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株式会社東急百貨店（以下、当社）は、本日 2021 年 6 月 1 日（火）「渋谷 東急フードショー」（以下、当店）のス

イーツゾーンを渋谷マークシティ 1階にオープンしました。 

本日オープンしたスイーツゾーンには、渋谷 東急フードショーから生まれる新たなショコラスイーツショップ＜

REICACAO＞や、焼き立てチーズタルト専門店＜BAKE CHEESE TART＞が新たに展開するチーズスイーツ専門

店＜チーズころん by BAKE CHEESETART＞などの ONLY ショップ（*1）が 5 ショップ（*2）登場。また、＜MERCER 

CAFE＞が展開する恵比寿で人気の“ふわ・もち”食感の生キャラメルシフォンケーキ専門店＜MERCER bis＞や、

兵庫の老舗和菓子店＜大三萬年堂＞から誕生した御茶ノ水の新感覚和スイーツショップ＜大三萬年堂 HANARE

＞など 8ショップが商業施設に初出店しました（*3）。 
（*1）ONLYショップ：渋谷 東急フードショーのみ展開しているショップ  (*2)＜Lait ribot＞は 7月 10日(土)オープン予定 

（*3）店舗ラインナップについてはこちらからご確認いただけます。URL:https://www.tokyu-dept.co.jp/corporate/press/whats_new/2021_0525.pdf 
 
渋谷らしいポップなかわいさのクッキー缶にベーシックなクッキーを詰め合わせた＜パティスリーカメリア銀座

＞Chouchou（シュシュ）や、オーガニックチョコレートをメインで使用しカカオポットの鮮やかさを表現した＜

REICACAO＞ガトーカカオ、和と洋の素材をぜいたくに盛り込んだ和風パフェ＜大三萬年堂 HANARE＞大三ぱふ

ぇ[抹茶、あんこちょこ]など、渋谷近隣や渋谷駅に乗り入れる各路線沿線の人気・実績のあるショップの限定品や

専門ショップならではのこだわりが詰まった限定品、地方で人気の和菓子店による限定品といった渋谷 東急フー

ドショーだけで購入できる限定商品が約 50点登場し、今後も随時追加していく予定です。 

また、東急百貨店ネットショッピング（https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmTopPage/1）では、渋谷 東急フードショー限定商

品を含む各ショップの人気・定番商品などを展開し、ご自宅からも「渋谷 東急フードショー」をお楽しみいただくこ

とができます。 

 

なお当店は、昨年 9月「生鮮・グローサリーゾーン」移設オープンに続き、本日「スイーツゾーン」をオープンし、7

月 10 日(土)の「デリゾーン」オープンをもって、グランドオープンを迎えます。「楽しいから、もっと美味しい」をコン

セプトにライブ感や作り立てにこだわり、デパ地下ブームの火付け役となってから 20 年、開業時のコンセプトを受

け継ぎながら「SHIBUYA “ENTERTAINMENT” Foodshow」 をコンセプトに、“新たな発見”と“街歩きの楽しさ”を

存分に味わえる新たな進化を遂げています。 

 

当社は、独自の多事業化ビジネスモデル「融合型リテーラー」を推進しており、その一環として東急線沿線を中

心に約 10 店舗の食品専門店（小型店含む）を展開し、地域の方々の食を支えています。引き続き、「融合型リテ

ーラー」のさらなる進化に向け、全社をあげて、さまざまな施策に取り組んでまいります。 

2021年 7月 10日(土)にグランドオープンを迎える「渋谷 東急フードショー」 

スイーツゾーンが本日 6月 1日（火）オープン！ 

約 50点の渋谷 東急フードショー限定商品が登場 
東急百貨店ネットショッピングで購入できる商品も 

  

 

 
スイーツゾーン 

(洋菓子） 
＜パティスリーカメリア銀座＞ 

Chouchou（シュシュ） 
＜大三萬年堂 HANARE＞ 

大三ぱふぇ[抹茶、あんこちょこ] 

 
スイーツゾーン 
（和菓子） 

https://www.tokyu-dept.co.jp/corporate/press/whats_new/2021_0525.pdf
https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/cmTopPage/1
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■渋谷 東急フードショー限定スイーツ 

 
渋谷近隣や渋谷駅に乗り入れる各路線沿線の人気・実績のあるショップの限定品 

   

＜TiMi＞ 

ビスキュブ・ミニョン 

（1箱・3個入） 1,512円／1日 50箱

限定 

杏仁豆腐、プリン、いちごのミルフィ

ーユを立体的なクッキーに仕立てま

した。ザクザクとした食感の中に、お

なじみの生菓子の味わいが広がる、

少し不思議で新しい美味しさをお楽

しみいただけます。 

＜MERCER bis＞ 

シフォンシェ（シフォンケーキ×フィナ

ンシェ） 

（1個） 443円 

シフォンケーキとフィナンシェのハイ

ブリッドスイーツ。シフォンケーキの

ふわっと感とフィナンシェのもっちり

感を合わせ、まるで“生キャラメルシ

フォンケーキ”がそのまま小さくなっ

たかのようなスイーツに仕上げまし

た。 

＜パティスリーカメリア銀座＞ 

Chouchou（シュシュ） 

（1缶） 3,501円／1日 30缶限定 

スイーツ情報メディア「ufu.（ウフ。）」

とのコラボ商品。渋谷らしいポップな

かわいさのクッキー缶に、ベーシック

なサブレバニーユやサブレショコラ

など 4 種のクッキーを詰め合わせま

した。 

 

 

 

専門ショップならではのこだわりが詰まった限定品 

   

＜AnniBAUM＞ 

窯だしチーズバウム 

（1個） 411円 ／ 1日 20個限定 

＜アトリエ アニバーサリー＞が手掛

けるバウムクーヘン専門店＜

AnniBAUM＞。デンマーク産の高品

質クリームチーズをぜいたくに使い、

熟練のパティシエがこだわりの焼き

加減で焼き上げた渋谷 東急フード

ショー限定商品。温めても、冷やして

もおいしく食べられるバウムクーヘン

です。 

＜REICACAO＞ 

ガトーカカオ 

（1箱・5種類、各 1個入） 1,296円 

カカオ本来のおいしさを表現するチョ

コレート菓子の専門店＜REICACAO

＞。オーガニックチョコレートをメイン

に使用し、ブラウニー生地の中にル

ージュ、抹茶、パッション、カシス、ノ

ワールの 5 種類のクリームをそれぞ

れサンドして、カカオポットの鮮やか

さを表現した新たなスイーツです。 

※本商品の売り上げの一部をカカオの苗木と

して農家に寄付します 

＜ATELIER MELLOWHICH＞ 

パウンドケーキ 4個入り 

（1セット・4個入） 1,296円 

厳選したナッツやフルーツを使用し、

手焼きにこだわった、しっとり生感の

パウンドケーキ専門店＜ATELIER 

MELLOWHICH＞。まるで生菓子のよ

うなぜいたくなおいしさです。イラスト

やメッセージが描かれたパッケージ

を組み合わせることができるので、

オリジナルパーソナルギフトにおす

すめです。 
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地方で人気の和菓子店による限定品 

   

＜大三萬年堂 HANARE＞ 

大三ぱふぇ 抹茶 

（1個） 810円 

大三ぱふぇ あんこちょこ 

（1個） 864円 

兵庫県の老舗和菓子屋＜大三萬年

堂＞から誕生した御茶ノ水の新感覚

和スイーツショップ＜大三萬年堂

HANARE＞で人気の「和風パフェ」。

渋谷 東急フードショー限定で、紙カ

ップ入りの手持ちパフェとして登場。

和と洋の素材をぜいたくに盛り込ん

だ HANARE特製の和風パフェです。 

＜くら吉＞ 

プレミアムシャインマスカットウィッチ 

（1個） 432円 

プレミアムラズベリーウィッチ 

（1個） 432円 

秋田県に店舗を構える菓子店＜くら

吉＞。秋田県伊藤果樹園の安心・安

全なシャインマスカット、秋田県立大

学を中心とした産学連携プロジェクト

から誕生した秋田県産ラズベリーを

使用したプレミアムウィッチ。秋田県

の高品質な素材を生かし、菓子にし

ました。 

＜藤菜美＞ 

わらび餅 華やぎ 

（1折） 2,001円 

京都 清水三年坂の団子茶屋＜藤

菜美＞。波照間黒糖 黒須きなこと、

渋谷 東急フードショー限定の 3 種

（和三盆 丹波黒豆きなこ、濃抹茶、

白きなこ）の 4 種を詰め合わせまし

た。店内厨房で仕上げた味をお楽し

みいただけます。 

 

■渋谷 東急フードショー 概要 

・所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 

・営業時間：10時～21時(当面の間、11時～20時) 

・定休日：不定休 ※政府や自治体からの要請により営業時間などを変更する場合があります。 
 

ゾーン オープン日 売り場面積(㎡) ショップ数 

スイーツ（渋谷マークシティ 1階） 2021年 6月 1日(火) 1,320㎡ 
37ショップ 

期間限定スペース 2箇所 

デリ（しぶちか） 2021年 7月 10日（土） 1,830㎡ 
54ショップ 

期間限定スペース 2箇所 

生鮮・グローサリー 

(渋谷マークシティ地下 1階) 

2021年 7月 10日（土）正式オープン

（2020年 9月仮オープン） 
2,920㎡ 13ショップ 

計  6,070㎡ 
104ショップ 

期間限定スペース 4箇所 
 
なお、渋谷 東急フードショーのオープンにあたり、お客さまに安心してお買い物いただくため、以下のとおり衛生管理を一層努めて
まいります。 
1. 出勤前の検温等による健康状態の確認 
2. スタッフのマスク着用および手洗い、アルコール消毒の徹底  
3. 出入口等へのアルコール消毒液の設置 
4. 出入口解放等による館内換気の確保 
5. ソーシャルディスタンスの確保 
6. レジ周辺の飛沫防止用パーテーションの設置 
7. お釣り銭返却時のトレイ使用 
8. 混雑状況により入場制限の実施 

 

※渋谷 東急フードショー限定商品のラインナップは別紙参照願います 

 



 

1 
 

 

【別添】「渋谷 東急フードショー」限定品一覧 

※ＯＮＬＹとは、渋谷 東急フードショーのみで展開するショップです。 

※渋谷エリアは、渋谷駅から一駅圏内を指します。 

※価格は消費税を含んだ税込価格です。 

スイーツゾーン（渋谷マークシティ１階） 

区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

洋菓子 

ATELIER MELLOWHICH 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

アトリエ メロウウィッチ パウンドケーキ 4 個入り 4 個 1,296 円 有 

厳選したナッツやフルーツを使用し、手焼きに

こだわった、しっとり生感のパウンドケーキ。ま

るで生菓子のようなぜいたくなおいしさです。 

 

和菓子 
ATELIER FUJITA 

【商業施設初出店】 
アトリエフジタ 小豆 4 種 1 セット 1,178 円  

＜アトリエフジタ＞で定番の、素材にこだわっ

た小豆を使ったおはぎ（小豆と塩の華、小豆と

カレンツ、小豆ときな粉、小豆とごま）が楽しめ

る限定セットです。 
 

和菓子 
ATELIER FUJITA 

【商業施設初出店】 
アトリエフジタ 白餡 4 種 1 セット 1,523 円  

＜アトリエフジタ＞独自の変わりおはぎ（バラと

ライチ、さつまいもとコーヒー、抹茶とワカメ、生

姜とあんず）が楽しめる限定セットです。 

 

洋菓子 
AnniBAUM 

【渋谷エリア初出店】 
アニバウム 窯だしチーズバウム 1 個 411 円  

デンマーク産の高品質クリームチーズをぜい

たくに使い熟練のパティシエが最高の焼き加減

で焼き上げることで、表面にはおいしさの証の

焦げ目がついた渋谷東急フードショー限定商

品です。  

洋菓子 アンテノール アンテノール ラング・ド・シャ・メゾン 
13 個

入 
1,375 円

7/10(土)

から 

展開予定

上質なバターを使い、風味豊かに焼き上げた

アンテノール自慢の「ラング・ド・シャ・ショコラ」

「ラング・ド・シャ・シトロン」を、渋谷の風景を柔

らかなタッチで描いた、可愛いお家型のパッケ

ージに詰め合わせました。  
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

和菓子 
くら吉 

【渋谷エリア初出店】 
クラキチ 

プレミアムラズベリーウィッチ 1 個 432 円

有 
※2 個 

セ ッ ト 

他 

秋田県立大学を中心とした産学連携プロジェクト

から誕生した秋田県産ラズベリー。その魅力を

より引き出すため、タルト生地やクリームにラズ

ベリージャムを練り込み、赤色と黄色のセミドラ

イにしたラズベリーをトッピングしました。 

【1 日 50 個限定】 
 

 

 

 
プレミアムシャインマスカット

ウィッチ 
1 個 432 円

有 
※2 個 

セ ッ ト 

他 

秋田県伊藤果樹園の安心・安全なシャインマス

カットを使用したプレミアムウィッチ。シャインマ

スカットを酒精強化ワインで漬け込み深い味わ

いのセミドライにし、発酵バターを使用したバタ

ークリームとタルト生地でサンドし大人の味わい

に仕上げました。 

【1 日 50 個限定】 

和菓子 
高級芋菓子 しみず 

【渋谷エリア初出店】 

コウキュウイモガシ シ

ミズ 
濃厚芋チーズテリーヌ 1 個 3,780 円  

溢れる蜜たっぷりの焼き芋を生地に練りこみ裏

ごしし、独自の熱の入れ方によって抜群の滑ら

かさを堪能できる逸品に仕上げました。人気の

チーズテリーヌと芋の風味と味わいが同時に楽

しめます。 

【1 日 10 個限定】  

ベーカリ

ー 

THE STANDARD 

BAKERS FARM 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

ザ スタンダード ベイ

カーズ ファーム 
渋谷ハチコロネ 1 個 280 円  

渋谷のアイコンである秋田犬を子供から大人ま

で大好きなチョココロネで表現しました。おやつ

やお土産にもおすすめです。 

 

洋菓子 

THE TAILOR(ザ・テイラ

ー) 

【関東初出店】 

ザ・テイラー ザ・ショコラクチュール フレ 3 個入 1,944 円  

チョコレートとヘーゼルナッツを織り込んだラム

レーズンバターをココアクッキーでサンドし、うっ

とりとするほど濃厚な味わいをご堪能いただけ

る、ぜいたくな一品です。 

【1 日数量限定】  

洋菓子 新宿高野 シンジュクタカノ フルール・マ・シェリー 1 個 1,296 円  

希少糖ジュレに 5 種類のフルーツをトッピングし

ました。エディブルフラワーをあしらった渋谷 東

急フードショー限定デザートです。 

【1 日 20 個限定】 
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

洋菓子 新宿高野 シンジュクタカノ しぶデコ 1 個 2,916 円  

フルーツとエディブルフラワーで彩った渋谷 東

急フードショー限定デコレーションケーキ。3号サ

イズの小ささとデコラティブなデザインで新しい

「しぶデコ」に生まれ変わりました。 

【1 日 20 個限定】  

和菓子 
大三萬年堂 HANARE 

【渋谷エリア初出店】 

ダイサンマンネンドウ

ハナレ 

大三ぱふぇ 抹茶 1 個 810 円  

御茶ノ水店で人気の「大三ぱふぇ」が、渋谷 東

急フードショー限定で、紙カップ入りの手持ちパ

フェとして登場。厳選した茶葉を主役に＜大三萬

年堂＞秘伝のあんこやカステラ、黒本わらび粉

を使った抹茶わらび餅、甘酒豆乳クリームなど

をぜいたくに盛り込んだ「大三ぱふぇ 抹茶」に加

え、チョコレートアイスに秘伝のあんこを組み合

わせ、豆乳クリーム、“あずきとかかお”、くるみ

など和と洋の素材をぜいたくに盛り込んだ、限定

フレーバー「大三ぱふぇ あんこちょこ」も登場し

ます。 

 

 

 

 

 

大三ぱふぇ あんこちょこ 1 個 864 円  

和菓子 
大三萬年堂 HANARE 

【渋谷エリア初出店】 

ダイサンマンネンドウ

ハナレ 
和まかろん 1 個 357 円  

＜ハイアット リージェンシー東京＞のペストリ

ー・ベーカー料理長 佐藤浩一氏と共に何度も試

作を重ね完成した「和まかろん」。渋谷 東急フ

ードショー限定の 3 種[胡桃×味噌、よもぎ×抹

茶、黒ゴマ×ココナッツシュガー]は和×洋の新

しい味わいです。 

 

 

洋菓子 

チーズころん by BAKE 

CHEESETART 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

チーズコロン バイ ベ

イクチーズタルト 
ころんとチーズスフレ 1 個 251 円  

2 種のクリームチーズとマスカルポーネを使用し

た、とろける“ふわしゅわ食感”のチーズスフレで

す。 

 

和菓子 
中央軒煎餅 

【渋谷エリア初出店】 

チュウオウケンセンベ

イ 

Kumitte（クミッテ） 

※6 種 

1 袋・

6 個入
378 円 有 

＜中央軒煎餅＞のギフトの中からお気に入りの

味を楽しめる小分けのパーソナルギフト。渋谷 

東急フードショーだけの限定パッケージです。 

[トマトペッパー、胡麻ごぼう、4 種のチーズ、ア

ーモンドメープル、桜えびレモン、だし海苔巻]  
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

洋菓子 
TiMi 

【商業施設初出店】 
ティミ ビスキュブ・ミニョン 

1 箱・

3 個入
1,512 円  

杏仁豆腐、プリン、いちごのミルフィーユを立体

的なクッキーに仕立てました。ザクザクとした食

感の中に生菓子の味わいが広がる新しいおい

しさをお楽しみいただけます。 
 

洋菓子 東京ミルクチーズ工場 
トウキョウミルクチーズ

コウジョウ 

チーズフィナンシェ ソルト＆

カマンベール 
6 個入 1,296 円  

クッキーの定番人気“ソルト＆カマンベール”の

味わいを表現したフィナンシェが誕生。フランス

産発酵バターとカマンベールチーズに蜂蜜を練

り込んだ味わい深い生地に、ゲランドの塩を加

え丹念に焼き上げました。  

洋菓子 
パティスリーカメリア銀座 

【渋谷エリア初出店】 

パティスリーカメリアギ

ンザ 
Chouchou（シュシュ） 1 個 3,501 円 有 

スイーツ情報メディア「ufu.（ウフ。）」とのコラボ商

品。渋谷らしいポップなかわいさのクッキー缶に

ベーシックなサブレバニーユやサブレショコラな

どのクッキーを詰め合わせました。 
 

和菓子 坂角総本舖 バンカクソウホンポ 
ゆかり詰め合わせ箱（渋谷限

定 BOX） 

8 枚入・

2 袋
1,383 円

7/10(土)

から 

展開予定

渋谷のアイコンをモチーフにしたデザイン箱に、

代表商品のゆかり 8 枚入りを 2 袋詰めました。

渋谷 東急フードショーでしか買えないパッケー

ジは、渋谷土産におすすめです。 
 

ベーカリ

ー 
BOUL’ANGE ブール アンジュ 生搾りクロワッサンコロネ 1 個 400 円  

人気 No.1 のクロワッサン生地をイタリア菓子「カ

ンノーロ」のようなワンハンドで楽しめるスイーツ

に。フレッシュなクリームを絞り入れ、できたての

おいしさをお楽しみいただけます。 
 

ベーカリ

ー 
BOUL’ANGE ブール アンジュ 全粒粉のクロワッサンショコラ 1 個 400 円  

全粒粉を練り込んだチョコクロワッサン生地に 2

種のチョコレートを巻き込み焼き上げました。生

地表面に 5 種の小麦を使用したパン・ド・カンパ

ーニュ生地を貼り付けることで、小麦の香ばしさ

と粗引きの全粒粉のつぶつぶ感を同時にお楽し

みいただけます。  
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

ベーカリ

ー 
BOUL’ANGE ブール アンジュ クロワッサン食パン 1 個 1,620 円  

“クロワッサン好きのための食パン”をコンセプト

に人気 No.1 のクロワッサンを食パンにアレンジ

した新作が登場。クロワッサン 8 個分のバターを

ふんだんに使用しリッチな味わいに仕上げた至

高の逸品です。 

【1 日 5 個限定】  

ベーカリ

ー 
BOUL’ANGE ブール アンジュ クロワッサンクッキー 10 個入 648 円  

人気 No.1 のクロワッサンを一口サイズのミニク

ッキーにしました。そのままでももちろん、シリア

ルのようにミルクに浸してもおいしくいただけま

す。 
 

ベーカリ

ー 
BOUL’ANGE ブール アンジュ クロワッサンラスク 5 枚入 540 円  

人気No.1のクロワッサンを使用した、口あたり軽

やかなラスク。バターの香りとサクサクの食感を

お楽しみいただけます。 

 

和菓子 
藤菜美 

【関東初出店】 
フジナミ わらび餅 華やぎ 

1 折・

4 種入
2,001 円  

京都 清水三年坂の団子茶屋＜藤菜美＞。波照

間黒糖 黒須きなこと、渋谷 東急フードショー限

定の 3 種（和三盆 丹波黒豆きなこ、濃抹茶、白

きなこ）の 4 種を詰め合わせました。店内厨房で

仕上げた味をお楽しみいただけます。  

洋菓子 ベル アメール ベル アメール 

パレショコラ キャンディバン

ビ 

パレショコラ ブルーバード 

 

各 1 点 292 円  

「パレショコラ」に、可愛らしい動物モチーフやフ

ルーツをテーマにした美しいデザインが特徴の

渋谷 東急フードショー限定フレーバーが登場。

季節のパレショコラと合わせて自分好みの限定

ギフトをお楽しみいただけます。  

洋菓子 
MERCER bis 

【商業施設初出店】 
マーサー ビス キャラメルシフォンケーキ 1 個 850 円  

しっとりとした生地となめらかな生クリーム、ほろ

苦いキャラメルソースが絶妙なバランスで味わ

える看板メニュー「シフォンケーキ」が、1 人前用

の小さなホールケーキとして登場。生キャラメル

に加え、ニューヨークチーズ、キャラメルショコ

ラ、ストロベリーミルクの全 4 種をラインナップし

ます。 

 

 

 

6 
 

 

区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

洋菓子 
MERCER bis 

【商業施設初出店】 
マーサー ビス 

シフォンシェ（シフォンケーキ

×フィナンシェ） 
1 個 450 円  

シフォンケーキのふわっと感とフィナンシェのも

っちり感を合わせ持つ生地をホワイトチョコでコ

ーティングしキャラメルをかけました。「生キャラ

メルシフォンケーキ」がそのまま小さくなったよう

なスイーツです。  

洋菓子 
MERCER bis 

【商業施設初出店】 
マーサー ビス 

ニューヨークチーズ スティッ

クギフト 

1 箱・

6 本入
2,300 円 有 

＜MERCER＞レストランで人気のほろ苦いオレ

オクッキーと濃厚なチーズケーキが 2 層に重な

った「ニューヨークチーズケーキ」のスティックタ

イプ。冷凍保存が可能なので、ご自宅用はもち

ろん、ギフトにもおすすめです。  

洋菓子 LADURÉE ラデュレ 

限定プリントマカロン"シャル

リー" 
1 個 432 円  

＜ラデュレ＞の象徴であるマカロンに愛らしい犬

をプリントした渋谷 東急フードショー限定マカロ

ン。バニラ風味のホワイトチョコレート・ガナッシ

ュのマカロンにフレンチブルドッグのモチーフを

あしらった「限定プリントマカロン"シャルリー"」と

ローズ香るクリームのマカロンにチワワのモチ

ーフにを描いた「限定プリントマカロン"フィフィ"」

の 2 種を用意しました。 
 

 

限定プリントマカロン"フィフィ" 1 個 432 円  

洋菓子 LADURÉE ラデュレ ロール・ケーク・イスパハン 1 個 3,780 円  

＜ラデュレ＞を象徴するスイーツ「イスパハン」

をイメージした華やかなロールケーキが渋谷 東

急フードショー限定で登場。ローズ風味のクリー

ムとハート形に収められたライチ香るフランボワ

ーズのコンフィをジェノワーズ生地でふんわりロ

ールしました。  

洋菓子 LADURÉE ラデュレ 
サブレボックス"パリジェンヌ 

with シャルリー" 

1 箱・

12 枚入
2,376 円 有 

ヴィエノワ、ナンテ、ノワゼット、ショコラ・ノワゼッ

トの 4 種類のサブレを詰め合わせたメタルボック

ス。おしゃれなパリジェンヌがフレンチブルドック

と一緒に＜ラデュレ＞にお買い物へ出かけるキ

ュートなデザインで贈り物やお土産にもおすす

めです。  
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

嗜好品 ルピシア ルピシア プチタミ 50g デザイン缶入 
1 缶・

50g
950 円  

ベリーとライチのフルーティーな甘い香りに、深

紅と薄紫の花びらを加え、見た目も可憐な印象

の紅茶です。すっきりした味わいで、アイスティ

ーにしてもミルクを入れても美味。ギフトにもお

すすめのラベル缶入りを用意しました。  

嗜好品 ルピシア ルピシア サリュー 50g デザイン缶入 
1 缶・

50g
999 円  

すっきりと爽やかな柑橘の香りが広がるルイボ

スティーに、可憐なカモミールをたっぷりブレン

ド。軽やかな味わいは、忙しい日々のリフレッシ

ュにもぴったりなハーブティーです。ギフトにもお

すすめのラベル缶入りを用意しました。  

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ ガトーカカオ 

1 個・

5 種類

各 1 個入

1,296 円 有 

オーガニックチョコレートをメインに使用し、ブラ

ウニー生地の中にベリー、抹茶、パッション、ル

ージュ、ノワールの 5 種類のクリームをそれぞれ

入れて、カカオポットの鮮やかさを表現した新た

なスイーツです。  

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ カカオサンド 1 個 378 円 有 

カカオ分 37％のミルクチョコレートを使った特製

のボンボンショコラをサクサクのサブレでサンド

したカカオポット型のサブレサンドです。 

 

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ 
ショコラタルト 

※3 種 
1 個 486 円  

それぞれのカカオと相性の良い国産フルーツを

組み合わせたフルーツのショコラタルト。フルー

ツソースにはしっかりと味わいを感じられるよう

果実を残しました。ショコラタルト生地はビターで

さっくりとした食感です。 

[ノワール、フランボワーズ、エキゾチック]  

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ エアカカオ 5 個入 972 円 有 

エアチョコの軽やかな舌触りで香りを感じやす

く、ダイレクトにカカオの風味や味わいを感じら

れるチョコレートです。 
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区分 ショップ名 ヨミガナ 商品名 内容量 価格 

ネット 

取り扱い

有無 
商品説明 画像 

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ ショコラフォンデュ 3 個入 1,080 円  

フォンダンショコラの口どけをもっとやさしくした

イメージのスフレ生地タイプのチョコレートスイー

ツ。軽やかなチョコレートで、口の中でショコラク

リームとスフレ生地が重なりスッとなくなってしま

うような儚さが魅力の逸品です。  

洋菓子 

REICACAO 

【渋谷 東急フードショー

ONLY】 

レイカカオ CACAO BENTO 1 個 2,700 円  

カカオを使ったショコラの詰め合わせをお弁当に

見立てた一品です。見た目のかわいさ、驚きだ

けではなく、本格的な味わいも楽しめます。 

 

 


