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ネットでエキナカ対応

G キューブ アソートメント 

ネットでエキナカ対応

20粒入 3,240円（税込）

限定フレーバーのミルク メープルウォル
ナッツなど6種類の詰め合わせ。

〈ゴディバ〉

クローニャランターン

7個入 702円（税込）

黒猫のランターンに入ったミ
ルクチョコレート、クランチチ
ョコレートの詰合わせ。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

パンプキンバック
ジャック•オ•ランタンのプチバッグ
に4種のクッキーを詰めました。

〈パティスリー銀座千疋屋〉

12個入 864円（税込）

ネットでエキナカ対応

ジャックオランターン

20個入 1,080円（税込）

ジャックオランターンに入ったチョコ
レート、キャンディの詰合わせ。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

※配送不可

ミートントリートポーチ

11個入 880円（税込）

黒猫の刺繍をあしらったポー
チにミルクチョコレートやキャ
ンディを詰め合わせました。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

黒猫のケーキ

直径約12cm 1,620円（税込）

ココアスポンジと濃厚なチョコレートムースに、
アーモンドプラリネとフランボワーズがアクセント。

〈ボビーユーハイム〉

販売期間 10/23（金）より

クライナーショコバウム

4個入 540円（税込）

しっとり柔らかな生地に、スウィート
チョコレートをコーティング。

〈ボビーユーハイム〉

※なくなり次第終了

ハロウィンプリント
マカロン 

〈ダロワイヨ〉

2個入 756円（税込）

かぼちゃと黒猫が描かれ
た、ポティロン（かぼちゃ）と
ヴァニーユのマカロン。

赤羽
限定紫芋のチーズケーキ

チーズと紫芋の2種類のクリームを
しっとり焼き上げたチーズケーキ。

〈パティスリー銀座千疋屋〉

1個 648円（税込）

取っ手がジャック・オ・ランタンに!

ハロウィン
上生菓子

1個 367円（税込）

かわいいかぼちゃとお
ばけをかたどったハロウ
ィン限定の上生菓子。

〈千住宿 喜田家〉

販売期間 10/14(水)より

ハロウィン
限定

バッグの中からスマホの光を当てると
かわいいモチーフが投影されます

ハロウィ
ンのキャ

ラクター
が大集合！

ドーナッツモンスター

1個 235円（税込）

ドーナッツがかわいいモンスター
に大変身。

〈はらドーナッツ／はらロール〉
全部で4種

類
赤羽
限定かぼちゃモンブラン

サクサクのタルトの上に、濃厚なかぼちゃ
クリームをたっぷり絞りました。

〈パティスリー銀座千疋屋〉

1個 756円（税込）
販売期間 10/3(土)より
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チョコレートタルトにキャラメルクッキークリームと
北海道産のかぼちゃクリームを重ねました。
直径約16cm 3,402円（税込）

ハロウィンスイートとかぼちゃの
キャラメルクッキークリームタルト

〈ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー〉

かぼちゃクレープ

1個 250円（税込）

北海道えびすかぼちゃの濃厚なペースト
を、もっちり生地で包み込みました。

〈ラップド クレープ コロット〉

田ノ蓑ミックス

6本入 486円（税込）

さまざまなチョコレートをコーティングし、
洋風に仕立てたおかき。

〈田ノ歩〉

ハロウィントリート
陶器のジャック・オ・ランタンの中に、国産果汁
の美味しさがギュッと詰まったひとくちゼリー。

〈パティスリー銀座千疋屋〉

12個入 972円（税込）

ハロウィンカステラ [特S号]

1折 864円（税込）

カステラにハロウィンの絵柄を入れ、
限定の包装紙で包みました。

〈文明堂〉

販売期間 10/9（金）より
※なくなり次第終了

蓋付きでお菓子入れにピッタリ。
3種類のスナックが9袋入っています。
1個 980円（税込）

パンプキンメガバケツ
〈グリーンデリ〉 30個

限定

※なくなり次第終了

ドリップバッグ2袋に、焼き菓子が
2個入ったお手軽ギフトセット。
1セット 800円（税込）

ハロウィンプチアソート
〈やなか珈琲店〉

ハロウィンを楽しめる商品や秋の
お花で、お部屋の中を華やかに。
～2,750円（税込）

Halloween 
ARRANGEMENT

〈青山フラワーマーケット〉

※商品は画像と異なる場合がございます

ハロウィンあんみつ
カボチャにおばけにコウモ
リといった、にぎやかなトッ
ピング入りのあんみつ。

〈船橋屋〉

1個 594円（税込）

ネットでエキナカ対応

販売期間 10/17（土）より

Goods & Gift
ハロウィン仮装のお供にピッタリ、
モコモコのボアがかわいいバッグ。
3,850円（税込）

ボアキンチャクバッグ
〈ローリーズファームプラス〉

北海道産えびすかぼちゃを使用

直径28cmのジャンボサイズ

ハロウィンBOX [L]

6個入り 1,080円（税込）

季節限定のかぼちゃケーキと
人気の焼き菓子をハロウィン
限定BOXに詰め込みました。

〈ブールミッシュ〉

※なくなり次第終了

パンプキンプリン

サイズ 80×270×45 mm 
1,000円（税込）

かぼちゃの甘さとシナモンの風味が
効いた、濃厚な味わいのプリン。

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

見ても食べても楽しいスウィーツたち！
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かぼちゃコロッケの中に、とろーりチーズを
包んだ秋限定のコロッケサンド。
１袋 388円（税込）

チーズのかぼちゃ包み揚げ 
〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

赤いラー油がポイントの、
この時期食べたい濃厚旨
辛つけめん。
730円（税込）

担々つけめん (小）
〈舎鈴〉

たっぷりの具材にコチュジャンの
辛みが効いた、韓国のりまき。
1折 700円（税込）

ピビンキンパ
〈パンチャンとジョン〉

かぼちゃの甘露煮を包ん
だパンを、キュートなおば
けの形に焼き上げました。
1個 270円（税込）

ゴースト
〈ル ビアン〉

ハーブ香る
ベーコンパンプキン
かぼちゃ、たまねぎ、ベーコン
をマジックソルトとハニーマス
タードで味付けました。
100gあたり 259円（税込）

〈四季の味 献心亭・匠〉

特製のかぼちゃとナッツ
のミニサラダと、スパーク
リングワインのセット。
1セット 780円（税込）

ハロウィンセット
〈ローカルスタンド 東京バル〉 赤羽

限定

お子様にも手に取りやすい、
ドーナッツ型をしたかぼちゃ
コロッケ。
1個 129円（税込）

北海道産かぼちゃの
ドーナッツコロッケ

〈イーション〉

販売期間 10/24(土)よりかぼちゃのポタージュパイ
〈アール・エフ・ワン〉

なめらかなかぼちゃのポタージュスープは甘みがあり、
香ばしいパイ生地との相性ピッタリ。
1個 756円（税込）
販売期間 10/30(金)・10/31(土)

かぼちゃの天ぷらを包み
込んだ、かぼちゃの甘み
が感じられるおむすび。
1個 210円（税込）

ほとんどかぼちゃ
天むすび

〈ほんのり屋〉
赤羽
限定

本格カバブをかぼちゃナーンで
巻いた、本格インドスナック。
1本 550円（税込）

かぼちゃナーン
ドッグ

〈シターラ ダイナー〉
赤羽
限定

ネットでエキナカ対応

ハロウィンのおやつにぴったり、
チョコレートクリームが入った
キュートなパン。
1個 240円（税込）

こわがりパン
〈ヴィドフランスエクスプレス〉

エキソトSHOP
赤羽駅南改札前

外はサクサク、中はホクホク。
かぼちゃの香りが口いっぱいに
広がるヘルシーコロッケです。
1個 100円（税込）

栗かぼちゃコロッケ
〈ナチュラル ひなの〉 赤羽

限定

パーティにはか
ぼちゃデリもご

一緒に！

歯ざわりのいいたけのこ、れんこん、ごぼう、
人参、ひじきをたっぷり包みました。
1個 237円（税込）

ハロウィンいなり
〈豆狸〉

販売期間 10/16（金）より


