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塩味が効いたバタークッキーに、丁寧に白いんげん
とかぼちゃを合わせて練り上げた「かぼちゃあん」を
挟みました。

つき かぼちゃ
〈ぎんざ空也 空いろ〉

1個 303円（税込）

和菓子職人が作った、新食感の和チョコレートを、
ハロウィン限定パッケージでご用意しました。

ハロウィン和ショコラ
〈恵那栗工房 良平堂〉

1個 280円（税込） 8粒入 540円（税込）

生ミルキー
〈FUJIYA CONFECTIONERY〉

長さ約8.5cm 2,000円（税込）

しっとりとなめらかなくちどけ、かぼちゃの甘味と濃
醇な北海道産クリームチーズの旨味が広がります。

パンプキンチーズケーキ
〈チーズケーキ ホリック〉

1個 183円（税込）

しっとりとしたひとくちサイ
ズの薯蕷饅頭に、かわいい
ハロウィンの柄をプリントし
ました。

ハロウィンまんじゅう

Cute Characters

〈千住宿 喜田家〉

1個 648円（税込）

濃厚な紫芋クリームとチーズケーキを合わせた、
ハロウィンカラーのチーズケーキ。

紫芋のチーズケーキ
〈パティスリー銀座千疋屋〉

1個 194円（税込）

ハロウィン限定！チョコ
クリームを閉じ込めて可
愛いおばけの形に焼き
上げました。

1個 240円（税込）

ハロウィンのモンスターに扮した、
かわいいキャラクタードーナッツ。

ドーナッツモンスター
〈はらドーナッツ／はらロール〉

1個 864円（税込）

優しい甘さとふんわり食感、ハロウィンの絵柄が
入った小さめサイズのかわいいカステラ。

ハロウィンカステラ 特S号
〈文明堂〉

おばけパン
〈ル ビアン〉

［販売期間］ 10/13（水）より
※写真はイメージです

1個 600円（税込）

かぼちゃやコウモリ、おばけ形のくずもちを
トッピングした限定あんみつ。

ハロウィンあんみつ
〈船橋屋〉

［販売期間］ 10/17（日）より

1個 237円（税込）

歯ざわりのいい竹の子やれん
こん、ごぼう、ひじきなどたっぷ
りの具を包みました。

ハロウィンいなり
〈豆狸〉

愉快なハロウィンキャラクターたちと賑やな時間を過ごそう

北海道産の練乳と生クリームを使用し、口の温度
でとろけるように計算された特別なミルキー。

チョコレートや
ココナッツで仮装した

ドーナッツ

デンマーク産
クリームチーズ使用の
濃厚な味わい

数量
限定

ネットでエキナカ対応

直径約17cm 1,080円（税込）

ホワイトチョコレートパウダーで
黒猫のクローニャを描いた、デン
マーククリームチーズケーキ。

ハロウィーンデンマーク
クリームチーズケーキ
（クローニャ）

〈モロゾフグラン トウキョウ〉

ネットでエキナカ対応

ハロウィンの
仲間が大集合

赤羽
限定

出店・販売期間 ：10/4（月）～10/17（日） 出店・販売期間 ：10/18（月）～10/31（日）

LIMITED SHOP

［販売期間］ 10/15（金）より
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Pumpkin
1個 250円（税込）

甘みの強い、北海道えびすかぼちゃの
濃厚ペーストをトッピング。

パンプキン
〈ラップド クレープ コロット〉

1個 378円（税込）

北海道産えびすかぼちゃのペーストに牛乳、
卵、生クリームを加えて焼き上げました。

パンプキンプリン
〈モロゾフグラン トウキョウ〉

1セット 650円（税込）

カボチャを使ったキッシュ風タパス
と、ハウスの赤ワインのハロウィン気
分を味わえるセット。

ハロウィンセット
〈ローカルスタンド 東京バル〉 赤羽

限定

2個入 345円（税込）

かぼちゃのほくほく感と
クリーミーな食感が女
性に人気のサンド。

かぼちゃサラダ
〈サンドイッチカフェ おいしいメルヘン。〉

1本 550円（税込）

本格カバブと味付け野菜をかぼちゃナーン
で巻いて作ったインドスナックです。

かぼちゃナーンドック
〈シターラ ダイナー〉 赤羽

限定

1個 756円（税込）

滑らかなかぼちゃのポタージュスープと、角切りのかぼちゃ
の甘みに香ばしいパイ生地は相性ピッタリ。

かぼちゃのポタージュパイ
〈アール・エフ・ワン〉

［販売期間］ 10/28（木）より

ネットでエキナカ対応

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。

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〉

直径約16cm 3,500円（税込）

おかずやおやつにぴったり、ほくほく甘い栗かぼちゃのコロッケ。
栗かぼちゃコロッケ
〈ナチュラル ひなの〉

1個 100円（税込）

お子さまにも大人気、甘くてかわいいドーナッツ型のコロッケ。
北海道産かぼちゃのドーナッツコロッケ
〈イーション〉

1個 129円（税込）

秋を感じるしっとり甘いかぼちゃのスウィーツ&デリ

シナモンの
風味が

効いた濃厚
なプリン

かぼちゃの
甘みを感じるサンド

さっくり&ほくほく秋味コロッケ

ネットでエキナカ対応

ネットでエキナカ対応

大人な
ハロウィンタイム

赤羽
限定
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6本入 486円（税込）

色々な味のチョコレートで
コーティングされた、カラフ
ルでかわいい洋風おかき。

田ノ蓑ミックス
〈田ノ歩〉

5個入 1,080円（税込）

あまおうやヴァニーユなど、人
気のマカロン5種をバック箱
に詰め合わせました。

ニャカロン詰め合わせ
〈ダロワイヨ〉

100g 750円（税込）

バランスの良いブラジル産をベースに甘味
のあるタンザニア、グアテマラをプラス。

ハロウィンブレンド
〈やなか珈琲店〉

赤羽
限定

4個入 540円（税込）

人気の「グランリュクス」をハロウィン
限定のデザインにしました。

ハロウィングランリュクス
〈ブールミッシュ〉

［アルコール香り付け程度使用］
※なくなり次第終了

7個入 702円（税込）

キュートな黒猫のランターンに、プレーン
チョコレートとクランチチョコレートを詰
め合わせました。

クローニャランターン
〈モロゾフグラン トウキョウ〉❶

❷

1個 1,058円（税込）

たっぷりお菓子の入ったパンプキンバケツや、
楽しいハロウィンのお菓子が勢揃い。

❶クリアパンプキンバケツ
〈グリーンデリ〉

Halloween Gift 
かぼちゃや猫をモチーフにした可愛いギフトを贈ってみよう！

バウムクーヘン（スウィート・ホワイト）各4個入
ビスケット（バター・チョコレート） 各5個入
1,620円（税込）

スウィートチョコとホワイトチョコの2種類の味が
楽しめるバウムクーヘンと、ビスケットのアソート。

アソーテッドスイーツ
〈ボビーユーハイム〉

かわいいかぼちゃのバッグ
の中に、４種類のクッキーを
3枚ずつ詰め合わせました。

パンプキンバッグ
〈パティスリー銀座千疋屋〉

1袋 864円（税込）

10粒入 3,240円（税込）

限定チョコレートなどを詰め
合わせたサンリオの人気キャ
ラクター「クロミ」とのコラボレ
ーションギフトボックス。

ゴディバ ハロウィン 
ポップアップ ボックス

〈ゴディバ〉

カラフル
で賑やか

な

限定パッ
ケージ

数量
限定

ハロウィンの装いのジョセフィーニャ

数量
限定

ハロウィ
ン

タグ付き

美味しくて楽しいお菓子がいっぱい

各種 162円（税込）より
❷HWピックアップスイーツ 他

容器はインテリアとしてもGOOD

ネットでエキナカ対応
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※なくなり次第終了

赤羽
限定




