
～生チョコ発祥の店『シルスマリア』のバレンタイン～ 

過去最多！全国80箇所で期間限定販売 
2013年1月23日（水）より 

News Release 
報道関係各位 

2013年1月21日 
株式会社コロワイド 

 株式会社コロワイドのグループ会社である、株式会社シルスマリア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社
長：稲毛田正明）では、1月23日（水）よりバレンタインシーズンに合わせ日本各地の百貨店・商業施設全
80箇所にて期間限定で生チョコを販売いたします。 
 神奈川銘菓にも指定されている“公園通りの石畳”の他、ホワイトチョコにフリーズドライの苺を混ぜ込ん
だ“スノーベリー”や“シルスビター”、“アールグレイ”、“抹茶”、“オランジェ”の6種類をご用意し
ております。 
是非今年のバレンタインデーに“生チョコ発祥の店”「シルスマリア」の自慢のチョコレートを大切な方にプ
レゼントしてみてはいかがでしょうか。 

 

『シルスマリア』バレンタイン 商品ラインナップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【公園通りの石畳】 
３種類のベルギー産
チョコレートと新鮮な
クリームで作った生
チョコレート。 
(¥1,050) 

【シルスビター】 
滑らかな口解けの生
チョコレートはそのま
まに、深煎りの香ばし
いカカオと上質のバニ
ラの香り豊かな生チョ
コレート。(¥1,050) 

【抹茶】 
京都で作ったお茶を時
間をかけて丹念に石臼
で挽いて作った抹茶を
使い、本物の抹茶だけ
が持つ色と香りを閉じ
込めた生チョコレート。
(¥1,365) 

【アールグレイ】 
ミルクチョコレートの
豊かな風味、ベルガ
モット香る紅茶の味が
楽しめるダージリン産
のアールグレイ茶葉を
した生チョコレート。 
(¥1,260) 

【スノーベリー】 
ベルギー産ホワイトチョコ
と、新鮮なクリームで作っ
た生チョコに、フリーズド
ライの苺を混ぜ込みました。
(¥1,260) 

【オランジェ】 
2013年の新作チョコレート。
オレンジの皮をじっくり煮出し
たエキスをチョコレートに合わ
せ、食感を出すために、オレン
ジピールを加えております。
(¥1,260) 

【生チョコ6種詰め合わせ】 
全種類の生チョコレートをお楽
しみいただける贅沢なセット。
色々な種類を試してみたい方に
おすすめです。(¥2,835) 

※価格は全て税込となります。 ※店舗によって取扱い商品が異なる場合がございます。 

～本件に関するお客さまからのお問い合わせ先～ 
株式会社コロワイド 広報担当：稲葉 

TEL：045－274-5984 FAX：045-274-5977 
 

～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～ 
コロワイドPR事務局（イニシャル内） 担当：宮田・グレイ・牧野 

TEL：03-5572-6073  FAX：03-5572-6075 



～本件に関するお客さまからのお問い合わせ先～ 
株式会社コロワイド 広報担当：稲葉 

TEL：045－274-5984 FAX：045-274-5977 
 

～本件に関する報道関係者さまからのお問い合わせ先～ 
コロワイドPR事務局（プラチナム内） 担当：宮田・グレイ・牧野 

TEL：03-5572-6073  FAX：03-5572-6075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出店施設一覧■ 

＜北海道＞丸井今井 札幌本店          2/2（土）～13（水） 

     三越 札幌店     2/4（月）～14（木） 

     大丸 札幌店     2/6（水）～14（木）             

＜宮城県＞藤崎           1/31（木）～14（木） 

     ＪＲ仙台駅構内                  2/4（月）～14（木） 

＜茨城県＞ 西武百貨店 筑波店       2/7（木）～14（木） 

＜千葉県＞ 高島屋 柏店       2/6（水）～14（木） 

      そごう 千葉店       2/7（木）～14（木）        

＜埼玉県＞そごう 川口店     1/29（火）～14（木） 

     そごう 大宮店       2/1（金）～14（木） 

     エキュート大宮       2/4（月）～15（金） 

＜長野県＞ながの東急百貨店            1/31（木）～14（木） 

＜静岡県＞遠鉄百貨店                  2/1（金）～14（木） 

＜愛知県＞ジェイアール名古屋高島屋1/23（水）～14（木） 

     三越 星ヶ丘店         2/6(水）～14（木） 

     名鉄百貨店 本店                 2/6(水）～14（木） 

＜岐阜県＞高島屋 岐阜店     1/31（木）～14（木） 

＜京都府＞高島屋 京都店     1/30（水）～14（木） 

     ジェイアール京都伊勢丹    1/30（水）～14（木） 

     大丸 京都店       2/1（金）～14（木） 

     高島屋 洛西店         2/6(水）～14（木） 

＜奈良県＞近鉄百貨店 奈良店          1/31（木）～14（木） 

     近鉄百貨店 橿原店          1/31（木）～14（木） 

＜大阪府＞阪急百貨店 堺北花田阪急 1/30（水）～14（木） 

     阪神百貨店 阪神梅田本店 1/30（水）～14（木） 

     高島屋 大阪店     1/30（水）～14（木） 

     高島屋 堺店     1/30（水）～14（木） 

     大丸 心斎橋店     1/30（水）～14（木） 

     大丸 梅田店     1/30（水）～14（木） 

     近鉄百貨店 阿倍野店       2/1（金）～14（木） 

     京阪百貨店 守口店       2/1（金）～14（木） 

     阪急百貨店 千里阪急       2/4（月）～14（木） 

     阪急百貨店 阪急うめだ本店  2/6(水）～14（木） 

     京阪百貨店 すみのどう店     2/6(水）～14（木） 

＜兵庫県＞そごう 神戸店              1/29（火）～14（木） 

     阪急百貨店 川西阪急         2/6(水）～14（木） 

     阪急百貨店 西宮阪急     1/30（水）～14（木） 

     大丸 神戸店     1/30（水）～14（木） 

＜和歌山県＞近鉄百貨店 和歌山店    1/31（木）～14（木） 

＜岡山県＞高島屋 岡山店     1/30（水）～14（木） 

     天満屋 本店     1/30（水）～14（木） 

 

 

 

 

 

 

  

＜東京都＞  

高島屋 玉川店                           1/23（水）～14（木） 

西武百貨店 池袋本店                    1/24（木）～14（木） 

西武百貨店 渋谷店                       1/29（火）～14（木） 

高島屋 立川店                           1/30（水）～14（木） 

高島屋 新宿店                     2/1（金）～14（木） 

大丸 東京店                             2/1（金）～14（木） 

グランデュオ蒲田                            2/1（金）～14（木） 

羽田空港第1ﾋﾞﾙ2階ｽﾀｰｽｨｰﾂ           2/1（金）～3/31（木） 

メトロ・エム（後楽園）     2/1（金）～14（木） 

高島屋 日本橋店     2/2（土）～14（木） 

東急百貨店 東横店     2/4（月）～14（木） 

阪急百貨店 大井食品館       2/6(水）～14（木） 

小田急百貨店 新宿店       2/6(水）～14（木） 

小田急百貨店 町田店       2/6(水）～14（木） 

東急百貨店 渋谷本店     2/7（木）～14（木） 

＜神奈川県＞ 

ロビンソン 小田原店   1/23（水）～14（木） 

そごう 横浜店                           1/30（水）～14（木） 

阪急百貨店 都筑阪急   1/30（水）～14（木） 

高島屋 横浜店                           1/30（水）～14（木） 

伊勢丹 相模原店   1/30（水）～14（木） 

さいか屋 横須賀店   1/30（水）～14（木） 

小田急百貨店 藤沢店     2/1（金）～14（木） 

アトレ 川崎店             2/5（火）～14（木） 

さいか屋 藤沢店     2/6（水）～14（木） 

東急百貨店 たまプラーザ店     2/7（木）～14（木） 

アトレ 新浦安店     2/7（木）～14（木） 

東急百貨店 レシピ青葉台     2/7（木）～14（木） 

ランドマークプラザ     2/8（金）～14（木） 

京浜急行 追浜駅構内     2/8（金）～14（木） 

横浜ザ・ダイヤモンド地下街   2/11（月）～14（木） 

ラスカ 平塚店           2/13（水）～19（火） 

＜愛媛県＞いよてつ高島屋              1/31（木）～14（木） 

＜広島県＞そごう 広島店   1/31（木）～14（木） 

＜山口県＞井筒屋 山口店     2/2（土）～14（木） 

＜福岡県＞井筒屋 小倉店     2/1（金）～14（木） 

     コレット井筒屋     2/1（金）～14（木） 

     阪急百貨店 博多阪急       2/6(水）～14（木） 

＜熊本県＞鶴屋百貨店     2/1（金）～14（木） 

＜沖縄県＞沖縄三越           2/1（金）～14（木） 

 ※出店期間は変更になる可能性がございます。 


