
「うらわのＷa!」とは…  お客さまと伊勢丹浦和店のスタイリスト・生産者・産地などが輪のように繋がり、食した時に期待以上のおいしさにＷa!と感動していただけることを目指して名付けました。

諸般の事情により、営業日・営業時間、予定していたイベントなどが変更、中止になる場合がございます。
必ず事前にホームページをご確認いただきご来店ください。※数に限りがある商品もございますので品切れの際はご容赦ください。※天候などの影響により、産地変更や入荷しない場合がございます。予めご了承ください。 ※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。 ※標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

season/new!

sweets

特別な日を大切な人と一緒に、浦和店で美味しいモノを食べながらあま～い時間を過ごしませんか？
チョコレートを使ったスイーツやバレンタイン限定のメニューなど、期間限定の味わいをご用意しています。

クルミっ子 1,167円
（8個） 

きな粉シュガーマラサダ 
221円（1個）

鎌倉ごま半月 648円
（6枚入）

ジラッファのカレーパン
401円（1個） 

かまくらカスターカスタード 
141円（1個）

鳩サブレー 1,080円
（8枚入）

予告   2月15日（火）～2月22日（火）　地階 ザ・ステージ#B1

2月2日（水）～2月14日（月）の期間中、三越伊勢丹アプリのレストランクーポン画面
ご提示のうえ、上記のバレンタインスイーツ・メニューをご注文いただいた各ショップ
先着20名さまに、チョコレートを差しあげます。

季節限定の苺のスイーツ３品＋
選べるスイーツ１品とお好みの
お茶が楽しめる苺づくしのスペ
シャルプレートです。
〈アフタヌーンティー・ティールーム〉
苺のアフタヌーンティーセット
1,914円（1人前/紅茶付）
3階 喫茶 ※各日午後2時から

濃厚ガナッシュに塩サブレと
プラリネアイスを合わせた食
感をお楽しみいただけます。
〈シェ松尾〉バレンタイン限定
チョコレートパフェ 
1,760円（単品/1人前）
2,200円（ドリンクセット/1人前）
4階 喫茶

マシュマロがのった手作りステ
ィックショコラをホットいちごミ
ルクに溶かして飲む、新感覚
のチョコレートドリンクです。
〈クラビスカフェ〉
スティックショコラショー 
698円（1人前） 
1階 喫茶

アツアツの衣にチョコレート
アイスクリームを閉じこめたバ
レンタイン限定の元祖アイス
クリームの天ぷらです。
〈つな八〉
チョコレートアイスクリームの
天ぷら 880円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

とろける濃厚なチョコレートが
溢れる本格的なレストランドル
チェです。
〈アズーリ クラシコ〉濃厚な
ガトーショコラ フォンダンショ
コラ風 990円
（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

ほんのり温かいチョコレートと
バニラの相性は抜群です。
〈AGIO〉
フォンダンショコラの
バニラ添え 689円（1人前）
アイプラス1  1階 

ハートの揚げを添えた、あつあつな期間限定のうどんです。
〈歌行燈〉バレンタイン限定うどん 1,210円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

チョコわらび餅をセットにした限定セット。
〈牛たんみやぎ〉みやぎバレンタインセット 2,680円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

ハート型の寿司握りをセットにしました。
〈寿司清〉バレンタイン寿司握り 1,800円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

伊勢丹浦和店のホームページはこちらから

2月2日（水）～2月14日（月）

A

B

C

D E

F

A.〈ベルナシオン〉タブレット マロン レ 3,888円（1枚）、B.〈ピエール マルコリーニ〉コフレ クール 90点限り3,672円（9個入）、C.〈アンドアールグレイ〉アールグレイ 
リッチミルク 510円（1個）、D.〈フィリップ・ベル〉サブレ ショコラ レ 4,860円（1箱）、E.〈パティスリー シャンドワゾー〉ボンボンショコラ 1,628円（5個入）、F.〈アカシエ〉
トレフル 各日数量限定 735円（1個）

レストラン レストラン レストラン

喫茶 喫茶 喫茶

ショコラモード2022
エムアイカード会員限定
特別ご招待日：
2月2日（水）［午後7時終了］
2月2日（水）開店前にご来店のお客さまは午前10時
15分までに地階 正面玄関口にお並びください。

一般会期：
2月3日（木）～2月14日（月）
［各日午後7時終了/最終日午後5時終了］

伊勢丹浦和店 7階 催物場



            　

ショコラモード2022
より詳しい情報や
会場マップはこちらから>>>
１月26日（水）午前10時30分よりご覧いただけます。

〈帝国ホテル〉
スティック&プレート(TA-15) 
1,701円（20個）ザ・ステージ＃B1

人気ブランドのショコラや大人の味わい、
定番の美味など、お気に入りの美味しさが見つかります。

〈ゴディバ〉50周年 アニバーサリー
 ヘリテージ リバイバル アソートメント
2,160円（6個） ザ・ステージ＃B1
※画像はイメージです。

〈ゴンチャロフ メゾンドボンボン〉ボトルズ
コレクション（ボトルズ全種） 200点限り
 1,620円（15個）ザ・ステージ＃B1

〈ゴンチャロフ アンジュジュ〉 
アンジュジュ G 250点限り
1,296円（13個）ザ・ステージ＃B1

〈オー・ド・フルール by モロゾフ〉
オー・ド・フルール 200点限り 
1,296円（18個）ザ・ステージ＃B1

〈セゾン ド セツコ〉お酒のショコラ 
200点限り  1,080円（5個）
ザ・ステージ＃B1

〈モンロワール〉リーフメモリー 
カラーボックス 2,160円（30個）
菓子プロモーション

〈ヴィタメール〉マカダミア・ショコラ・アソ
ート（M） 1,944円（ミルク×3、ダーク×3、
ルビー×3、抹茶×3）菓子プロモーション

〈君とならいつまでも 
浦和キミイツ〉君想ふ。 
881円（2斤/1本）

〈アンドアールグレイ〉
fortune 台湾カステラ 

バレンタインチョコレート
各日50点限り 
1,944円（1個）

〈ニコラ・フィアット〉
ニコラ・フィアット  ブリュット 

ブラン・ド・ブラン NV 
～inspired by HOKUSAI～ 
6,820円（白・泡、750ml/

フランス製）

2月7日（月）～2月14日（月）
地階 ザ・ステージ＃B1・菓子プロモーション

〈ブリュイエール〉
ブリュイエール セレクション 12 
100点限り 3,888円（12個）

〈サティー〉唐辛子ショコラ 
702円（30g）

〈ステットラー〉パヴェ・ド・
ジュネーブ 2,754円（6個）

〈ピエール・ルドン〉サンク・
エトワール プリュス クール
70点限り 3,888円（10個入）

〈ラ・ショコラトリー・ティボ〉
ブション・ショコラ 40点限り 
2,160円（５個）

〈ブノア・ニアン〉
オールスターコレクション 
50点限り 
7,020円（15個）

〈デルレイ〉
ダイヤモンドBOX 144点
限り 3,564円（6個）

〈サロンドロワイヤル京都〉
ラララピーカンナッツチョコ
1,251円（180g） 

〈デメル〉ソリッドチョコ
猫ラベル（ミルク） 100点限り
1,944円（105g）

〈ムーミン×メリーチョコレート〉
リトルミイ ポーチ（ミニ） 100点
限り 1,375円（29g）

〈ポケモンmeetsメリーチョコレート〉
よくばりアソートボックス 
200点限り 2,160円（12個）

〈Beetle〉スイートビートル 
100点限り 
2,700円
（13個/
ミニカー付）

〈ルイス・シェリー〉
Draper Pink 12piece 
200点限り 4,536円（12粒） 

〈アカシエ〉テリーヌ・ショコラ 
2,160円（6個入）

■三越伊勢丹アプリダウンロードキャンペーン
期間中、三越伊勢丹アプリを新規でダウンロードして
いただいたお客さまに素敵な「粗品」を差しあげます。

■期間中、7階 ショコラモードにて3,000円以上お買いあげのレシートと、三越
伊勢丹アプリクーポンご提示で、〈BILLY〉または〈PIE314〉の粗品をそれぞれ
先着200名さまに差しあげます。 ■お引き換え場所 地階 洋菓子各ショップ

〈ケルクショーズ〉
サブレキャラメル50点
限り 972円（3枚入）

〈ポルトボヌール〉
ソシソンショコラ 200点
限り 2,101円（1個）

〈アルブリエ〉
キャラメルポップコーン 
50点限り 670円

〈ロタンティック〉
A.ショコラディベール 2,268円（1個）
B. 
ショコラディベールフランボワーズ 
2,268円（1個）〈はじけるキャンディチョコレート。〉

アソートメント缶 300点限り 
1,944円（21個）

〈レーマン〉ルーブリアン 
ルノワール缶 
L-16 1,728円
（26個）

〈デジレー〉ショコラ＆トリュフ10個入 
200点限り 2,052円（10個）

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ボンボン ショコラ 10個 ミュージック 
3,996円（10個入）

〈フランク・ケストナー〉
タブレット フレーズ
2,376円（1枚）

〈シルスマリア〉
宮寒梅生チョコレート
 1,944円（10粒）

〈TENTO chocolate〉
TENTO 5個 30点限り 
1,998円（5個）

〈パティスリー・サダハル・アオキ・パリ〉
AOKI 2022 360点限り 3,240円（6個）

PRESENT

2月2日（水）～2月4日（金）各日午前10時30分～午後7時

クロカンテ 4,493円
（45個）

プレミアムセレクション 5,400円（ぺカンナッツ
ショコラ8種×30g、ボンボンショコラ6個）

テリーヌショコラ・ルビー 40点限り
2,160円（1本）

アマンドショコラ 20点限り 1,944円
（70g）

2月6日（日）  午後2時～午後5時 2月6日（日）  午後2時～午後5時 2月11日（金・祝）  正午～午後1時

〈秩父市/秩父蒸溜所〉
イチローズ モルト＆グレーン ホワイトラベル 3,780円（700ml）
※〈秩父蒸溜所〉イチローズ モルトをお求めのお客さまは地階 正面玄関口にお並
びください。朝9時より整理券を配布します。混雑状況により時間が前後する場
合がございます。※成人の方限定。※数に限りがある商品もございますので、品
切れの際はご容赦ください。※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

SPECIAL

〈コーヒーラボ（モロゾフ×オニバス
コーヒー）〉オニバスブレンド 150点
限り 1,620円（18個/20g）

〈ドンナ・フガータ〉
スプマンテ メトード クラシコ 
ミレジマート ロゼ 2016年 
6,050円（ロゼ・泡、750ml/
イタリア製）

〈パスクア〉
パッシメント ロッソ 2,431円
（赤、750ml/
イタリア製）

〈サティー〉唐辛子ショコラ 〈サティー〉唐辛子ショコラ 
〈ラ・ショコラトリー・ティボ〉
ブション・ショコラ 40点限り 

〈ブノア・ニアン〉
オールスターコレクション 
50点限り 

AOKI 2022 360点限り 3,240円（6個）AOKI 2022 360点限り 3,240円（6個）

〈ラ・ショコラトリー・ティボ〉
ブション・ショコラ 40点限り 〈サティー〉唐辛子ショコラ 
〈ラ・ショコラトリー・ティボ〉
ブション・ショコラ 40点限り 

〈ルイス・シェリー〉〈ルイス・シェリー〉〈ルイス・シェリー〉

2月7日（月）～2月14日（月）の販売
〈アンドアールグレイ〉
「バレンタイン限定」生絞り 和栗の
プレミアム
モンブラン
（チョコクリーム）
1,080円（1個）

2月7日（月）～2月14日（月）の販売

「バレンタイン限定」生絞り 和栗の 〈ロイヤルパインズ
ホテル浦和〉
ボンボンショコラ 
1,620円（6個）

〈アプラノス〉
クロッカンショコラ
アソート  
1,026円
（3種×各1枚）

B

A

〈アルバン・ギルメ〉サブレキャラメル
アマンド 4,752円（1箱） 

〈パティスリーモア〉
ちびくまボックス 
1,491円
（キャラメル味・
チョコレート味/
各3個）

2月7日（月）～2月14日（月）の出店

ショコラモード2022
エムアイカード会員限定特別ご招待日：2月2日（水）［午後7時終了］
2月2日（水）開店前にご来店のお客さまは午前10時15分までに地階 正面玄関口にお並びください。

一般会期：2月3日（木）～2月14日（月）［各日午後7時終了/最終日午後5時終了］
伊勢丹浦和店 7階 催物場

〈レオニダス〉プラリネ＆
オランジェット 2,731円（1箱）

2月6日（日）限り 〈秩父蒸溜所〉販売会［お一人さま各種1点限り/計2点限り］
朝9時より地階 正面玄関口にて整理券を配布いたします。
※画像以外の商品の整理券もご用意しています。

諸般の事情により来店イベントは
中止とさせていただきます。



「うらわのＷa!」とは…  お客さまと伊勢丹浦和店のスタイリスト・生産者・産地などが輪のように繋がり、食した時に期待以上のおいしさにＷa!と感動していただけることを目指して名付けました。

諸般の事情により、営業日・営業時間、予定していたイベントなどが変更、中止になる場合がございます。
必ず事前にホームページをご確認いただきご来店ください。※数に限りがある商品もございますので品切れの際はご容赦ください。※天候などの影響により、産地変更や入荷しない場合がございます。予めご了承ください。 ※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。 ※標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

season/new!

sweets

特別な日を大切な人と一緒に、浦和店で美味しいモノを食べながらあま～い時間を過ごしませんか？
チョコレートを使ったスイーツやバレンタイン限定のメニューなど、期間限定の味わいをご用意しています。

クルミっ子 1,167円
（8個） 

きな粉シュガーマラサダ 
221円（1個）

鎌倉ごま半月 648円
（6枚入）

ジラッファのカレーパン
401円（1個） 

かまくらカスターカスタード 
141円（1個）

鳩サブレー 1,080円
（8枚入）

予告   2月15日（火）～2月22日（火）　地階 ザ・ステージ#B1

2月2日（水）～2月14日（月）の期間中、三越伊勢丹アプリのレストランクーポン画面
ご提示のうえ、上記のバレンタインスイーツ・メニューをご注文いただいた各ショップ
先着20名さまに、チョコレートを差しあげます。

季節限定の苺のスイーツ３品＋
選べるスイーツ１品とお好みの
お茶が楽しめる苺づくしのスペ
シャルプレートです。
〈アフタヌーンティー・ティールーム〉
苺のアフタヌーンティーセット
1,914円（1人前/紅茶付）
3階 喫茶 ※各日午後2時から

濃厚ガナッシュに塩サブレと
プラリネアイスを合わせた食
感をお楽しみいただけます。
〈シェ松尾〉バレンタイン限定
チョコレートパフェ 
1,760円（単品/1人前）
2,200円（ドリンクセット/1人前）
4階 喫茶

マシュマロがのった手作りステ
ィックショコラをホットいちごミ
ルクに溶かして飲む、新感覚
のチョコレートドリンクです。
〈クラビスカフェ〉
スティックショコラショー 
698円（1人前） 
1階 喫茶

アツアツの衣にチョコレート
アイスクリームを閉じこめたバ
レンタイン限定の元祖アイス
クリームの天ぷらです。
〈つな八〉
チョコレートアイスクリームの
天ぷら 880円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

とろける濃厚なチョコレートが
溢れる本格的なレストランドル
チェです。
〈アズーリ クラシコ〉濃厚な
ガトーショコラ フォンダンショ
コラ風 990円
（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

ほんのり温かいチョコレートと
バニラの相性は抜群です。
〈AGIO〉
フォンダンショコラの
バニラ添え 689円（1人前）
アイプラス1  1階 

ハートの揚げを添えた、あつあつな期間限定のうどんです。
〈歌行燈〉バレンタイン限定うどん 1,210円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

チョコわらび餅をセットにした限定セット。
〈牛たんみやぎ〉みやぎバレンタインセット 2,680円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

ハート型の寿司握りをセットにしました。
〈寿司清〉バレンタイン寿司握り 1,800円（1人前）
7階 レストラン街・イートパラダイス

伊勢丹浦和店のホームページはこちらから

2月2日（水）～2月14日（月）

A

B

C

D E

F

A.〈ベルナシオン〉タブレット マロン レ 3,888円（1枚）、B.〈ピエール マルコリーニ〉コフレ クール 90点限り3,672円（9個入）、C.〈アンドアールグレイ〉アールグレイ 
リッチミルク 510円（1個）、D.〈フィリップ・ベル〉サブレ ショコラ レ 4,860円（1箱）、E.〈パティスリー シャンドワゾー〉ボンボンショコラ 1,628円（5個入）、F.〈アカシエ〉
トレフル 各日数量限定 735円（1個）

レストラン レストラン レストラン

喫茶 喫茶 喫茶

ショコラモード2022
エムアイカード会員限定
特別ご招待日：
2月2日（水）［午後7時終了］
2月2日（水）開店前にご来店のお客さまは午前10時
15分までに地階 正面玄関口にお並びください。

一般会期：
2月3日（木）～2月14日（月）
［各日午後7時終了/最終日午後5時終了］

伊勢丹浦和店 7階 催物場


