
www.miguide.jp/ginza

銀座三越TODAY
開催されているイベントが今すぐ

わかる情報サービス
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営業時間／午前１０時３０分－午後８時。9・１１・１２階レストランは午前１１時－午後１１時。

銀座三越は、2月16日［月］・23日［月］は店舗休業日とさせていただきます。
日本橋三越本店は、2月17日［火］・24日［火］は店舗休業日とさせていただきます。

三越オンラインストア
を検索 www.mitsukoshi.co.jp

開催中～2月4日［水］午前10時
2015年 銀座三越のバレンタイン
三越オンラインストアでもお求めいただけます。

Iain Burnett
サオトメ産のカカオやハイランド産
の良質なミルクなど、選りすぐりの
素材を使用。3年以上の歳月を費
やして誕生した珠玉のショコラ。

〈イアン・バーネット〉
［銀座店限定］
上：オンリーダークボックス　
下：オンリーミルクボックス　
各 1,674円（各4個入、英国製）

Bruno Le Derf
2007年にM.O.F.（フランス国家最高
職人）を取得したブルーノ・ル・デルフ氏。
ブルターニュ地方名産の希少な
ボルディエバターをガナッシュに加え、
なめらかな口どけに。風味や食感に
こだわったプラリネとオランジェットを
赤い限定BOXに詰合せ。

〈ブルーノ ル デルフ〉
オリジンアソルティ　
［銀座店限定］ 
2,970円
（14個入、フランス製）

MARIEBELLE
アーティスティックなガナッシュで
人気の〈マリベル〉。絵柄ごとに異なる
フレーバーが、口の中でなめらかに
ほどけていきます。

〈マリベル〉
ブルーボックス　
4,752円（9個入、アメリカ製）
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まずは日本初上陸・
銀座三越初登場ブランドをチェック！

GINZA
Sweets Collection 2015

 1月28日［水］ -  2月14日［土］ 銀座三越  8階 催物会場   

XAVIER BERGER
素材同士の複雑な組合せは行わ
ず、シングルビーンと素材の持ち味
を最大限に引き出した「シングル」。
つつましさの中にある本当のおい
しさに出会えます。

〈グザヴィエ・ベルジェ〉
左：シングル　［銀座店限定］
1,620円（4個入、フランス製） 
シトロン、塩バターキャラメル、ヘーゼル
ナッツ、ヌガー。シングルビーンの個
性をいかし、素材の調和を大切に
した4つの味わいを。

右：アソート　［銀座店限定］
1,620円（4個入、フランス製）

Chocolaterie Royale
フランスで最も古いチョコレート
ショップといわれる、1760年創業
の〈ショコラトリー・ロワイヤル〉。
カカオ豆から生成したオルレアンの
伝統の味わいを。

〈ショコラトリー・ロワイヤル〉
ショコラトリー ロワイヤル
2,376円（9個入、フランス製）
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New

チョコレート選びの
ちょっとした息抜きや
ブレイクタイムに。
作りたてのおいしさを、
会場でお楽しみいただけます。

Eat in Butter premium
発酵バターを使用したエアーポップコーンが銀座
三越初出店。この時期だけしか味わうことの
できない3フレーバーを揃えました。

〈バター プレミアム〉エアーポップコーン
ホワイトショコラベリー  
573円（Sサイズ、日本製）
★1月28日［水］～2月14日［土］
9階 銀座テラス/テラスコート

MAX BRENNER
ピザ生地に、溶かしたミルクとホワイト2種類の
チョコレートチャンクとマシュマロをのせて、こんがり
トースト。N.Y.でも大人気のおいしさを、イートイン
でもテイクアウトでもお楽しみいただけます。

〈マックス ブレナー〉チョコレートチャンクピザ 
420円（1スライス、日本製）
2,150円（1ホール、日本製）
★1月28日［水］～ 2月8日［日］
8階 催物会場

Essence de l’amour（エッセンス ドゥ ラムール）  それは、チョコレートがもたらす“愛のエッセンス”。
カカオそのものがもつエッセンスや口どけは、まるで恋をしたときのような幸福感によく似ているとか。

キミのことを好きになるということは、まるでチョコレートを食べているみたいな気持ちだ…。そう、一度はじめたら、やめられない！

9階 銀座テラス/テラスコート

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
© 2015 ISETAN MITSUKOSHI

Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。
この折込広告は、森林認証制度に基づいて認証されている
森林認証紙を使用しています。

日本橋本店　伊勢丹新宿店　今週のご案内
日本橋本店 伊勢丹新宿店

今年の恵方は西南西。約５０種の恵
方巻を取り揃えてお待ちしています。
【銀座三越限定】〈匠 古市庵〉
銀座三越巻 １本・・・・・・・・・・・・918円
■地下２階 弁当

◇２月３日（火）　まで
◇銀座三越  地下２階
  ギンザフードガーデン節分

日本橋三越本店　伊勢丹新宿店　今週のご案内

日本橋三越のバイヤーが自信を持ってお届けする恒例
の「大壱万均一」。宝飾品や呉服、紳士服、インテリア
家具などをお求めやすい均一価格でご提供します。

tel.03ー3241ー3311（大代表）

営業時間：午前10時ー午後7時。本館・新館の地階から3階は午後７時３０分まで。
新館9・10階レストランは午前11時ー午後10時。

日本橋三越本店は、２月１７日（火）・２４日（火）は店舗休業日とさせていただきます。
日本橋三越本店

● １月２８日（水）～２月２日（月）
● 日本橋三越本店 本館７階 催物会場 今年のバレンタインは「ダレかじゃなくて、ワタシの

ため」もアリ！プレゼントだけでなく自分へのご褒美
にもオススメなショコラや雑貨をご用意しました。
　　　  　  〈ラブラ マジック〉ロリポップピアス各8,424円
レッド・ピンク  ※販売期間：１月２８日（水）～２月１０日（火）
■ 本館2階 イーストパーク/イセタンガール Schoolgirl’s Valentine

● １月２８日（水）～２月１４日（土）
● 伊勢丹新宿店本館・メンズ館他 各階

tel.03ー3352ー1111（大代表）
伊勢丹新宿店は、２月１７日（火）・２４日（火）は店舗休業日とさせていただきます。

営業時間：午前10時３０分ー午後8時。伊勢丹新宿店

イセタンバレンタイン
キャンペーン

シの
褒美
た。
424円

階

伊勢丹新宿店限定

この色の組み合わせは、

きっとわたしだけ ?!

毎日持つものこそ
自分の “色 ” に

1960 年代の英国スーツをベースにした［M I 6］

Ginza Mitsukoshi

Made to
Order
じぶぶぶぶんらんらんらんらんららんらしさしさしさしさしさしさし ってってってっててってっ 何だ何だ何だ何だ何だ何だ何だろうろうろうう？？？
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色、形、形形、形、形、飾り飾り飾り飾り飾り飾り飾 …。…。…。…。…。。。

そんんんんなあなあなああなああなあなたななたなたなたななた自身自身自身身身自 のセのセのセのセの ンスンスンスススををををを

洗練練練されさされされされれれたアたアたたアたアたアたアイテイテイテテイテイ ムにムにに加え加え加えええ加え加 ててて

“ 愛おしおしおしおお いモいモいモいモいいい ノ ”ノ ”ノ ””を作を作作作りまりまりましししょし う。

銀座座座三越三越三越三越越越のメのメのメののメのメイドイドイ ト・トゥ・オーオオーオーオーダダーダーダーダーー。。

見た目も収納もハイクラス
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02. 薄さ0.4mmの布帛のような柔らかさのレザーを使った、人気のスクエア
ヘムカーディガン。5色からお好みで選べるのはも
ちろん、袖丈補正や表面加工もオーダーできます。
〈ロゥタス〉レザーカーディガン 79,920円から
やぎ革、34～42
■４階 銀座スタイル モンミロワール　

Color;   5色（ブラック、ピンクベージュ、ウオッシュジーンズ、
インディゴ、カスタード）

Design;袖丈：3cm以内の詰めまで可能（4～5cmは有
料）／ご希望により表面ウオッシュ加工可能／
６48円でブランドタグ部分にイニシャルプレート。

※お渡し期間：約６週間後

Order Point

06. お客さまの声により、すっきりとアウターインもできる、しなやかな素材のプル
オーバーが登場。さらにロゴのデザインや色をお選
びいただけます。ぜひこの春の“お気に入り”に。
〈アメリカーナ〉
プルオーバー 14,040円
プルオーバーパーカ 17,280円
綿６０％・指定外繊維（リヨセル）４０％、Ｍ
■３階 銀座スタイル ル プレイス

Color;   本体カラー：３色（グレー、ブラック、ホワイト）／
ロゴカラー：２色（ブラック、ホワイト）

Design; ロゴ：５種

※お渡し期間：約１カ月半後

Order Point

エレガントな革アイテムで人気の
〈カミーユ・フォルネ〉では、６種の

バッグに革小物、ベルトの素材や色をお選び
いただけます。
〈カミーユ・フォルネ〉パターンオーダー会
バッグ 135,000円から
財布・革小物 54,000円から
■６階 カミーユ・フォルネ

Material;皮革約6種（牛革、トカゲ革、アリゲーター革、
オストリッチ革など）

Color;   約100色（表地、裏地、それぞれ別色可能）
Item;    バッグ6種（トートバッグ、ドキュメントケース、

クラッチバッグ、婦人バッグほか）、革小物（名刺
入れ、キーケース、長財布ほか）、ベルト

※お渡し期間：約６カ月後

04.

Order Point

地金と石の種類を選び、石を留める
場所までセレクトできる、自由度の高

いジュエリーオーダーが実現。宝飾デザイナー
気分で、あなただけの輝きが作れます。
〈フェスタリア ビジュソフィア〉
私だけのＯＮＬＹ １ ジュエリー 
リング 60,480円から 
ネックレス 38,880円から（チェーン付）
■地下１階 アクセサリー

Base; 6種（Ｋ１０またはＫ１８：それぞれホワイトゴールド、イエ
ローゴールド、ピンクゴールドからお作りできます）
※ツヤあり・ツヤ消しの仕上げ加工がお選びいただけます。

Jewel;ダイヤモンド、ルビー、ピンクサファイア、ブルーサ
ファイア（濃淡あり）

※お渡し期間：約１カ月半後

05.

Order Point

収納に便利な“茶箱”が、布張りや
タッセルなどの装飾を施して、美しい

収納箱に生まれ変わりました。あなたの部屋を
彩るインテリアボックスをクリエートしませんか？
インテリア茶箱 32,400円から
２月３日（火）まで期間限定受注
■８階 銀座スタイル シンプリーハート

Design;張り生地（ウィリアム・モリス、ピエール・フレイなど）
／装飾：リボン、タッセル飾りなど 

Size;    全８種／掲載品：約25×28×高さ20cm

※お渡し期間：約50日後

03.

Order Point

三越伊勢丹限定で展開される、〈ハ
ウススタイル オブ イセタンミツコシ〉。

ブリティッシュスタイルで2モデル、クラシコスタ
イルで2モデル、アメリカンスタイルで1モデル。
計５モデルの中から、お好みのモデルに生地や
ボタンをチョイス。
〈ハウススタイル オブ イセタンミツコシ〉
メジャーメイドスーツ 74,520円から
■７階 メジャーメイド

Style;  ５モデル（モダンクラシコ、モダントラッド、ディプロマ
ティコ、ＭＩ６、イングリッシュブレード）

Design;表地：約1000種（２０１５年春新作生地含む）／
裏地：約100種／ボタン：約50種　
※別途オプション料金が発生する場合がございます。

※お渡し期間：約４週間後

07.

Order Point

ご自身でデザインする世界唯一のジュエリー

こそのこ

毎日持つもの
に

自分の “色 ” に

LADIES’
LEATHER JACKET02

元気になる色、落ち着く色、似合う色…アナタの色でアイテムが変身します。

柔らかレザーで
色の深みアップ

ロゴのパターンは

全部で 5種類

アナタ仕様に、変わります。

□ １月２８日（水）～２月１０日（火）　
□ 銀座三越 各階

01. シンプルな美しさと、折りたためる機能性が人気。サイズ、取っ手の長さ、
刺繍の書体など細かいカスタムも魅力的ながら、
カラーブロックの組み合わせが最注目ポイント。
〈ロンシャン〉ル・プリアージュ® バッグ 8,640円から
２月３日（火）まで期間限定受注
■１階 Ｇ-スペース　

Color;   ２０１５年新色を含む約15色
Design; 5種：バッグXＬ（約W44×Ｈ35×Ｄ23cm）、

バッグＬ（約W33×Ｈ３2×Ｄ19cm）、バッグＭ（約
W２５×Ｈ２５×Ｄ１４cm）、バッグＳ（約W２８×Ｈ１７×
Ｄ１２cm）、クラッチバッグ（約W２３×Ｈ１５×Ｄ７cm）
／持ち手：長短２種／イニシャル刺繍：書体3種

※お渡し期間：3月下旬から4月上旬予定
※詳しくは係員までお問い合わせください。

Order Point

デザイン、飾り、仕上がりまで、
アナタの好みが形になります。

※写真はすべてイメージです。

キス・ザ・ハート チャリティ
東日本復興 ×こども芸術の家 ×アート活動支援

応募受付：1月21日［水］午前10時～ 2月17日［火］午後 6時

［ウインドー展示］銀座三越 1月21日［水］～ 2月15日［日］
日本橋三越本店 1月21日［水］～ 2月16日［月］　伊勢丹新宿店 1月21日［水］～ 2月16日［月］

（株）三越伊勢丹では、アートを通して復興支援活動を支援するために、9名の著名アーティストによる「扇」の形に仕上げられたアート作品をチャリティ販売
いたします。チャリティへのご応募は、インターネットにて受付けさせていただきます。また期間中、銀座三越・日本橋三越本店・伊勢丹新宿店の3店
舗のウインドーにて、実際のアート作品の展示も行います。チャリティ販売による売上は消費税を除き全額、東北で“アートとこども”をテーマに活動する
〈こども芸術の家〉の活動に寄付させていただきます。 ※詳しくは、ホームページをご覧ください。　http://kisstheheart.jp

■ チャリティ販売価格：扇面アート作品　各32,400円（税込）
■ チャリティ参加アーティスト：椿 昇氏・鬼頭 健吾氏 ※銀座三越でのウインドー展示/中里 周子氏・吉谷 桂子氏 ※日本橋三越本店でのウインドー展示/
　　　　　　　　　　　　　　  仲條 正義氏・名和 晃平氏・赤石 隆明氏・鈴木 親氏・ミロコ マチコ氏 ※伊勢丹新宿店でのウインドー展示
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「お仕事がんばって」の心遣いを贈って。
鮮やかなカラー展開の“JET8”に、金属ボディのクロームが追加。

しっくりと手になじみ、非常になめらかな特製インクが快適な書き味を実現。

〈エス・テー・デュポン〉 
JET8 ボールペン  各10,800円

★6階 筆記具

01

ハートの存在で気持ちを伝えて。
「大人の男性に似合うハート柄」で人気のシリーズに新色が登場。

抜群の伸縮性を誇る生地は、ボディに一体化するかのような着用感です。

〈グレイブボールト〉 
ボクサーパンツ  各5,184円（ナイロン88％・ポリウレタン12％/S～L）

★7階 紳士肌着

02

北川チカ作陶展
★1月28日［水］～2月3日［火］★8階 リミックススタイル/ダイニング

ひと目見れば「かわいい」と言葉がこぼれる
北川チカさんのうつわで、バレンタインスウィーツを楽しみませんか。

“Arabian Night Black” 
マグカップ  4,320円  ソーサー  3,240円  豆皿  2,160円

03

〈ラルチザン パフューム〉
フレグランス プロフィラージュ イベント

［予告］★2月7日［土］・8日［日］各日午後1時～（約60分）
★4階 特設会場　★定員：各日4組さま 

〈ラルチザン パフューム〉30種類以上のフレグランスの中から、
お好みの香りへ導くプロファイリングを行います。恋人やお友だちなど
お二人さま1組でご参加いただくことも可能です。ご予約は店頭または
お電話にて承ります。 ※1月28日［水］より、第2次予約を承ります。
［ご予約・お問合せ］ 03-3535-1786（フレグランス直通）
※定員に達し次第、ご予約受付終了とさせていただきます。

〈ラルチザン パフューム〉 
ロード カポラル オードトワレ  19,440円（100mL）

★1月28日［水］販売

04

6F

7F

Fair

Event

Deremiens
クラシックなプラリネに加え、ベルガモットなどのフラワーフレーバー
シリーズと、ケチャップやモヒートなどの半球シリーズが1度に楽しめ
る贅沢なアソート。

〈ドゥルミアン〉
ドゥルミアン　2,160円（9個入、ベルギー製） 

GODIVA
2015年のバレンタインは“カレイドスコープ”（万華鏡）がテーマ。
陶器のハート型ボックスと、ソフトでスムースな口どけのチョコレート
に夢見ごこち。

〈ゴディバ〉 
ゴディバ フォンダンショコラ  陶器キープセイク　6,048円（6個入、ベルギー製） 

DEBAILLEUL
M.O.F.（フランス国家最高職人）の高度な技術を継承した確かな味
わい。紅茶やコーヒーと楽しみたい、ストロベリーとアールグレイの
ガナッシュなどをアソート。

〈ドゥバイヨル〉
モントシエル　3,672円（9個入、ベルギー製）

neuhaus
果実の甘味や酸味が広がるフルーツガナッシュと、香り豊かなヘーゼ
ルナッツジャンドゥーヤをチョコレートカップに閉じ込めて。

〈ノイハウス〉
クピン オ フリュイ　1,728円（5個入、ベルギー製）

Rêve De Bijoux
ベルギー前国王の即位式晩餐会で唯一任命されたショコラティエ、
イァン・アンドリース氏によるショコラを銀座三越限定の特別ケースで。

〈レーヴ ドゥ ビジュー〉
レーヴ ドゥ ビジュー×イァン・アンドリース 2015　
3,240円（6個入、ベルギー製）
［銀座店限定］

Bruyerre
1909年創業の歴史が紡ぐ人気のアソート。自慢のプラリネを包ん
だチョコレートにラズベリーとマンゴーのハートもセット。

〈ブリュイエール〉
ショコラセレクション　2,484円（8個入、ベルギー製）

Leonidas
世界中の〈レオニダス〉で一番人気の、コーヒーが香る「マノンカフェ」や
バレンタインに欠かせないハートのプラリネ「フォーエバー」などをセットに。

〈レオニダス〉
プラリネギフトアソート　1,728円（6個入、ベルギー製）

SELECTION BOX
三越限定ブランドとして百貨店初登場の〈セントー〉をはじめとした、個性が光る計8つのショコラトリーが
一堂に集結。

ベルギーセレクションボックス  500点限り  3,240円（8個入、ベルギー製） ［銀座店限定］

d' IVOIRE
ひと粒ひと粒がボリュームあるアソート。代表作のトリュフ 「クリームバニラ」
は、とろけるような繊細な口どけと、上質なカカオの香りが魅力。

〈ディヴォア〉
銀座三越限定グラン　1,458円（5個入、ベルギー製）
［銀座店限定］

Daskalidès
創業80年以上の歴史を刻む実力派ショコラトリー〈ダスカリデス〉
の限定アソート。レッドハートとチーズケーキストロベリーのショコラ
2個のミニボックス付き。

〈ダスカリデス〉
銀座三越限定ショコラ　1,593円 （8個＋2個入、ベルギー製）
［銀座店限定］

GARY’S CHOICE
ベルギーのトリュフブランドが日本初登場。ゲイリー氏が祖母の
レシピを受け継いで作ったソフトな口どけを詰合せました。

〈ゲイリー・チョイス〉
プティトリュフ　1,620円（12個入、ベルギー製）

Centho
「インターナショナル・チョコレート・アワーズ 2013」金賞受賞作
「塩キャラメル」、日本限定の「アップル」、その他「バニラ」など8個の
厳選アソート。

〈セントー〉
セントーチョコレート C　2,001円（8個入、ベルギー製） ［三越限定］

おいしさはもちろん、アフターユースできるパッケージにも要注目。Package
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GALLOTHAI
タイの高級リゾートホテルも惚れ込んだショコラトリーより。ハンドペイントされた
6種類のベンジャロン焼きの器に、トロピカルフルーツのトリュフをひと粒入れて。

〈ガロタイ〉ベンジャロンチョコレート　［銀座店限定］
a:ブルー b：ブラック c：グリーン　パッションフルーツダークトリュフ
d：ホワイト e：レッド f：イエロー　マンゴーミルクトリュフ
各 1,944円（1個、チョコレート・陶器：タイ製）

HUGO&VICTOR
手帳型ボックスに、「恋愛運を呼ぶカード」といわれるハートが描かれた新作。
ガナッシュとプラリネを、それぞれダークとミルクチョコレートのペアで。

〈ユーゴ＆ヴィクトール〉 カルネ・アスドクール
 4,212円 （12個入、フランス製）

Love...Belgium!
街に数々のショップがひしめき合う、
チョコレートパラダイス、ベルギー。｠

「プラリネ」を開発したパイオニアの国の、
最新チョコレートをここに。

♥ 〈セントー〉
ヴァイオレット
ほんのりスミレが香る、
ペルー産カカオのガナ
ッシュ。ラズベリージャム
の酸味がアクセントに。

♥ 〈レオニダス〉
モザイクビター
クランベリーの酸味、ク
ランチビスケットの食感、
ビターチョコレートのほ
ろ苦さが奏でる美味な
るハーモニー。

♥ 〈ドゥバイヨル〉
シャーロット
深煎りしたナッツの旨
みと、凝縮されたカカ
オのビターな味わい。深
く残る余韻が印象的。

♥ 〈ドゥルミアン〉
ケチャップ
ドゥルミアン氏のオリジ
ナルケチャップを使用。
遊び心が効いた意外な
マリアージュに驚嘆！

♥ 〈ダルシー〉
ベルジアン オウル
ベルギー製シングルモル
トウイスキー「オウル」を
使ったキャラメルを、ミ
ルクチョコレートで封じ
込めました。

♥ 〈ノイハウス〉
サタン
ほろ苦いダークチョコレー
トの中には、クランチ
状のヘーゼルナッツキャ
ラメル入りプラリネが
ぎっしり。

♥ 〈デルレイ〉
レッドダイヤモンドダーク
独特の甘いアロマをも
つ「トンカ豆」で香り付
けしたホワイトガナッシ
ュを、ダークチョコレート
にイン。

♥ 〈ブノワ・ニアン〉
バニラ
ブルボンバニラもカカオも
良質なマダガスカル産を
使用したガナッシュ。素材への
こだわりを形にした、ブノワ・
ニアン氏渾身のひと粒。

DARCIS
ベルギーチョコレート大使の終身称号をもち、ルレ・デセール会員で
もあるダルシー氏が創作する独創的なショコラ。2つの新作を加え
たダークショコラのみの限定アソート。

〈ダルシー〉
ノワール セレクション　2,052円（6個入、ベルギー製）
［銀座店限定］

♥ プレゼント ♥

1月28日［水］～2月8日［日］、8階 催物会場内、ベルギーブランドショップ
にて、1ショップにつき5,400円以上（税込/合算不可）をお買いあげの
お客さまに抽選用紙をお渡しします。必要事項をご記入のうえ、専用応募
ボックスにご投函ください。抽選で景品をお送りいたします。　
※詳しくは係員におたずねください。
後援：ベルギー観光局ワロン・ブリュッセル

Chocolatier

CLUB HARIE
ひと口サイズのハート型チョコレートの詰合せ。味はいちご、ナチュール、
ハニーキャラメル、クッキーブラウニー、ブラウニーカフェ、チョコバナナの6種類。

〈クラブ ハリエ〉
シュセットショコラ　2,592円（6本入、日本製）
マカデミアナッツをふんだんに使い、ほろ苦くしっとりと仕上げたチョコレートブラウニー。
ハートの形のパズルになった、ユニークなひと品です。

ハートブラウニー　1,944円（1個、日本製）

pâtisserie Sadaharu AOKI paris
抹茶やほうじ茶、アールグレイなど「お茶」をテーマに青木定治氏がこだわりの
素材を厳選したスペシャルボックスです。

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
スペシャル テ　2,916円（6個入、フランス製）

JEAN-PAUL HÉVIN
今季のテーマは「フォリ ドゥース（甘美な狂気）」。限定ボックスを開けると
そこに、甘く優しいショコラの誘いが。

〈ジャン=ポール・エヴァン〉 ボワットゥ ショコラ フォリ ドゥース
5,232円（12個入、フランス製）  3,969円（10個入、フランス製）

王道ブランドから選ぶ！
世界のトップショコラティエ＆パティシエたちの新作。

Alcohol

VALENTINE'S BAR
5種類（ブランデー・キルシュ・シャンパーニュ・日本酒・コーヒーリキュール）の
お酒を使用。お酒によって変わる味わいを楽しむトリフチョコレートです。

〈バレンタインズバー〉 トリフショコラアソート  1,080円（5個入、日本製） 

LE CHOCOLAT DE H
辻口博啓氏が銀座三越のために作りあげたショコラはシャンパーニュとカシスを
合わせたガナッシュが溶けあいます。ラズベリーパウダーの酸味との余韻に酔いしれて。

〈ル ショコラ ドゥ アッシュ〉 プレジール ドゥ ショコラ “ギンザ” ［銀座店限定］
2,001円（5個入、日本製）

カカオ×アルコールのこころ奪うマリアージュを堪能して。

GINZA 
VALENTINE
FAIR 2015
2月14日［土］まで
銀座三越 各階

銀座三越 ８階 催物会場    GINZA Sweets Collection 2015  1月28日［水］ - 2月14日［土］
9階 銀座テラス/テラスコート

※写真はイメージです。
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