
西武秋田店2023 1.25（水）からのご案内
www.sogo-seibu.jp/akita/

ゴディバ フォーチュンショコラ アソートメント
（9粒入、1箱）3,888円

メゾン ショーダン パヴェ・ノワール（25粒入、1箱）2,052円

RAU iro（12粒入、1箱）限定20箱 5,616円 ※お一人さま1箱限り

カリーヌ by モロゾフ カリーヌ（10個入、1缶）864円

ラ・メゾン・デュ・ショコラ 
ハート ギフトボックス S1
（14粒入、1箱）限定20箱 6,588円
※お一人さま1箱限り

デメル
洋酒のトリュフ
（6粒入、1箱）2,073円

シルスマリア
竹鶴ピュアモルト
生チョコレート
（16粒入、1箱）2,376円

　　　ゴディバ ゴディバ ワッフル（ダークチョコレート・ストロ
ベリー＆ホワイトチョコレート・抹茶＆ホワイトチョコレート、1個）各508円

カラフルにそろったチョコレートをジブンへのご褒美に。

お酒の風味がきいた大人味のチョコレート。

バレンタイン
チョコレートパラダイス

2023

 贈ればハッピー！食べたらヤミー！

西武秋田店の最新情報やおトクな情報はこちら西武秋田店LINE公式アカウントの友だち限定

「バレンタイン チョコレートパラダイス 2023」
LINEお買いあげ抽選会
■1月25日（水）～2月14日（火）  ■地階＝催事場
※最終日は当会場のみ午後5時にて閉場

抽選で1名さまにゴディバのスイーツが当たる！

「バレンタイン チョコレートパラダイス 2023」
Twitter フォロー＆リツイートキャンペーン
■応募期間：2月1日（水）～14日（火）
※対象のツイートは2月1日（水）午前10時に投稿いたします。

▲
くわしくはコチラ

▲
くわしくはコチラ

1月25日（水）～2月14日（火）
■地階＝催事場
※最終日は当会場のみ午後5時にて閉場

まだまだあります！
おすすめチョコレート▶

Check!

コスタリカ産のカカオ豆
を厳選し、一粒のチョコ
レートの中にさまざまな
情景の「色」を表現した
ボンボンショコラです。

コクのあるショコラクリームをふんだんに使った、優しい甘さで
まろやかなビター風味の生ショコラです。

ホロスコープがテーマの限定チョコレートを詰め合わせたコレク
ション。ローズスターが入っていたら大当たり。

大きなハート型をしたダークガナッ
シュのブシェに、バレンタイン限定
の4種のレシピと定番のレシピを
お楽しみいただけます。

ベルギーの代表的なおやつ「ワッフル」。香り高いチョコレートと
ベルギー産パールシュガー、発酵バターの風味が効いています。

フランス語で「愛らしい」という意味のカリーヌ。猫を描いた缶パッ
ケージにハートやバラ、猫の形のチョコレートを詰め合わせました。

メリーチョコレート 
はじけるキャンディチョコレート。
（❶クリームソーダ缶・❷いちごパフェ缶・
❸プリン缶、9個入、1缶）各1,296円
※お一人さま1種類につき10缶まで

❶
❷

❸

レトロ喫茶に並ぶ色とりどりのドリンク
やスイーツ。どこかで味わった懐かしい
記憶をパチッと弾けるチョコレートが
呼び戻します。

新登場

初出品

実演

メリーチョコレート×福小町
大吟醸 福小町 
ガナッシュチョコレート
（90g）1,404円

リモンチェッロ、アマレ
ット、アイリッシュクリー
ムなど、洋酒の個性が
生かされたトリュフの組
み合わせです。

西武秋田店オリジナル

竹鶴のピュアモルトを
使用した大人の
生チョコレート。

秋田の地酒
「福小町」と
コラボした
ガナッシュ。

※アルコールを使用している、または微量に含まれているものもございます。 20歳未満の方の飲酒は法律により禁止されています。



西武・そごうは「人にやさしい百貨店」として、盲導犬育成事業を支援しています。
活動の一環として、全店に募金箱を設置しております。皆さまのご支援もよろしくお願いいたします。

お客さまの声に耳を傾け、環境にやさしい暮らしをお手伝いいたします。
西武・そごうは国際環境規格ISO14001を、百貨店初で取得しております。

※写真はイメージです。掲載写真と実物では色・素材感が異なる場合がございます。 ※表示価格は本体価格に10%の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。酒類を除いた飲食料品は、
本体価格に8%の消費税額を加えた「お支払い総額（税込価格）」となっております。ただし、レストラン、店内のテーブル、イス、カウンターでご飲食される場合は10%の消費税率となります。 ※数量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。 ※交通事情・天候などにより商品の変更、または販売中止となる場合がございます。

1月・2月は休まず営業いたします。 ［通常］営業時間：午前10時～午後7時  ※毎週金・土曜日は午後7時30分まで営業いたします。
※誠に勝手ながら2月20日（月）は棚卸のため、午後6時までの営業といたします。  ※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。くわしくは西武秋田店のホームページをご確認ください。

【A賞】 西武百貨店商品券
 （20,000円分）・・・・・・・・1名さま
  【B賞】 リンベル美味百撰 銀杏コース
 （11,000円相当）・・・・・・・2名さま
  【C賞】 リンベル美味百撰 紅花コース
 （5,500円相当）・・・・・・・・・7名さま
   【D賞】 スイーツマーケットお菓子
 （2,000円分）・・・・・・・・・・・・・・5名さま

予告

新型コロナウイルス感染予防への取り組みとお客さまへのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。また、各種催しやサービスの中止や延期、商品の入荷遅延や販売中止、価格変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●マスク着用でのご来店
●ソーシャルディスタンスの確保
●体調不良や発熱時のご来店のお控え

お客さまへの
お願い

●お客さま用施設の定期的な清掃・消毒を実施
●出入り口などに、お客さま用アルコール系消毒液の設置
●原則販売員はマスクを着用

●従業員の健康管理を徹底
●レジ・カウンターなどでの飛沫感染対策の徹底
●ソーシャルディスタンスの確保

店舗＆従業員の
取り組み

バレンタイン チョコレートパラダイス 2023

 贈ればハッピー！食べたらヤミー！

1月25日（水）～2月14日（火）  ■地階＝催事場  ※最終日は当会場のみ午後5時にて閉場

乃し梅本舗
玉響〈たまゆら〉 （6個入、1箱）
限定30箱 1,296円

亀屋良長
烏羽玉CACAO（6個入、1箱）限定20箱 1,080円

田中屋せんべい総本家
YES! SENBEI QUN（6種入、1缶）限定20缶 1,836円

セバスチャン・ブイエ
マカロンショコラ（5個入、1箱）1,944円

ピエール・エルメ・パリ
マカロン10個詰め合わせ（1箱）限定20箱 4,212円

和テイストでしっとりと落ちついた時間に。 カヌレやマカロンでバリエーションを楽しんで。

SHISEIDOメン
トータルR 
クリーム N
（50g）8,470円

HABA
SQフォース
ローション
（120ml）3,300円

■地階＝化粧品売場

メンズにうれしい
スキンケアアイテム

毎月おトクな月末9days
［化粧品限定］永久不滅ポイント2倍
会期中、対象売場にてクラブ・オン／ミレニアムカード セゾンのクレジットで
のお支払い（「アプリ払い」含む）1,000円（税込）につき、永久不滅ポイントが
2ポイント（通常1ポイント）貯まります。 ※くわしくは売場係員におたずねください。

会期中、対象売場にて税込2,000円以上（レシート合算不可）お買いあげで抽選会にご参加
いただける引換券を配布いたします。クラブ・オン／ミレニアムカード セゾンでのクレジット
払いかクラブ・オン／ミレニアムアプリ払いの方は、自動エントリーのため、応募不要です。

■1月31日（火）まで ■地階・1階＝化粧品売場、e.デパート（化粧品）

■2月16日（木）～28日（火） ■地階＝催事場
※最終日は当会場のみ午後5時にて閉場

九州のうまかもんが大集合

九州物産展

2月3日（金）は「節分」
今年の恵方は「南南東」

2023

■地階＝惣菜売場、鮮魚売場

■1月25日（水）～2月14日（火）  ■地階＝催事場 特設会場
■対象売場：地階＝催事場、菓子売場、地階・１階＝化粧品売場、１階＝婦人雑貨売場

■地階＝レストラン街（天ぷら・和食 醍醐、パティスリーパルテール、南秋ラーメン、そば一、稲庭うどん 
八代目 佐藤養助、美容室 ラメール アヴェタ、リラクゼーションラフィネ、花のブルーパレット）、2階＝
専門店（ワタナベ〈時計・メガネ〉、コニシ〈メガネ・補聴器〉、モード長峯〈婦人服〉、フォンテーヌ クチュ
ール〈ウイッグ〉、BCカトレア〈婦人服〉、喫茶ほっとコーナー）

■2月10日（金）～19日（日）
※1回1,000円（税・配送料など除く）以上のお買いあげが対象となります。
※ご優待商品、セール商品・レジお値下げ品ほか、一部ポイントおよびプラスポイント除外の商品・売場がございます。

●掲載商品には、アレルギーの原因といわれる
　原材料を含んでいる商品がございます。

仙令鮨／生本まぐろ恵宝巻
（約18cm、1本）
各日限定10本・・・・・・・・1,680円
まぐろ・玉子焼・きゅうり

恵方巻き販売会

バレンタイン チョコレートパラダイス 2023 抽選会

レストランほか専門店限定
クラブ・オン／ミレニアムポイント

1%＋1%＝2%

西武百貨店商品券やカタログギフトが当たる！

たごさく／七福恵方巻
1本（約18cm）・・・・・・・・・・・981円
ハーフ（約9cm）・・・・・・・・・551円

2月1日（水）～3日（金） 2月1日（水）～3日（金）

I.T.O／秋田錦牛恵方巻
1本（約18cm）・・・・・・・・1,944円
ハーフ（約9cm）・・・・・・1,080円
秋田錦牛・パプリカ・きゅうり・グリーンリーフ

2月3日（金）

あなご・きゅうり・玉子焼・かんぴょう・
えび・しいたけ・桜でんぶ

［福岡］
博多とりかわ長政 新登場 実 演

カカオの濃厚さと、伝統ある
「乃し梅」の品のある酸味が
融合。和と洋の出会いが生む
ネオ和菓子です。

フランシージェファーズ
バレンタイン限定 ミニカヌレ
（18個入、1箱）限定20箱 3,024円

※アルコールを使用している、または微量に含まれているものもございます。

ブルボンバニラと芳醇なラム酒をふんだんに使ってひとつひとつ
丁寧に焼きあげました。アーティストデザインのパッケージにも注目。

伝統和菓子「烏羽玉（うばたま）」に「ダンデライオン・
チョコレート」の良質なカカオを混ぜ込みました。

岐阜で150年以上の伝統を持つ田中屋から、開けると
思わず「きゅん」とするラブリーなせんべい缶が登場。

ナッツやフルーツ顆粒のサクサク感を忍び込ませた
クリームをマカロン型ショコラでサンドしました。

洗練された珠玉のお菓子。真っ赤なハート型のマカ
ロンを含め6種10個を詰め合わせました。

2月8日（水）から販売 2月1日（水）から販売 2月10日（金）から販売

2月8日（水）から販売

2月8日（水）から販売

デメル ザッハトルテ（3.5号、直径約10.5cm）
各日限定40個 2,376円 ※お一人さま2個まで

限定のチョコも見逃せない。

菓子職人フランツ・ザッハが
考案した、世界で最も有名な
チョコレートケーキ。

2月11日（土・祝）・12日（日）限定

モルガデザイン
西武・そごう限定柄
パッケージ

20歳未満の方の飲酒は法律により禁止されています。

各日午後1時から販売

魚屋が手づくりする、
シンプルで上品な恵方巻。

7種の具材が詰まった恵方巻。 秋田錦牛を使った
すき焼き風の恵方巻。

おすすめ！


