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クリスマスケーキ 10月 15日（木）予約スタート 

最高額2年連続更新、約180粒のいちごを使用した5万円が登場！ 

東武百貨店 池袋本店 

 
東武百貨店 池袋本店は昨年より 1 週間早い 10 月 15 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

スマス当日は金曜日なので、仕事納めに同僚や友達同士でパーティーをする方が増えると考えられます。そこで当店は、

昨年の最高額税込 32,400 円を上回る 54,000 円の大人数で楽しめる豪華なクリスマスケーキを予約限定でご用意しまし

た。その他、楽しいひとときに話題の中心になるクリスマスケーキ型のちらし寿司や和菓子などを取り揃え、お客様の

様々な需要にお応えます。 

 

■ 東武百貨店、過去最高額の 54,000円が登場！ 

東武企画品として、クリスマスウェディング、会社の納会、女子会など様々なパーティーにおすすめの夢のようなクリスマ

スケーキをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東武企画品 

・新宿高野 「マーベラスストロベリー」 (下段：約 30cm 角、中段：約 16cm 角、上段：約 10cm 角、高さ約 25cm〈ｵｰﾅﾒﾝﾄ

含む〉/箱のｻｲｽﾞ：縦 38×横 40×高さ 30cm/重さ：約 8.5㎏) 54,000円 ※予約予定数：5点 

箱を開けた瞬間、みんなの歓声と笑顔がはじける夢のようなプレミアムケーキ。30～40 名様で召し上がれる、3 段のデラックスサイズ。い

ちごは約 180 粒使用しています。ナイフを入れただけで盛り上がる、パーティーの主役にぴったりなケーキです。 

ご予約期間：10月 15日（木）～12月 15日（火） 

ご予約・お渡し場所：地下 1階 9番地 新宿高野 

お渡し期間：12月 22日（火）～25日（金） 

 

↑ 新宿高野 「マーベラスストロベリー」 
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■2015年=「15（イチゴ）の年」に合わせて、いちごを使用したケーキを東武企画品で 7種類ご用意 

クリスマス一番人気のケーキはいちごのショートケーキです。そこで、あふれるほどの“いちご”を思いっきり味わえる東
武企画品のケーキを作りました。 
 
<商品の一例> 
・東武企画品 コロンバン 「苺の 2段ショートケーキ」 （下段：径約 24、 
上段：径約 10、高さ約 18cm〈ｵｰﾅﾒﾝﾄ含む〉） 16,200円 ※予約予定数：20点 
いちごがあふれんばかりのｺﾞｰｼﾞｬｽなﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝには圧巻。さらに、2 段ｽﾎﾟﾝｼﾞと生ｸﾘｰﾑでたっぷり 
とｽﾗｲｽいちごをｻﾝﾄﾞ。国産いちごを 50 粒以上使用した特大ｻｲｽﾞの豪華なｼｮｰﾄｹｰｷです。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 15 日（火） 
ご予約・お渡し場所：地下 1 階 4 番地 コロンバン 
お渡し期間：12 月 20 日（日）～25 日（金） 
 
 

・東武企画品 ダロワイヨ 「フレーズ・ド・ノエル」 （径約 14cm） 4,320円  
見ているだけでしあわせな気分にしてくれる、ﾊｰﾄのいちごの形をしたｷｭｰﾄなｸﾘｽﾏｽｹｰｷです。 
ｽﾎﾟﾝｼﾞでｻﾝﾄﾞしたあまおういちごのｺﾝﾎﾟｰﾄやﾑｰｽが甘くとけ合い、口いっぱいに広がります。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 15 日（火） 
ご予約・お渡し・販売場所：地下 1 階 4 番地 ダロワイヨ 
お渡し・販売期間：12 月 23日（水・祝）～25 日（金） 
 
 

 
■クリスマスパーティーに最適なバラエティケーキをご用意 

東武企画品で 1個分のメロンを使った約 36cmもあるロングケーキや、子供が喜ぶ可愛らしい動物モチーフのケーキなど
をご用意しました。 
 
<商品の一例> 
・東武企画品 京橋千疋屋 「プレミアムショートケーキ」  
（長さ約 36cm） 15,120円 ※予約予定数：12点 
どどーんとロングな約 36 センチのクリスマス限定ケーキ。静岡県産マスクメロンを 1 個分使い、 
国産いちごや手作りしたチョコレートのバラで美しく彩りました。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 10 日（木） 
ご予約・お渡し場所：地下 1 階 4 番地 京橋千疋屋  
お渡し期間：12 月 23 日（水・祝）～25 日（金） 
※12/23（水・祝）・24（木）のお渡しは 8 階 3 番地 特設会場となります。 

 
・東武企画品 ケーニヒス クローネ 「いちごとクマのクリスマス」 
（縦約 21、横約 30、高さ約 17cm/箱のｻｲｽﾞ：縦 30×横 40×高さ 25cm）  
10,800円 ※予約予定数：30点 
かわいらしいクマさんのケーキやたくさんのいちごを豪華に飾り付けました。色とりどりのにぎ 
やかなデコレーションが、楽しいクリスマスの雰囲気をより一層盛り上げます。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 15 日（火） 
ご予約・お渡し場所：地下 1 階 5 番地 ケーニヒス クローネ 
お渡し期間：12 月 23 日（水・祝）～25 日（金） 

 

■和菓子やお寿司までクリスマスケーキに大変身 

パーティーに花を添えるクリスマスケーキ型の和菓子やお寿司をご用意しました。 
 
<商品の一例> 
・鼓月 「ブッシュ・ド・ノエル」 （長さ 10cm） 1,080円  
白小豆やそぼろ餡を使った和風のブッシュ・ド・ノエル。ひと味違う上品な美味しさです。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 20 日（日） 
ご予約・お渡し・販売場所：地下 1 階 5 番地 鼓月 
お渡し期間：12 月 1 日（火）～25（金） 
販売期間：12 月 1 日（火）～※なくなり次第終了 
 

・東武企画品 魚の北辰 「クリスマスケーキちらし」 （径約 20cm/3～4人前） 3,980円  
見て楽しく、食べて美味しい、ケーキに見立てたボリューム満点の海鮮ちらしです。 

ご予約期間：10 月 15 日（木）～12 月 21 日（月） 
ご予約・お渡し・販売場所：地下 2 階 9 番地 魚の北辰 
お渡し・販売期間：12 月 23日（水・祝）～25（金） 
 

↑ コロンバン 

↑ ダロワイヨ 

↑ 魚の北辰 

↑ 鼓月 

↑ 京橋千疋屋 

↑ ケーニヒス クローネ 
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■有名パティスリーや海外発人気スイーツ店が手掛けるクリスマスケーキを 5種類販売 

通常取り扱いのない有名パティスリーやニューヨークで人気のカップケーキなどを 5種類予約販売します。 
 
<商品の一例> 
・東武企画品 アニバーサリー 「クリスマス オブ ア キュートベア」（径約 16cm）  
5,400円 ※予約限定 50点 
苺を使用したデコレーションケーキに、可愛らしいクマとクリスマスツリーを飾りつけ。 

ふわふわのスポンジにいちごと生クリームをたっぷりサンドしました。 

ご予約期間：11月 5日（木）～なくなり次第終了 

ご予約場所：地下 1階 4番地 特設会場 

お渡し期間：12月 24日（木） 12時～20時 

お渡し場所：8階 3番地 特設会場 
 
 
 
 
 
 
・クリスマス初登場 マグノリアベーカリー 「クリスマスアソートボックス」（6個入）  
4,731円 ※予約限定 
アメリカンスイーツの人気店から、サンタや雪だるまをデコレートした限定カップケーキが登場。 

ご予約期間：11月 5日（木）～なくなり次第終了 

ご予約場所：地下 1階 4番地 特設会場 

お渡し期間：12月 24日（木） 12時～20時  

お渡し場所：8階 3番地 特設会場 
 
 
 
 
・ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 「ブッシュ ショコラ アルマニャック」（長さ約 26cm） 
5,400円 ※予約限定 50点 

2 種類のチョコレートを合わせた軽い口あたりのビターチョコレートムースの中にアルマニャックを使用した 

クリームを入れ、下はアルマニャック漬けレーズンを散りばめたサブレショコラで食感にアクセントをつけま 

した。三ツ星シェフ監修、大人のためのクリスマスケーキです。 

ご予約期間：11月 5日（木）～なくなり次第終了 

ご予約場所：地下 1階 4番地 特設会場 

お渡し期間：12月 24日（木） 12時～20時  

お渡し場所：8階 3番地 特設会場 
 
 
 
 
 
 
その他展開ブランド…ピエール マルコリーニ、ミッシェル ショーダン 
 
 

【クリスマスケーキ ご予約概要】 

ご予約期間 ： 10月 15日(木)～終了日は各ショップ・商品により異なります。  

但し、人気パティスリーケーキの承りは 11月 5日（木）からとなります。 

ご予 約 場 所 ： ＜店 頭＞地下 1階食品売場各ショップ ※一部商品により異なります。 

            ＜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 ：各ショップ・商品により異なります。 

お渡 し場 所 ：地下 1階各ショップまたは 8階 3番地 特設会場 

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・・・総務部広報担当 直通℡：03-5951-5210 （斎藤・村井・西口・宮下） 

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

↑ マグノリアベーカリー 

↑ アニバーサリー 

アニバーサリー 

パティシエ本橋雅人氏が展開する 

南青山に本店を構え「記念日」を 

テーマにしたパティスリー。 

マグノリアベーカリー 

ニューヨーク発アメリカンスイーツ 

ブランド。カラフルで可愛らしいカ 

ップケーキが人気です。 

↑ ラ ブティック ドゥ  

ジョエル・ロブション 

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 

三ツ星シェフ“ジョエル・ロブション”監

修によるブーランジュリー＆パティスリ

ー。 

http://www.tobu-online.jp/

