
ガトーフェスタ ハラダ1F
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ポーターストームシリーズ
①IDケース 7,150円（税込）
②マルチポーチ 7,920円（税込）
③モバイルポーチ 11,000円（税込）
吉田カバンとサックスバーとの共同開発モデ
ルです。「大人の男性が普段使いで品良く持て
るデザイン」がコンセプト。

サックスバー2F

バレンタインギフト

ベルギーチョコチップ入り 
濃厚ショコラ 180円（税別）
濃厚なチョコレートの味わいと香ばしいアー
モンドをお楽しみください。

チョコレートチーズタルト 
300円（税込）
ブラックココアを使用したタルトを1度焼き、
Minimalのチョコレートを入れたチーズムー
スを充填して再度焼き上げる「2度焼き」で、
サクサク・とろとろの食感が特徴。

ルビースイートハート 
1,300円（税別）
ルビーチョコのアパレイユで焼き上げたフレ
ンチトーストにピンクストロベリークリーム
を絞り、中央にはマスカルポーネクリームを
ハート形にして仕上げました。

抹茶ショコラグラス 
with ハーゲンダッツ 880円（税別）
2種のアイスクリームとホワイトチョコクリー
ムが重なりあう、贅沢なグラスデザート。

札幌グランドホテル 
トリュフ＆プラリネ 1,000円（税別）
北海道初の本格的洋式ホテルとして1934年
に開業。北海道らしさにこだわったチョコ
レートギフトをお届けします。

カヴァルニープレミアムトリュフ 
462円（税別）
1942年創業の老舗チョコレートメーカーが
造る、プレミアムな味わいのトリュフチョコ
レート。 

ベルギーワッフル マネケンB1F BAKE CHEESE TARTB1F IvorishB1F ナナズグリーンティーB1F フードウェイB1F カルディコーヒーファームB1F

熊本県下の緊急事態宣言に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、右記の通り、一部の店舗で営業時間の変更または臨時休業を行います。

〒860-0805
熊本市中央区桜町3番10号

TEL 096-354-1111

https://sakuramachi-kumamoto.jp

サクラマチカード
10ポイントデー

期間中お買い物された方全員に
200円（税込）ごとに10ポイント進呈
※申し込んだその日から使える！ 即日発行承ります。

10pt

キャンペーン期間 1/30[土]・31[日]

［ショップ］ B1F・1F・2F・3F・4F▶10:00-20:00 ※一部を除く　［レストラン］ 11:00～20:00（LO 19:30）※酒類の提供は19:00まで
2F バス案内所 ▶7:30-20:00　　※ 営業時間は店舗により一部異なります。　※ 最新の情報はホームページをご覧ください。 ※ 状況により内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ゴールドコレクション12粒 
3,240円（税込）
香ばしいプラリネや、くちどけまろやかな
ガナッシュ、ベルギーの伝統が息づく、
アートのように美しいチョコレートを詰
め合わせました。

マジドカカオ8個入 
3,790円（税込）
厳選したチョコレートと素材の相性を追求し
て辿りついた極上のバランス。サクッとした
クッキーと口どけの良いチョコレート。2つの
異なる食感のマリアージュを。

ナンバーフォールビー 
1,204円（税込）
天然のピンク色と、フルーティーな酸味が特徴のルビー
チョコに相性の良いまろやかな甘さのホワイトチョコを
合わせ、口どけ滑らかな極上の生チョコに仕上げました。

焼酎トリュフ5個入 
1,080円（税込）
チョコレートの中に鹿児島の銘酒を封じ込
めたお酒好きのためのチョコレートです。口
の中でとろりと溢れ出す焼酎とチョコレート
のまろやかな口どけのバランスが絶品！ 

カルヴァドスボンボン 540円（税込）
フランスノルマンディ地方の特産種でりんごを原
料に蒸留し造られるアップルブランデー「カルヴァ
ドス」をカカオのほろ苦さがやさしく包みます。

焼きティラミス
ショコラミックス10個
（焼きティラミス5個・
焼きティラミスショコラ5個） 
1,620円（税込）
1番人気の焼きティラミスと、期間限定ショ
コラ味の2種類の焼きティラミスを詰め合
わせました！華やかなパッケージでバレンタ
インの贈りものにぴったり！

ジュエル
（ガナッシュ オ ショコラ） 
1,080円（税込）
「ジュエル」の5つのセレクションから、個性
きらめく味わいをピックアップ。漆黒のジュ
エリーボックスに収めた宝石のように、いろ
いろな味をお楽しみいただけます。

トリュフアソートメント18個入 
1,080円（税込）
上品な水色のラウンド缶の中心に、可憐なミ
ニトリュフなどに囲まれたローズ型のプレー
ンチョコレートが華麗に咲き誇っています。

宇治抹茶生ちょこれーと16粒入 
1,090円（税込）
ひと粒で抹茶を味わい尽くす、老舗お茶屋
の宇治抹茶生チョコレート。ひとつひとつ、
丁寧に手包みしております。また、和紙の質
感で京都らしさも感じていただけます。1/29 fri→2/14 sun

VALENTINE GIFT

店舗により営業時間は異なります。
また掲載商品は品切れの場合がございます。予めご了承ください。

サクラマチ熊本駐車場料金大幅ダウン！
最大50％OFF！

さらに、これまでの税込3,300円以上2時間無料に加え、
お買い上げ金額に応じた無料駐車サービスを拡充！
税込11,000円以上のお買上げで

駐車
料金3時間無料

※3,300円以上で2時間無料サービスに1時間プラス

税込33,000円以上のお買上げで
駐車
料金4時間無料

※3,300円以上で2時間無料サービスに2時間プラス

最初の1時間 400円→300円
8～22時　30分毎

昼間上限（8～22時）

平　日 土・日・祝

600円→400円
200円→100円 250円→150円

1,200円→1,000円 1,500円→1,200円
※夜間料金は
　据え置きと
　なります。

2.14はバレンタインデー。
大切なあの人へ想いを伝えるチョコ、スイーツが

サクラマチ クマモトに揃いました。

大宝恵方巻（お吸い物付き）
9cmハーフサイズのみ 580円（税別）
まぐろ・活たい・サーモン・えび・やりいか・ししゃもっ
子・きゅうり・玉子

光琳特製 七福恵方巻 1,500円（税込）
七福神にあやかった7種の具をぎゅっと巻き込んだ
一つ一つ手づくりの日本料理光琳特製の恵方巻。

海鮮極上恵方巻 1,500円（税込）
本マグロ、白うに、旬魚漬け、イカ、とびっ子、玉子、
きゅうり、大葉

天草 牛深丸3F

十二単の海鮮巻 1,800円（税別）
カニ、いくら、うに、まぐろ、ボイルえび、玉子、甘えび、
イカ、サーモン、とびっこ、きゅうり、大葉

フードウェイB1F

開運ファミリーセット 1,111円（税別）
牛カルビ巻、節分恵方巻、ネギトロ巻、ヒレカツ巻、ツ
ナサラダ巻の5本セット

おべんとうのヒライB1F寿司 じじやB1F

アニエス・ベー フェア開催
My Select Point by The Clock House3F

２月２日（火）は節分
２０２１年の恵方は「南南東」

B1F特設会場 当日限定50本

ご予約受付中

ご予約受付中

ご予約受付中

ご予約受付中

チョコレートにギフトを添えて
「ありがとう」のキモチを伝えませんか?

KARHU スニーカー 
10,450円（税込）
発色の鮮やかさが目を惹く1足です。 
ぜひプレゼントにいかがですか？

natura2F

アルパイン サーモボトル 0.5L 
3,500円（税別）
登山用に開発された軽量コンパクトな
サーモボトル。

モンベル2F

となりのトトロ ネクタイ各種 
8,000円（税別）～ 
ジブリ メタルカードケース
各種 2,500円（税別）
ギフトにも、ご自身にも、
ビジネスマンにもおすすめ。

どんぐり共和国3F

解像度不足

ハンドケア 10,000円（税別）
がんばる手に、ご褒美マッサージ。めぐ
りをよくするハンドケア。じんわり温か
ヒーター付きなので、ホットマッサージ
で1日の疲れを癒しませんか？

HAPiNS2F

yogibo Max（ヨギボーマックス） 
29,800円（税別）
1つでベッド・ソファ・リクライニングチェア
など、用途に合わせて形状を自由に変化さ
せることができる魔法のソファです。

Yogibo Store2F

潤い白肌フェイシャルエステと半身ボディマッ
サージ 3回通常55,000円→33,000円（税込）
シミ、たるみ毛穴、ニキビのトラブル肌におすすめ！！ ボディ
マッサージは、上半身、下半身、背面から選択可能です。 
※ご予約の際はリビング新聞を見たとお伝えください。

ジ・エステティック / イーズ2F

おうちでもサクラマチでも！ ゆっくりやすらぎTIME

SAKURA MACHI Kumamotoは、
お客さまの安全を第一に営業してまいります。

【当館の新型コロナウイルス対策】

出入り口での
外気取入

十分な
除菌清掃

スタッフの
マスク着用

各所に
消毒液を設置

GODIVA

お酒入

お酒入

グーテ・デ・ロワ プレミアム
バレンタインエディション／
簡易箱 650円（税別）
繊細なカカオの香りにこだわった
バレンタイン限定「赤のプレミアム」。

GFHガトーセレクション　
バレンタインスペシャル 
1,200円（税別）
「グーテ・デ・ロワ プレミアム バレンタインエディション」
や「ティグレス バレンタイン」など全てチョコレートを使
用したお菓子を詰め合わせたガトーセレクション。
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ますく工房2F

「アクセサリーのようにマスクを通し
てお客様に彩をプラスする」をコンセ
プトに展開。ご家族で楽しんでいただ
けるよう、常時200種類をご用意して
お待ちしています。

2/6 sat OPEN長さ約19mm・
太さ約60mmの
ビッグサイズ！

長さ約18mm・
太さ約70mmの
ビッグサイズ！

熊本では
サクラマチのみ
販売！

熊本では
サクラマチのみ
販売！

熊本では
サクラマチのみ
販売！

熊本では
サクラマチのみ
販売！

ご予約限定50台販売
ご予約受付 ： 1/29（金）～2/10（水）
お渡し日 ： 2/12（金）、2/13（土）、2/14（日）
ご予約・お渡し場所 ： B1Fバレンタインストリート

サクラマチ クマモト
デリバリーポートスタート
宅配・デリバリー商品ピックアップ時の一時駐輪
場としてサクラマチ クマモト南側に「宅配業者専
用駐輪場」（※バイクは除く）を設置いたしました。

※ガトーフェスタハラダのみ1Fで販売

B1F バレンタインストリート

サクラクリームと小豆のショコラケーキ
サクラノアール 2,160円（税込）
桜のクリームをアクセントに粒あんとチョコレートが奏でる味わい
は、どこかほっとする大人向けチョコレートケーキ。仕上げに口溶
けの良いチョコレートで薄くコーティングしました。
・ サイズ：18cm×7cm
・ アレルギー：小麦粉、卵、乳、アーモンド、ゼラチン

※ご予約限定販売となりますのでご了承ください。

サクラマチ クマモト限定

ANAクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ

※各店舗他にも恵方巻各種ご用意しております。

※画像は店舗イメージです※画像は店舗イメージです

Valentine

for you


