■2nd アニバーサリーアイテム

トウキュウ フードショー エッジ

1 階：

＜エシレ・パティスリー オ ブール＞
「トロぺジェンヌ・エシレ 4 個入
り」

エキュートエディション

1 階：ecute EDITION

ブリオッシュに、焦がしバターを加えたクリ

＜治一郎（ジイチロウ）＞
「渋谷バターケーキ 檸檬」

甘さを控えた檸檬バタークリームに治一郎の

ームを絞った冷たいデザートです。

バウムと同じ素材を使用したしっとりきめ細

2,484 円

かいスポンジを重ね合わせ、アクセントに程

※ホールサイズの「グランド トロぺジェン

よい酸味の浜松産レモンピールを加えまし

ヌ・エシレ」3,240 円の販売有り

た。

※販売は 10 時～、商品のお渡しは 14 時～18
1,100 円/渋谷スクランブルスクエア限定

時となります

4階

＜ Aquascutum WHITE LABEL
（アクアスキュータム ホワイト レ
ーベル）＞「ミニトートバック」

4階

渋谷スクランブルスクエア２周年を記念して

＜ Sergio Rossi（セ ルジオ ロッ
シ）＞
「SI ROSSI（シィ ロッシ）」

彫刻的なヒールが特徴の大胆で若々しい女性

アクアスキュータム渋谷店限定でミニトート

をたたえる SI ROSSI コレクション。モダンな

バックを数量限定で販売いたします。ご購入

フェミニニティが感じられるシックなグレー

の方には店内でカスタマイズできるサービス

パテントのメリージェーンスタイルは、渋谷

もご用意しています。この機会をお見逃しな

スクランブルスクエア店 2 周年限定商品で

く。

す。

2,530 円

86,900 円/渋谷スクランブルスクエア限定

渋谷スクランブルスクエア限定/数量限定
※なくなり次第終了

6階

＜ Yves Saint Laurent Beauté
（イヴ・サンローラン・ボーテ）
＞
「YSL オリジナルポーチ（レッ
ド)」

7階

<TOMORROWLAND （ ト ゥ モ ロ
ーランド）>
TOMORROWLAND×ATON （ エ
イトン） POP UP

期間中、YSL 製品 11,000 円（税込）以上お買

トゥモローランドでは、ジェンダーニュート

い上げの方に YSL オリジナルポーチ（レッ

ラルなブランド、ATON の POP UP を開催い

ド）をプレゼント。

たします。TOMORROWLAND の別注のコー

期間限定

トに加え、普段お取り扱いのないラインナッ

10 月 28 日（木）～11 月 10 日（水）

プを期間限定でご用意しております。
期間限定
10 月 28 日（木）～11 月 10 日（水）

12 階

＜Gu-O（グーオ）＞
「2 周年記念 プリフィックスセ
ット」

12 階

＜すし 松栄＞
「アニバーサリーセット」

小付 2 品、にぎり 10 貫、茶碗蒸し、お椀、デ

２周年の感謝を込めて、人気の点心４種か

ザートのセット。にぎりの最後の１貫は、お

ら２種、麺 or ご飯から１種お選びいただけ

好きなネタをお選びいただけます。

て、さらにサラダとミニデザートが楽しめ

※ディナータイムは 10％のサービス料を頂戴

るお得なセットです。

します

2,000 円/渋谷スクランブルスクエア限定

5,280 円/期間限定
※写真はイメージです

10 月 28 日（木）～11 月 10 日（水）

13 階

＜ PASTA HOUSE AWkitchen
Figlia（パスタハウス エーダブリ
ュキッチン フィリア）＞
「坊ちゃんかぼちゃのミートクリ
ームソース」

この２nd アニバーサリー期間でしか食べるこ
とのできない限定パスタ。是非この機会にお
召し上がりください。
1,639 円
渋谷スクランブルスクエア限定/期間限定
10 月 28 日（木）～11 月 10 日（水）

【ポツプアップスぺ―ス（HEADLINE）】

トウキュウ フードショー エッジ

B2 階：

＜IMANO FRUIT FACTORY（イ
マノ フルーツ ファクトリー）＞
「秋のフルーツサンド（ラフラン
スとシャインマスカット、化粧箱
付き）」

トウキュウ フードショー エッジ

B2 階：

＜凪屋（ナギヤ）＞
「国産渋皮栗のマロンクリームマ
リトッツォ」

創業 1952 年、日本橋茅場町のフルーツショ

2021 年 7 月に新宿 3 丁目にオープンしたサ

ップ＜イマノフルーツファクトリー＞。2nd

ンドイッチ専門店から渋谷スクランブルスク

アニバーサーリー限定のフルーツサンドセッ

エア限定の秋の美味をご提供。

トです。

540 円/個

1,998 円/セット

渋谷スクランブルスクエア限定/期間限定

渋谷スクランブルスクエア限定/期間限定

10 月 28 日（木）～11 月 3 日（水）

11 月 4 日（木）～11 月 17 日（水）
数量限定/各日 20 点限り
※なくなり次第終了

■NEW SHOP インフォメーション
□14 階＜ハチふる SHIBUYA meets AKITA （HACHIFULL シブヤミーツアキタ）＞
多彩な忠犬ハチ公デザインのスイーツや雑貨など、渋谷土産を取り揃えたコンセプトシ
ョップ。ハチのふるさと秋田から人生を豊かに彩るモノ・コトをお届けします。ハチふる
の商品をお買い上げいただいた先着 1,000 名様にオリジナルスイーツをプレゼントします。
オープン日： 11 月 1 日（月）

■クリスマスケーキ
本施設で販売するクリスマスケーキを一足早くご紹介。クリスマスケーキは、事前予約がおすすめです。
詳細は、以下をご参照下さい。
□1 階：TOKYU Foodshow EDGE（トウキュウ フードショー エッジ）
特設サイト URL：https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/l/15G00000000
事前予約：
・インターネット ～12 月 16 日（木）17 時まで
・店頭 ～12 月 20 日（月）まで
お渡し期間： 12 月 24 日（金）
、25 日（土）各日 10 時～19 時 ※一部商品を除く
お渡し時間・場所： ご予約の際に別途お知らせいたします
お支払い方法：お支払いはご予約の際に承ります
【洋菓子】Atelier Anniversary（アトリエ アニバーサリー）
商品名：ロイヤルツリーピスタチオ 限定商品 期間限定 数量限定
ローストして旨味を凝縮したピスタチオペーストに濃厚なホワイトチョコレートをミックスしたなめ
らかなクリームをたっぷり。ピスタチオの香ばしさとホワイトチョコレートのミルキーさが好相性。
中は優しい甘さのショートケーキです。
サイズ： 直径 13×H16cm
価格： 5,184 円
数量： 数量限定 ※なくなり次第終了
お渡し期間： 12 月 24 日（金）
、25 日（土）
※アルコール使用（香りづけ程度）

【洋菓子】EN VEDETTE（アン ヴデット）
商品名：リュクス 限定商品 期間限定 数量限定
なめらかなマロンのチョコレートムースと、さっぱりしたカシスジュレにアクセントとしてオレンジ
ブリュレを合わせた、高級感あふれる 2 段のケーキです。
サイズ： W15×D15×H15cm
価格： 9,720 円
数量： 数量限定 ※なくなり次第終了
お渡し期間： 12 月 24 日（金）
、25 日（土）
※アルコール不使用

【洋菓子】DEMEL（デメル）
商品名：ヘーゼルプラリネトルテ 限定商品 期間限定 数量限定
アーモンドプラリネを加えたチョコレートガナッシュをザッハマッセ（チョコレートスポンジ）でサ
ンドしたチョコレートケーキです。
サイズ： 直径 15×H4cm
価格： 5,400 円
数量： 数量限定 ※なくなり次第終了
お渡し期間： 12 月 24 日（金）
、25 日（土）
※アルコール不使用

【洋菓子】フィリップ・コンティチーニ
商品名：ブッシュ・マロン・マンダリン 限定商品 期間限定 数量限定
なめらかなマロンムースで口どけの良いビスキュイマカロン、噛むと香りが弾けるマンダリンコンポ
ート、濃厚なマロンペーストを包んでいます。底にはザクザクのクリスティアンアマンドが敷かれて
います。マロンとマンダリンの新鮮なコンビネーションをお楽しみいただけます。
サイズ： W10×D8×H5.5cm
価格： 4,860 円
数量： 数量限定 ※なくなり次第終了
お渡し期間： 12 月 24 日（金）
、25 日（土）
※アルコール使用

□1 階：ecute EDITION（エキュートエディション）
特設サイト URL： http://www.net-ekinaka.com
事前予約：各ショップにより異なる ※詳細は特設サイトもしくは店頭でご確認下さい

【洋菓子】資生堂パーラー
商品名：ガトー ダミエ（フレーズ/ショコラ） 期間限定 数量限定
資生堂パーラー人気のパフェをアレンジしました。約苺 15 粒分が詰まった「フレーズ」
、フランボワ
ーズとキャラメルショコラを使用した「ショコラ」
。クリスマス限定のスペシャリテです。
サイズ： 各直径約 12×H 約 6.5cm(本体部分)
価格： 各 3,996 円
数量： 各 150 個/期間中
販売期間： 12 月 22 日（水）～25 日（土）まで
予約期間： 12 月 10 日（金）まで
お渡し期間： 12 月 22 日（水）～25 日（土）まで
※事前予約がおすすめです ※なくなり次第終了
※アルコール不使用

（左）フレーズ
（右）ショコラ

【洋菓子】A.Lecomte（ルコント）
商品名：ビュッシュ ド ノエル（ショコラ/フランボワーズ エピス） 期間限定
バタークリームショコラとキルシュのシロップたっぷりのショコラ生地に、特製フランボワーズジャ
ムがアクセントの「ショコラ」、エピスのムースと香ばしいノワゼットのクレムーに、フルーティーな
フランボワーズのジュレを合わせた「フランボワーズ エピス」
。どちらも華やかなケーキです。
サイズ： 各 W12×D8cm
価格： ショコラ 5,184 円（アルコール使用）/フランボワーズ エピス 4,860 円（アルコール不使用）
販売期間： 12 月 22 日（水）～25 日（土）まで
予約期間： 12 月 14 日（火）まで
お渡し期間： 12 月 22 日（水）～25 日（土）まで
※事前予約がおすすめです ※なくなり次第終了
（上）ショコラ
（下）フランボワーズ エピス

【ケーキ】FRUCTUS（フラクタス）
商品名：ノエル ピステグリア 限定商品 期間限定 数量限定
2 種のピスタチオペーストを使用した贅沢ピスタチオムースと甘酸っぱい自家製チェリーのコンポート
を閉じ込めたクリスマスカラーの可愛いケーキ。
サイズ： 直径 11.5cm
価格： 3,900 円
数量： 100 個/期間中
販売期間： 12 月 23 日（木）～25 日（土）まで
予約期間： 12 月 22 日（水）まで
お渡し期間： 12 月 11 日（土）～26 日（日）まで
※事前予約がおすすめです ※なくなり次第終了
※アルコール使用
商品名：SOWAKA -ソワカ- 限定商品 期間限定 数量限定
自家製ピーナッツムースとジンジャームースをアクセントに キャラメリゼした林檎とカルヴァドスの
ムースのマリアージュ。
サイズ： 直径 12cm
価格： 4,200 円
数量： 100 個/期間中
販売期間： 12 月 23 日（木）～25 日（土）まで
予約期間： 12 月 22 日（水）まで
お渡し期間： 12 月 11 日（土）～26 日（日）まで
※事前予約がおすすめです ※なくなり次第終了
※アルコール使用

※本リリースに記載している表示価格は、標準税率 10%(軽減税率対象商品は 8%)の消費税を含んだ税込み価格です

