に記載しています。 

 

濃厚な味に可愛い星型がアクセント 

少人数ケーキ 

話題の中心になること間違いなし！  

星空ドーム型ケーキ 

食卓に華を添える 

色鮮やかなフルーツケーキ 

↑オッジ 「ブッシュ ド ノエル」 ↑パティスリー キハチ「クリスマス スターリット」 ↑京橋千疋屋 「プレミアムフルーツショートケーキ」 
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■特別な日だからこそ食べたい！有名ショコラティエが手掛けるケーキ 

 特別な日だからこそ少し贅沢なものを食べたいという方に有名ショコラティエが手掛けるケーキを 3種類用意しました。 

 

 

 

・【東武企画品】ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション「ノエル ショコラ アメール」（約縦 8.5×横 15 ㎝） 4,104 円 ※予約限

定 ※予約予定数 50点 

聖夜の流れ星に願いをこめて。食感のアクセントになるローストしたカカオ豆入りガナッシュを一段目にして、2 種類のチョコ

レートを使ったクリームとビスキュイを何層にも重ねました。 

・ピエール マルコリーニ「ノエル ドゥ ピエール 2017」 （約径 12㎝） 6,301円 ※予約限定 ※数に限りがございます 

力強さが特徴のカメルーン産カカオを使用した濃厚なビターチョコレートガナッシュ。芳醇なバニラの香りが広がるクリームに

グリオットチェリーの酸味が調和し、特別な日にふさわしい幸せなひと口です。 

・モンサンクレール「ノワゼットパッション」 （約径 15㎝） 5,400円 ※予約限定 ※数に限りがございます 

酸味の効いたオレンジのコンフィチュールを爽やかなジュレに仕立て、パッションフルーツのクリームを合わせ、ヘーゼルナ

ッツとショコラのムースで包みました。 

 

■忙しい方におすすめの冷凍配送ケーキ 

 店頭で受け取ることが難しい方でもクリスマスケーキを楽しめるように冷凍配送ケーキを

用意しました。 

・京橋千疋屋「マンゴームース」 （約径 12㎝） 3,780円 ※予約限定 ※予約予定数 50点 

アルフォンソマンゴーを使った、濃厚で口当たりのよいムースです。マンゴーと酸味のきいた

赤スグリをトッピングしました。 

 

 

 

【各クリスマスケーキのご予約方法】 

 

ブランド/商品名 

 

ご予約期間 

 

ご予約場所 

 

お渡し場所 

 

お渡し・配送期間 

オッジ 

ブッシュ ド ノエル 

なくなり次第終了となります 

※12月 15日（金）まで 

・店頭 

 

ご予約概要に準ずる 

※22日は店頭お渡し 

12 月 22 日（金）～25 日

（月）まで 

パティスリー キハチ 

クリスマス スターリット 

なくなり次第終了となります 

※12月 18日（月）まで 

・店頭 

・インターネット 

ご予約概要に準ずる 

※22日は店頭お渡し 

12 月 22 日（金）～25 日

（月）まで 

京橋千疋屋 

プレミアムフルーツショートケーキ 

なくなり次第終了となります 

※12月 10日（日）まで 

・店頭 

・インターネット 
ご予約概要に準ずる 

12月 23日（土・祝）～25

日（月） 

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 

ノエル ショコラ アメール 
なくなり次第終了となります 

・店頭 

・インターネット 

8階 3 番地 

催事場 

12月 24日（日） 

正午～午後 8時 

ピエール マルコリーニ 

ノエル ドゥ ピエール 2017 
なくなり次第終了となります 

・店頭 

・インターネット 

8階 3 番地 

催事場 

12月 24日（日） 

正午～午後 8時 

モンサンクレール 

ノワゼットパッション 
なくなり次第終了となります 

・店頭 

・インターネット 

8階 3 番地 

催事場 

12月 24日（日） 

正午～午後 8時 

京橋千疋屋 

マンゴームース 

なくなり次第終了となります 

※12月 10日（日）まで 

・店頭 

・インターネット 
配送 

12月 23日（土・祝）～25

日（月） 

↑ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 
「ノエル ショコラ アメール」 

↑ピエール マルコリーニ 
「ノエル ドゥ ピエール 2017」 

 

↑モンサンクレール 
「ノワゼットパッション」 

 

↑京橋千疋屋 
「マンゴームース」 
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【クリスマスケーキ ご予約概要】 

ご予約期間： <店頭>10月 12日（木） 午前 10時から  

         <インターネット>10月 12日（木）午前 10時～12月 20日（水）午前 9時 

         ※終了日は各ショップ・商品により異なります。 

ご予約場所： <店頭>地下 1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/ 

お渡し場所： 8階 3番地 催事場  

お渡し期間： 12月 23日（土・祝）・24日（日） 午前 10時～午後 9時  

         12月 25日（月）午前 10時～午後 7時 

※12月 25日（月）午後 7時～9時までは地下 1階 食品売場各ショップ 

※一部商品によってお渡し期間及びお渡し場所は異なります。 
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