
※表示価格は全て税込価格です。同一商品でも、各ショップ店内やB1F たべるばでのご飲食とテイクアウトで消費税率が異なる商品がござい
ます。※営業時間は店舗により異なる場合がございます。※休館日／元日・それ以外に1日（予定）※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。※掲載内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。※掲載の商品写真は撮影したイメージ写真です。掲載
商品の色は、印刷のため実際の商品と異なる場合がございます。

〒272-0034 千葉県市川市市川1-1-1　
TEL：047-324-8611  
https://shapo.jrtk.jp/ichikawa/

シャポー市川
ホームページ

［ショッピング］10：00～21：00
［レストラン］平日・土曜日 11：00～22：30／
　　　　　  日曜日・祝日 11：00～22：00

LINEの友だち
登録はこちら

早得対象ショップ

ラ・メゾン アンソレイユターブル  パティスリー／
モロゾフ／銀座コージーコーナー／トウキョウベイクド
ベース／ゴディバ／ユーハイム／タクミ バイ サンド
ウィッチ／たんや十兵衛／デイリーテーブル紀ノ国屋

11月15日(月)～12月18日(土)の期間中、
事前決済にて1,500円(税込)以上
ご予約いただいた先着2,000名様に
エコバッグをプレゼント！
※色は選べません

プライム・ガトー・ド・メゾン
13,000円（税込） 
［限定200台／予約限定］

ピスタチオとベリーのムース
とあまおうのショートケーキ
をタルトに2段重ねした華や
かなタルトケーキ。

ラ･メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
tel.047-314-8898

B1F

予約期間…
～12/17（金）
受け渡し…
12/23（木）～12/25（土）

希少部位使用 
贅沢ローストビーフ
（スライス） 
100g 864円（税込）
牛もも肉の希少部位トモサ
ンカクを使ったやわらかい
ローストビーフです。

ミート&ベジタブル 
アイティーオー
tel.047-322-1186

B1F

予約期間…～12/20（月）
店頭販売…
12/23（木）～12/25（土）

2021.11.15● ~12.18●月 土
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早特プレゼント
キャンペーン対象ショップ
※詳細は、各ショップスタッフへお問い合わせください。

あまおういちご

フランボワーズ・
ブルーベリー・いちご

チョコレート

プレーンスポンジ

ホイップクリーム

アーモンドタルト

ピスタチオムース
ベリームース



キャラメルアップルタルト 4号 3,240円（税込）
リンゴを入れて焼いたキャラメルチーズ
タルトにリンゴモチーフのムースをのせました。
見た目も可愛いクリスマスケーキです。

トウキョウベイクドベース
tel.047-711-1119B1F

予約期間…11/1（月）～12/22（水）
受け渡し…12/23（木）～12/26（日）
店頭販売…12/20（月）～12/26（日）
※限定40台 ※なくなり次第終了

タルトマロンフロマージュ 4号 3,240円（税込）
ゴルゴンゾーラのチーズタルト・マロンクリーム・マロンブリュ
レ・マスカルポーネクリームを合わせ、雪をイメージしたチーズ
クリームをかけたチーズ好きのためのモンブランです。

トウキョウベイクドベース
tel.047-711-1119B1F

予約期間…11/1（月）～12/22（水）
受け渡し…12/23（木）～12/26（日）
店頭販売…12/20（月）～12/26（日）
※限定20台 ※なくなり次第終了

クリスマス ガトー オ ショコラ 4号 
1台（直径約11.8cm） 3,780円（税込）
ダークチョコレートをアーモンドパウダー生地に練
り込んでじっくりと焼き上げました。焼き菓子のた
め、常温保存が可能です。

ゴディバ
tel.047-704-8455B1F

予約期間…12/1（水）～12/20（月）
受け渡し…12/1（水）～12/25（土）
店頭販売…12/1（水）～12/25（土）※なくなり次第終了

X’masデコレーション 5号 
1台（直径約15cm） 4,000円（税込）
北海道十勝産の原乳からつくったフレッ
シュな純生クリームを使用。中にもいちご
をサンド。

モンペリエ イチカワ ジェイ ガトー クラブ
tel.047-374-3570B1F

予約期間…～12/18（土）
受け渡し…12/22（水）～12/25（土）
店頭販売…12/22（水）～12/25（土）

Shapo Ichikaw
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タルト・フレーズ 1台
（直径約16cm） 
5,980円（税込）
真っ赤な国産いちごをたっぷり
飾ったクリスマス限定タルトで
す。いちごの下にはベリークリーム
とバニラクリームを贅沢に使用。

ラ･メゾン 
アンソレイユターブル 
パティスリー
tel.047-314-8898

B1F

予約期間…～12/17（金）
受け渡し…
12/23（木）～12/26（日）
店頭販売…
12/23（木）～12/26（日）

苺サンドショート 4.5号 3,300円（税込）
ふんわり焼き上げたスポンジに生クリーム入りホ
イップクリームと苺をサンドした、コージーコー
ナーの人気No.1ケーキ。

銀座コージーコーナー
tel.047-711-3505B1F

予約期間…～12/23（木）
受け渡し…12/18（土）～12/25（土）

クリスマス ストロベリーショートケーキ
1台（直径約12.5cm） 2,484円（税込）
ふわふわのスポンジケーキの間に、スライス苺と
たっぷりのクリームシャンティをサンドしました。

モロゾフ
tel.047-322-1122B1F

予約期間…～12/25（土）
受け渡し…12/23（木）～12/25（土）
店頭販売…12/23（木）～12/25（土）

CHRISTMAS
CAKECo!ection

S H A P O  I C H I K A W A
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いちごクリーム

クッキー生地

プレーンスポンジ
ショコラクランチ
フランボワーズ
バニラクリーム

カスタードクリーム

Merry
Chistmas

オーナメント

白スポンジ

クリームシャンティ

星型プレート

ストロベリー

スライスイチゴ

サンタオーナメント

苺 スポンジ

オリジナルクリーム

タルト生地

フランボワーズの
グラサージュ 青りんごの

ジュレ
シナモンのムース

キャラメルクリーム

りんごシロップ煮

キャラメル
チーズケーキ

マロン
クリーム

タルト生地

チーズ
クリーム
マスカル
ポーネ
クリーム

ゴルゴン
ゾーラの
チーズケーキ

マロンの
クリーム
ブリュレ

ダークチョコレートを
アーモンドパウダー生地に
練り込んで焼き上げたスポンジ

ミルクチョコレート
コーチング

雪の結晶
ホワイトチョコレート

ピンクライン
（チョコレートコーチング）

ロゴチョコレート
カラーパウダー
ゴールド

いちご

生クリーム

スポンジ



クリスマス島の塩使用
水郷赤鶏ローストチキンレッグ
（約250g） 1,296円（税込）
キリバス共和国のクリスマス島で
作られた塩を使用した水郷赤鶏の
ローストチキンレッグです。

ミート&ベジタブル アイティーオー
tel.047-322-1186B1F

予約期間…～12/20（月）
店頭販売…12/23（木）～12/25（土）
※限定180本

四国産ローストチキン
レッグ 1本 626円（税込）
お肉の専門店がこだわって
作ったローストチキンです。

ニュー・クイック
tel.047-326-1129

B1F

錦爽どりのローストチキン
1本 880円（税込）
千葉県産の錦爽どりをじっくり
焼きふっくらジューシーに
仕上げました。

タクミ バイ 
サンドウィッチ
tel.047-316-0377

B1F

予約期間…12/1（水）～12/24（金）
受け渡し/店頭販売…12/23（木）～12/25（土）※限定500本

国産もも焼き
1本 680円（税込）
甘めのしょう油ダレに
漬け込み旨味を引き出し
ました。

日本一
tel.047-318-2477

B1F

国内産若鶏
ローストチキンレッグ
1本 540円（税込）
岩手県産いわい鶏
ローストチキンレッグ
1本 780円（税込）
店内でじっくり焼いていま
す。丸焼き、1羽 3,700円（税
込）もございます。

肉のアマイ
tel.047-326-5511B1F

予約期間…～12/23（木）
受け渡し/店頭販売…
12/24（金）～12/25（土）

いとう和牛使用
黒毛和牛ローストビーフ（モモ）
100g 2,160円（税込）
4等級以上の黒毛和牛を使用した
贅沢なローストビーフです。

ミート&ベジタブル 
アイティーオー
tel.047-322-1186

B1F

予約期間…～12/20（月）
店頭販売…12/23（木）～12/25（土）

マジパンシュトーレン 1本 2,160円（税込）
ドイツの伝統菓子「シュトーレン」はクリ
スマスに欠かせないひと品です。

デイリーテーブル紀ノ国屋
tel.047-711-2248B1F

店頭販売…12/1（水）～12/25（土）

シュトーレン 1本 1,404円（税込）
じっくりとラム酒に漬け込んだドライフルーツをたっぷ
りと。1cm位にカットしてお召し上がりください。

サンジェルマン
tel.047-321-6501B1F

予約期間…12/1（水）～12/24（金）

シュトーレン
1本（箱サイズ約：縦8.1×横20.7×高さ5.6cm） 
2,808円（税込）
ドライフルーツやナッツをたっぷり入れ、丹精込めて
しっとりと焼き上げました。

ユーハイム
tel.047-323-8388B1F

予約期間…11/15（月）～ ※限定20個 ※なくなり次第終了

Shapo Ichikaw
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クリスマスショートケーキ 4号 1台（直径約12cm） 3,240円（税込）
甘さと酸味のバランスが絶妙な国産の苺を中に
も飾りにも使用した自慢のショートケーキです。

デイリーテーブル紀ノ国屋
tel.047-711-2248B1F

予約期間…～12/15（水）
受け渡し…12/23（木）～12/25（土）
店頭販売…12/23（木）～12/25（土）
※店頭予約のみ　※受け渡しは午前11時から

CHRISTMAS
PARTYCo!ection

S H A P O  I C H I K A W A

青果店のクリスマス ミックスフルーツタルト
5号 5,400円（税込）
青果店ならではのフレッシュフルーツをふんだんに使った
フルーツタルト。ダマンドタルトの香ばしさもポイント。

店頭販売…12/23（木）～12/25（土）

スイーツ ボックス
tel.047-323-18511F

築地果汁創作所 【出店期間：12/21（火）～27（月）】

クリスマスパレット8 6号（直径約18.5cm）
4,700円（税込）
ピースごとに異なるフレーバーが楽しめる、この時期
限定のアイスクリームケーキです。

サーティワンアイスクリーム
tel.047-369-6931B1F

予約期間…～12/25（土）※なくなり次第終了
店頭販売…12/10（金）～12/25（土）※なくなり次第終了

クリスマスパーティーセット
・スモール10個 3,500円（税込）　・レギュラー10個 4,600円（税込）
選べる10個のアイスクリームをピックやシールでデコレーションできます。

サーティワンアイスクリーム
tel.047-369-6931B1F

予約期間…～12/25（土）※なくなり次第終了
店頭販売…11/15（月）～12/25（土）※なくなり次第終了
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予約期間…～12/23（木）
受け渡し…
12/23（木）～12/25（土）
店頭販売…
12/23（木）～12/25（土）

予約期間…
12/1（水）～12/24（金）
店頭販売…
12/23（木）～12/25（土）

対象商品

Special Present

対象商品

Special Present
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苺

スポンジ

フレッシュ
クリーム

人気の16種のフレーバーを楽しもう！

タルト生地

フレッシュ
フルーツ

生クリーム

ダマンド
タルト

カスタード

バナナ



テーブル彩るごちそうDISH 2,490円（税込）
希少部位トモサンカクのローストビーフ、海老の生春巻きに加え生ハムや
スモークサーモントラウトなど9種類のごちそうが味わえる彩り豊かな一皿です。

イーション
tel.047-712-5310B1F

予約期間…～12/22（水）　受け渡し…12/24（金）・12/25（土）
店頭販売…12/24（金）・12/25（土）

Xmasピンチョスセット（1パック2人前）
2,970円（税込）
パーティシーンをより華やかに彩る前菜
プレート。

アール・エフ・ワン
tel.047-321-6020

B1F

予約期間…～12/17（金）
受け渡し…12/23（木）～12/25（土）
店頭販売…12/24（金）・12/25（土）

Shapo Ichikaw
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ぎゅうたんオードブル（2～3人前） 6,480円（税込）
たんや名物の熟成たんしおとみそ。数量限定の霜降り
極たんが入った超お得な牛たんオードブル。

たんや十兵衛
tel.047-321-64111F

予約期間…受け渡しの2日前まで
　　　　　　※希望人数分への変更可 1人前 2,160円（税込） ※予約限定　　　　　　　　

予約期間…通年

限定パーティーオードブル 3,500円（税込）
［予約限定］
たくさんのカツを詰め込んだご家族に大人気の
オードブル。

とんかつ いなば和幸
tel.047-320-9811

1F

予約期間…受け渡しの前日17時まで
受け渡し…希望日時をご指定くださいませ

左：プリティーオードブル
1,400円（税込）
クリスマスの食卓が盛り上がるバラエ
ティ豊かなオードブルです。

自慢のカツサンドがたっぷり入っている
ので、お子様も大喜び！

デリフランス
tel.047-326-10111F

予約期間…～12/22（水）
受け渡し…～12/25（土）
店頭販売…12/24（金）のみ

テイクアウト
左：マルゲリータ 
1,296円（税込）
右：4種チーズとナッツの
ピッツァ 1,393円（税込）
高温の石窯で焼き上げ、
表面はパリッと、中はモチ
モチ！生地のおいしさが
詰まったお店の味をご家庭
で楽しめます。

パスティノーバ
tel.047-711-4188

1F

CHRISTMAS
FOOD

S H A P O  I C H I K A W A

Co!ection

5 6

右：ひれかつミックスオードブル 
1,800円（税込）

対象商品

Special Present

祝（いわい）3人前 
2,900円（税込）
人気の定番にぎり3人前の
盛り合わせ。食卓が華やぎ
ます。［通年メニュー］

すし三崎丸
tel.047-329-3031

1F

予約期間…通年

ちよ折・おと姫
1パック（18貫入り）
2,679円（税込）
とろ4貫をはじめ、うにやいく
ら、ずわいがになど贅沢ネタ
を盛り合わせた2人前です。

ちよだ鮨
tel.047-322-4100

1F

予約期間…～12/25（土）


