ギフトと一緒に贈りたい。
選りすぐりのチョコレートをご紹介。

「バレンタイン」とは
恋する女性が
ほんの少し勇気を出せる特別な日。

①
My
heart

My
heart

②

Thanks
①

その勇気をそっと支えてくれる、
厳選したギフトをご紹介します。
きっと、あなたのドキドキが

ココアスポンジにミルクチョコとダークチョコを合わ
せたチョコムースと、
サクサクした食感のフィオレン
ティーヌを重ねた絶品。
きっと喜ばれるはず！

フロ プレステージュ

大切なあの人に届くはず。
今年のバレンタインは、

①

ショコラ・ハート
1,609円（税込）

My
Friend
heart ship

My
heart

ぷるるんとしたお餅と、
とろとろ生チョコを
組み合せた新食感スイーツ！

ショコラマカロン
1,512円（税込）

②

バレンタイン限定マカロンを、nikoオリジナルの
限定ボックスに可愛く詰め合わせました。
※要冷蔵商品

niko gifts＆sweets

Friend
ship

Thanks

My
self

①フェアリーケーク キープセイク
（4粒入）
3,780円（税込）
②フェアリーケーク アソートメント
（17粒入）
5,400円（税込）

妖精が食べるような可愛らしいケーキをイメージした、
2019バレンタイン限定のチョコレートを詰め合わせ
ました。
大好きなあの人を魅了する至福のおいしさを
ギフトに！

タリーズチョコレート
テルゼット アルモニア
1,280円（税込）
③

GODIVA

6種類のチョコを楽しめる、バレンタイン限定の
チョコレートボックス♪

タリーズコーヒー

Friend
ship

②フラワークリスタル 972円（税込）

フラワーガーデンに、
艶やかなプレーンチョコレート
が咲き揃いました！

言葉以上の絆で繋がる友達へ “LIKE の気持ち”をカタチにしたい！
男女関係なく、きっと今まで以上の仲良しになれそう。

③グレイシャス 648円（税込）

輝く宝石箱のような缶に、
繊細で上品なチョコレート
を集めました。

パレマルシェ

Friend
ship

My
self

プラリネ風味のサクサクした食感のフィオレンティーヌ
とプラリネミルクチョコムース、
ホワイトチョコムースを
重ね、
クルミを加えました。洋酒の香りが楽しめる、
濃厚でギフトに最適なケーキ♪

Kind
ful

Friend
ship

My
self

どんな息子さんも、ママからの ギフトは特別！
パパもヤキモチ。「やっぱりママが大好き」をきっともらえる！

フロ プレステージュ

②

Kind
ful

My
self

①

①

②

①たまごパン チョコレート味 648円（税込）

当店オリジナル！
他では売っていない、バレンタイン限定の味です！

②ヨッポギ チョコレート味 281円（税込）

当店で大人気のヨッポギシリーズから、
バレンタインにピッタリなチョコレート味が新登場！

こととや

ガヴァルニー プレミアムトリュフ ココア
170g 498円（税込）

口溶けのなめらかさにこだわった、本場ベルギーの
濃厚トリュフチョコレート。

①ハートチョコクロ 205円（税込）
②ハートチョコクロ ボックス
（5個入）
874円（税込）

バレンタイン限定で、
ハートの形をしたチョコクロが
登場！親愛を込めたギフトにどうぞ！

サンマルクカフェ

Friend
ship

My
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ガトーアソートメントボックス(10種入)
2,350円（税込）

オシャレな箱に、
自慢の焼菓子をたくさん
詰め合わせました。大切なお友達においしい
ギフトはいかがですか？

お茶の実の雪うさぎ工房

あなたが作るオリジナルギフト

もへじの和とりゅふ
615円（税込）

もへじ商品を使用した、6つの味が楽しめる
トリュフチョコ！

カルディコーヒーファーム

ラッピング袋（大、小）各100円（税込）

（大：5〜6個、小：3〜5個 ※お菓子の大きさにより入る個数
が変わります。※商品代は別途。）

バラのクッキー焼菓子・チョコなどを自分で選んで、
世界に1つの詰め合わせをプレゼント！

お茶の実の雪うさぎ工房

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※画像はイメージ です。※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Thanks

いつもお世話になっている人へ。感謝の気持ちを込めた
ちょっと特別なギフトはいかが？

Kind Thanks
ful

カルディコーヒーファーム

いつも頑張る自分へ。スイートな時間をひとり占め。
明日のために元気をチャージ！
プラリネショコラ
1,717円（税込）

治一郎のラスク しょこらクランチ (4枚入)
540円（税込）

こだわりのチョコレートラスクに口どけの良いミルク
チョコをコーティングし、３種のクランチをたっぷり
あしらった贅沢な一品！豊かな食感をギフトにどうぞ！

治一郎

メリーチョコレート
①グレイシャスファンシーチョコレート
1,080円（税込）
華やかに愛らしく彩られた、バレンタイン限定の
ファンシーチョコレート♪

Friend
ship

楽天チョコクッキーランキングで第1位を冠した逸品。
新パッケージ登場で、
ギフトに最適！

四季の旬菓と和心スイーツ専門店 玉華堂

②

特別感のあるギフトで、本当の気持ちを伝える
ひとにぎりの勇気が湧いてくる♪

②とろける生チョコクッキー
（9個入）
900円（税込）

①

ハッピーな1日にしませんか？

My
heart

②

①餅トリュフ 370円（税込）

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/iwata/

バレンタインギフトを喜んでもらうには、
一生懸命に相手を想って
選ぶのがポイント。
いつものお気に入り、
ふと見せたこだわり、
憧れのブランド、
普段着けないワンランク上のアイテムなど
「カレにピッタリなギフト」
が、
きっとみつかるラインナップ。
①

My
heart

My
heart

①

①Samsonite RED BIAS JACK2
SHOULDER BAG B5 NAVY
11,880円（税込）

高密度のナイロンボディを使った、
使いやすく豊富に収納を設けた、
モードなミニショルダー。

①パーカー
各12,852円（税込）

大好きなあの人と
お揃いでどうぞ！

My
heart

②Samsonite RED BIAS JACK2
BODY BAG BLACK
10,800円（税込）

キリカエトラックジャケット
(カラー：ベージュ、
レッド)
各5,800円（税込）

My
heart

Tシャツからコートまで、幅広いトップスに
対応してくれるボディバッグ。
今季なら本体側をフロントにして使っても
good!

トレンドのSTREETスタイルに必要な、
スポーティアウター。女性でも似合うから、
ペアルックに最適！

JS TRUNK＆Co

シンプルからPOPな
デザインまで多数取り
揃えています！
きっと彼好みの柄が
みつかる！

Friend
ship

②

Bean's

②

いい顔は、
いい肌が決める。
ひげそりなどダメージを受けやすい肌に、
うるおいで満たす化粧液。

②ポール・スチュアート モイスチュアライジング
リペアセラム〈メンズ用美容液〉
4,320円（税込）
香る大人の清潔感。
肌あれしやすい肌を、一品で潤いを与え、
保たせてなめらかに整える
オールインワンな美容液。

ペアリング20％OFF
（当社指定商品をペアでご購入の方限定）

②

KiRIE
①AAMT710 ②AANT710
各12,960円（税込）

フルボ デザイン 紳士ネクタイ
4点セット 4,320円（税込）

ネクタイ、
チーフ、
カフス、
タイバーの
4点セットで、彼のビジネスライフを応援！

My
heart
My
Friend
heart ship

①

②

チョコレートソックス
1,296円（税込）

①
My
self

②ネクタイ
8,629円（税込）

③

フロントに『L』、バックにはブランドロゴの刺繍が入った定番キャップ。

TiC TAC

My
heart

ALEXANDER JULIAN
①エクストラファインコットン
シャツ
5,389円（税込）

①K10YG/
ダイヤモンドネックレス
21,600円（税込）

心地よい風合いと光沢に優れた
高級綿を使用、
ステキなビジネスライフを
プレゼントしたい！家庭用洗濯対応の
形態安定加工でお手入れも楽ちん。

②K10YG/
ダイヤモンドリング
24,840円（税込）

①

バレンタインモチーフネクタイ
各999円（税込）

ツヤ感があり上品な雰囲気で、
気持ちも一新！

ソデ口のワンポイントでオシャレ度UP！

②

幸せを招くパワーをもつといわれる
ダイヤモンドを中心に、
そこから
生まれる幸せの波紋が続くような
女性らしいデザイン！

ハート柄やチョコレート柄など、バレンタインデーを
イメージした最旬アイテムです。

③カフス
9,709円（税込）

ウォッシュド加工のバックサテン素材を採用。気軽にサラッと使えて、
ソフトな着用感も特徴です。ペアで揃えて、
さらに仲良しに！

シャツプラザ

My
self

ドゥミエール ビジュソフィア

②

タカキュー

丸胸・運命のブラ
①ブラ 1,944円（税込）
②ショーツ 864円（税込）

ATRENA FABRICA

My
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Friend
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My
self

ペアネックレス
各ペアセット 2,052円（税込）

Kind Thanks
ful

Friend
ship

①

お揃いアイテムを持てば、
更に2人の絆が深まるはず！
お友達とのお揃いコーデにも
おすすめ!

マフラー
4,309円（税込）

My
self

①Crocband™ Clog
5,184円（税込）

SIERRA DESIGNS
ウエストバッグ ユニセックス
5,389円（税込）

フェスやキャンプでも使いやすい
コンパクトサイズだから、
いつも
使ってくれるはず！

ライトオン

Wピンウォッシュレザーベルト
各3,024円（税込）

②

レザーを洗い加工した、
カジュアル感強めの
Wピンベルト。
どんなパンツにも合わせやすい！
※革を加工しているので、1点1点色合いや
加工感が異なります。

王道なクロックバンドで、
足元に軽やかさをプレゼント。

②ワイヤレスステレオヘッドセット
WI-C300
5,162円（税込）

My
self

My
self

My
self

DHCクイーンオブセラム 90ｇ
8,640円（税込）

①

スマホやパソコンで、
いつも目が疲れている友達へ。
気持ちよく寝てしまっても、10分で切れるタイマー付
で安心。
ヒアルロン酸配合。

ユニオンステーション

My
Friend
heart ship

Friend
ship

①ルルド めめホットチャージ
ビューティ
6,480円（税込）

SWANKY MARKET

大切な人の首元を暖めてくれる、
バレンタインの定番ギフト。

アンティークウォッチのようなクラシック
なディテールで、手元をエレガントに
引き立てます。

TiC TAC

コムサイズム

My
Friend
heart ship

SPICA HOLIDAY COLLECTION
SPI28-BLK/2018
23,760円（税込）

高級感たっぷりの深みカラーの時計を
バレンタインのギフトにどうぞ！
(ペアウォッチとしても楽しんでいただけます。)

GINZA Happiness

VENCE share style

②サハリ
各6,696円（税込）

Venus Garden 久野屋

①

Natty's

バレンタイン割引でラグジュアリーな輝きを、
大好きな人と同じ指にする絶好のチャンス！
※写真はイメージです。

本物のチョコレート！？
いいえ、実はソックスなんです。
遊びゴコロを一緒にプレゼント♪

ラコステ
①キャップ
各6,264円（税込）

馬のかたちの革製チャーム。
しっぽは鮮やかな組紐に静電気防止の糸を
編み込んでいるから、大事なあの人を守ります。

ジュエリーツツミ

②ボクサーパンツ
各1,728円（税込）

①リサージ メン スキンメインテナイザー
〈メンズ用化粧液〉3,240円（税込）

テイルチャーム
3,132円（税込）

②
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②

②

①

チュチュアンナ グリーンレーベル

女王蜂のパワーに着目。
美しさを生み続ける
新発想エイジングケア*美容液。
＊年齢に応じたケア

My
self

①

DHC直営店

②

②LiteRide™ Clog
5,616円（税込）

ジャパニーズチェリーブロッサム
①ストロベリーキス ボディクリーム
3,240円（税込）

快適な履き心地を、
自分にあげよう！

今人気のBluetoothワイヤレスヘッドホン。
快適な音楽ライフをプレゼントしよう！

大人気「運命のブラ」[丸胸タイプ]の春の
新作です。
「ショーツのサイズを選びたい！」
というお声から、
ブラとショーツが別売りに
なりました。
華やかな多色刺繍が魅力の
1枚です。

みずみずしいストロベリーを思わせるフレッシュさと、
美しい花々のうっとりするような香りを楽しめます。

crocs by fam

ノジマ

Friend
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②ストロベリーキス シャワージェル
1,620円（税込）

アクシーズファム
①スウィートショコラネックレス 3,132円（税込）
②スウィートショコライヤリング 2,052円（税込）

甘いストロベリーと桜や花々の深い香りが、
ほのかに
肌に残ります。

e.r.g*

THE BODY SHOP

キュートなお菓子モチーフのアクセサリー。
バレンタインのお出かけにもぴったり♪
※1月末日入荷予定。※なくなり次第終了となります。

アクシーズファム

My
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My
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HYDRATION
12 oz Wide Mouth
各3,780円（税込）

9FIFTY™
各5,400円（税込）

LOVER S ROOM別注！
アジャスタブルで調節ができ、
ギフトにもgoodです。

ブークレ素材を使用し、
サラッとした履き心地。
ブロックの色をアクセントにできる、
ちょっとした面白みをギフトにしてみては？

キャンパス生地でしっかり仕上げ、ゆったり
A4サイズが入る使いやすさ抜群のバッグ！
春の差し色にも便利で、
ギフトに最適！

LOVER'S ROOM

靴下屋

coen

まだまだ、
ステキなギフトがいっぱい！

シャワー パワー 2,280円（税込）
Friend
ship

お肌を爽快に洗い上げる、
フルーティーなシャワージェルを2種類セレクト。
きっと喜ばれるギフトです。

LUSH

雅結
①和柄レザーウォレット
各13,824円（税込）
②和柄コイン＆カードケース
各4,536円（税込）

丸型モチーフにドライフラワーを
とじこめた、あめ玉のようなピアス。

メルローズクレール

姫路レザー を使用した満足度の高い当店限定
のウォレットと、
マルチケース。
セットもオススメ！

人気のKANGOLボディバッグ。STREETスタイルに最適で、
男女ともに似合います！

流儀圧搾

VENCE share style

②

②フラワー封入ピアス
2,700円（税込）

coen2WAYロゴトートバッグ
各2,160円（税込）

②

KANGOL別注ボディバッグ
（カラー：ブラック、ベージュ）
各3,800円（税込）

クリアなモチーフに花びらをとじこめた、
透明感のあるネックレス。
さらさらゆれるチェーンと、
スウェードリボンがポイント♪

バレンタイン限定 ブークレ
ブロックチェック ショートソックス
各864円（税込）

Kind Thanks
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①フラワー封入ネックレス
4,104円（税込）

他のどのボトルにも真似できない
保温性能！想像以上のリフレッシュ
体験をギフトにどうぞ。

My
self

同時開催！
①

今 年 おすすめ の チョコレートが いっぱ い！
詳しくは
催事会場へ

ららぽーと

磐田

2/14 (木)まで

場所：1F 中央広場

ゴディバ

ルタオ

クァウテモック

デジレー

ラムール

アントステラ

