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お寿司やパンまでハートに大変身！週末バレンタインはハート型の惣菜メニューでおもてなし！ 

地下食品売場から催事場まで東武のバレンタインフェア開催 

東武百貨店 池袋本店 
 

東武百貨店 池袋本店は 2 月 14 日（日）までバレンタインフェアを開催中です。今年のバレンタインデーは日曜日。時
間のある週末は、恋人や夫婦、家族、友人とおうちでゆっくり過ごす方が増えると考えられます。そこで地下 2 階食品売
場では、おうちでのおもてなし料理に華を添えるハート型のお寿司やパン、揚げ物など惣菜メニューを取り揃えました。 
また、8階催事場では 2010年以来 6年ぶりとなるバレンタイン催事「ショコラマルシェ」を開催します。会場では国内外

の人気ブランドからこだわりのチョコレートを販売します。 
さらに、中国の旧正月である春節シーズンに合わせて、海外でも人気の高い抹茶を使用したチョコレートやお寿司そっ

くりのチョコレートなど和テイストのチョコレートをご用意しました。 
当店は、バラエティ豊富な商品を取り揃え、様々なお客様のご要望にお応えします。    

「愛あふれる ハート祭り」 ■2月 4日（木）～14日（日） ■地下 2階・地下 1階 食品 

週末バレンタインにぴったりの愛情がこもったハート型のお寿司や惣菜、お菓子など東武企画品として 15 種類ご用意し
ました。おうちでのおもてなし料理に華を添える可愛らしい商品です。 
 
<商品の一例> 
・東武企画品 関山 「ハートのかさね寿司」 (1折) 1,000円 
紫蘇と玉子・青海苔の 2段重ねの混ぜご飯の上に、いくらとサーモンたたきでハートの親子を作りました。 
※販売期間：2月 12日（金）～14日（日） ※販売場所：地下 2階 3番地 関山   
・キッチンスギモト 「ハート型ビーフコロッケ」 (1枚) 159円 
サクッと美味しい、人気のビーフコロッケで愛を表現しました。 
※販売場所：地下 2階 11番地 キッチンスギモト  
・東武企画品 魚力 「バレンタイン寿司」 (1折) 1,980円 
ハート型のお寿司の上にいくらを載せ、まぐろ、鯛、サーモンをお花のように飾り付けました。 
※ご予約期間：2月 4日（木）～10日（水） ※お渡し・販売日：2月 14日（日） ※お渡し・販売場所：地下 2階 3番地 魚力  

・東武企画品 パン・リゾッタ 「ハートブレッド」 (長さ約 11cm) 247円 
いちご風味の生地をうずまき状に練り込みました。 
※販売場所：地下 2階 3番地 パン・リゾッタ  
・東武企画品 古市庵 「詰合せキャロットハート」 (1折) 918円 
ハートと手まりのキュートなお寿司です。 
※販売期間：2月 13日（土）・14日（日） ※販売場所：地下 2階 4番地 古市庵  

・東武企画品 太郎 「アーモンドチョコの厚焼き玉子」 (1個) 691円 
板チョコとアーモンドを厚焼き玉子で挟みました。デザート感覚で楽しめる玉子焼きです。 
※販売期間：2月 12日（金）～14日（日） ※各日限定 20点 ※販売場所：地下 2階 4番地 太郎 
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「ショコラマルシェ」 ■2月 4日（木）～14日（日） ■8階催事場 

2010年以来 6年ぶりにバレンタインの時期に合わせて、催事場でチョコレートのフェアを開催します。 
 

催事概要 

＊催事タイトル：ショコラマルシェ 

＊出店ブランド：約 35ブランド  

＊営 業 時 間：10：00～20：00 ※最終日は 18：00閉場 

 

 

■商品催事場でしか味わうことのできないチョコレートを販売 

本命チョコや自分へのご褒美におすすめの特別なチョコレートをご用意しました。 
 

<商品の一例>  

・BbyB. 「ザ・ラブ・ファイブ」 (5個入) 1,512円 

ベルギーの 2つ星レストラン「バルトロミューズ」のシェフとショコラティエが手がけた新感覚のチョコレートです。 

・賛否両論 「賛否両論ショコラセレクション」 (9種入) 3,001円 

人気の日本料理店「賛否両論」の笠原将弘氏監修による、醤油や沖縄県産純黒糖液など和の素材を使用した 6種のボンボンショコラと 

3種のペカンナッツすべてが楽しめる決定版。 

・辻利 「ボンボンショコラ」 （6個入)  1,815円 

辻利の茶匠がチョコレートに合う宇治抹茶を厳選。お手前用の石臼挽き一番茶を使用した「濃い茶」、緑のドームが印象的な「山椒」など 

6種の詰合せ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■招待イベント“ショコラマルシェ”プレオープンイベント「ショコラパーティ」開催 

ショコラマルシェ事前ご試食会  

会場にひと足早く入れるプレオープンイベントを開催。バレンタインにおすすめのチョコレートのご試食と購入ができる

イベントです。その他、＜東京芸術劇場＞芸劇ウィンド・オーケストラによるミニコンサートやショコラコンシェルジュ  

平田早苗さんによるチョコレートの豆知識に関するセミナーも実施します。 
 

日時：2月 3日（水） 18：00～20：00 ※17：30開場 

場所：8階催事場「ショコラマルシェ」 

※募集人数：20歳以上の 100名様（お付添い 1名様まで） 

※参 加 費 ：お一人様 1,000円 

※申込方法：当社ホームページにてご応募 

※応募期間：1月 24日（日）まで 

※当選結果：1月 26日（火）以降、ご当選の方のみ、書面にてご連絡をさせていただきます。 
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「バレンタインフェア」 ■1月 7日（木）～2月 14日（日） ■地下 1階 食品 
 
■ハートモチーフ大切な人とシェアして楽しむバレンタインスイーツ 

大切な人と過ごす週末バレンタインに最適なハートモチーフのスイーツをご用意しました。 
 

<商品の一例> 

・東武企画品 ダロワイヨ 「エンジェルハート」 (4個入) 4,320円 

愛らしい天使をあしらったハート型チョコレートケースの中に、ダロワイヨ特製のボンボンショコラを詰合せ。女子のキュンキュンする気持ち

を表現したデコレーションで愛を伝えて。※限定 50点  

※ご予約期間：1月 31日（日）まで ※お渡し・販売期間：2月 1日（月）～14日（日）  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 4番地 ダロワイヨ 

・東武企画品 新宿高野 「ショコラクール」 (径約 12cm) 2,808円 

真っ赤なハートのようなイチゴが詰まったドーム型の艶めくチョコケーキ。 

※ご予約期間：1月 7日（木）～2月 13日（土） ※ご予約はご利用日の前日まで ※お渡し・販売期間：2月 1日（月）～14日（日） 

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 9番地 新宿高野 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
■インバウンド春節シーズンに合わせて、和テイストのバレンタイン商品を展開 

外国人観光客が増加しており、当店も 2015 年暦年の免税売上が 2014 年度比で 2 倍以上となりました。そこで、春節シ
ーズンに合わせて、握り寿司そっくりのチョコレートやチョコレートを練りこんだ羊羹など和スイーツをご用意しました。 
 

<商品の一例>  

・ロイスダール 「魚海岸ショコラ」 (すしチョコ 5個・がりチョコ 1個) 2,592円 

まるでお寿司のようなチョコレート。ミルク、スイート、ホワイトの 3種のチョコレートとジャンドゥーヤを使用したマグロやエビがユーモアたっ

ぷりです。 

※限定 100点 ※お一人様 2点まで ※販売期間：2月 10日（水）～14日（日） ※販売場所：地下 1階 4番地 ロイスダール 

・東武企画品 金沢和音 「ちょこ羊羹」 (ホワイト・ミルク/1個) 各 270円 

羊羹にチョコレートを練り込みました。チョコとあんこのまろやかで優美な味わいがお楽しみいただけます。 

※販売期間：2月 4日（木）～14日（日） ※販売場所：地下 1階 5番地 金沢和音 

・東武企画品 銀座あけぼの 「ちょこどら いちご」 (1個) 173円 

ハートの形をしたもちもちの生地の間には、いちごのチョコが入っています。お土産にも最適なお菓子です。 

※販売期間：2月 4日（木）～14日（日） ※販売場所：地下 1階 4番地 銀座あけぼの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

↑ ダロワイヨ ↑ 新宿高野 

↑ 金沢和音 ↑ 銀座あけぼの ↑ ロイスダール 


