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本リリースに対するお問い合わせは、アンデルセングループ 広報室まで 

Tel：082-240-9409／070-5422-0188 

〒730-0045 広島市中区鶴見町 2-19 ルーテル平和大通りビル 

※記載している価格は本体価格です。 

                      

 

2021年 11月 19日 

  アンデルセングループ 広報室 

 

広島アンデルセンのヒュッゲクリスマス 

～11月 25日（木） クリスマスツリー点灯式 開催～ 

 

アンデルセングループの旗艦店 広島アンデルセン（所在地：広島市中区本通 7-1）は、11 月 25

日（木）、ヒュッゲパークのもみの木にイルミネーションを点灯し、2021 年クリスマスを本格スタートしま

す。 

 

お家をクリスマスの飾りで彩ったり、大切な人への贈りものを選んだり、クリスマスの焼菓子やクリスマスリ

ースを手づくりしたり…。もうすぐやってくるクリスマス本番を心待ちにしながら過ごす “アドベント”の楽し

み方も、定着してきました。 

 

今年もクリスマスカラーに彩られた広島アンデルセン店内に、シュトレンやクリスマスリース、キャン

ドル、ニッセ、そしてパンのある食卓を楽しむデリカテッセン、ワイン、チーズなど…、ヒュッゲなクリス

マスに欠かせないアイテムを揃え、少しずつ近づくクリスマスの足音を感じながら過ごす心豊かなひ

とときをお手伝いいたします。 

 
 

 
 
 
 

 

  

パーティカタログ 
～わが家のヒュッゲクリスマス～ 
クリスマスの食卓を彩る、特別なパーテ
ィメニューをご紹介。今年はどれにしよ
うかと、あれこれ悩むのもアドベント期
間の楽しみ。 

 

★予約受付期間：12 月 15 日（水）まで 

 

ウィンターギフトカタログ 
～贈る、ヒュッゲクリスマス～ 
一年の感謝の気持ちを込めて贈るウィン
ターギフト。遠く離れて暮らす大切な人
の笑顔を思い浮かべながらの贈りもの選
びのお手伝いをします。 

 

★店頭受付期間：12 月 20 日（月）まで 
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2021年 広島アンデルセンのクリスマス 

広島アンデルセンでは、1967年よりアドベントを楽しむパンとしてご紹介してき

たシュトレンをはじめ、クリスマスリースやニッセが並ぶ店内でのお買い物や、ヨ

ーロッパのクリスマスマーケットに欠かせないグリュック（ホットワイン）やホットスー

プを楽しむヒュッゲパークでのひとときなど、クリスマスならではの楽しみを店内

にいろいろ揃えてお迎えいたします。 

 

 

～ クリスマスを迎えるまでの日々を楽しむ、シュトレン～ 

ヨーロッパで古くからクリスマスの時期に食べられる定番のパン、シュトレン。クリスマス本番

を心待ちにしながら、少しずつ切り分けて楽しむ、そんな豊かな楽しみ方とともにご紹介してき

ました。今年も特長ある 3 種類のシュトレンをご用意しています。 

   

クリストシュトレン  

¥1,944 

シュトレン発祥の地、ドイツ・ド

レスデンの伝統的な製法で焼き

上げました。スパイスの効いた

生地にドライフルーツとアーモ

ンドを散りばめ、しっとり、深み

のある味わい 

栗とゆずのシュトレン 

¥1,500 

ゆずのピール、カシス、マスカ

ットレーズンなどが入った生

地に栗のフィリングを包みし

っとりと焼きあげました。 

マンデルシュトレン 

¥1,836  1／2  ¥972 

生地に棒状のマジパンを包ん

でしっとりと焼き上げた、定番

のシュトレン。 

※マジパン：アーモンドをペース

ト状にした、デンマークのお菓子

づくりに欠かせない製菓材料 

 

～今年のお気に入りを見つけて、わが家をクリスマスで飾りましょう～ 

  

ノルディカニッセ各種   

北欧デンマークの妖精ニッセをモチーフにした

木製人形ブランド。たくさんの仲間の中からその

年のお気に入りを見つけて、少しずつ集めていく

のもデンマーク流の楽しみ方。 

クリスマスリース各種  ¥3,300～ 

「生命や幸福がいつまでも続くように」との願い

を込めて飾られるクリスマスリース。事前予約を

いただければ、お好みのサイズ、飾りでスタッフ

が一つひとつ丁寧にお作りします。 

 

シュトレン、クリスマスリース、ノルディカニッセは店頭に並ぶとともに、ウィンターギフトとしてもご利用いた

だけます。詳しくは、ウィンターギフトカタログをご覧ください。 
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さぁ、クリスマスの本番！ 

“わが家のヒュッゲクリスマス”を広島アンデルセンがお手伝い 

今年は嬉しい週末クリスマス。広島アンデルセンのパンとお料理を囲ん

で、大人も子どもも時間を気にせずゆっくりと、お家クリスマスを楽しみまし

ょう。パン、オードブル、チキン、ケーキ、ワイン、フラワー…、クリスマスの食

卓に必要なもの全て、広島アンデルセンがご用意いたします。 

 

広島アンデルセン クリスマス商品のご予約について 

◇ ご予約承り期間 2021年 12月 15日（水）まで 

◇ ご予約商品お渡し期間 2021年 12月 21日（火）～12月 25日(土) 

※詳細は、パーティカタログ（別添）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島アンデルセンで過ごす、クリスマス 

2F アンデルセンキッチン クリスマスビュッフェ 

12月 22日～25日の 4日間だけの、スペシャルメニューをご用意

して開催するクリスマスビュッフェ。定番メニューにシェフのスペシャ

リテを加えて、広島アンデルセンのクリスマスの味わいを心ゆくまで

お楽しみください。 

 

期間 12月 22日（水）～25日（土） 

時間 18：00～21：00 

料金 大人（フリードリンク／アルコール付） 7,000円 

    大人（フリードリンク／ソフトドリンク付） 6,000円 

    子ども(小学生以下)   3,500円 

    シニア（フリードリンク／アルコール付） 5,500円 

    シニア（フリードリンク／ソフトドリンク付） 5,000円 

                         ※シニア：65歳以上 

＜広島アンデルセンのクリスマスメニュー（一部）＞ 

 

① 広島熟成どりのロースト ¥3,456 

50 年近くにわたり広島県北部の山里で営まれている養
鶏。生産者さんのこだわりが育む味わいをシンプルに塩
で味付けし、ジューシーに焼きあげました。 

 

② 瀬戸内産真鯛と蕪のマリネ 

カルパッチョ仕立て ¥1,620 

マリネした瀬戸内の真鯛と蕪とカラフルな紅心大根やラ
ディッシュ。ピンクペッパーがアクセントのドレッシン
グでお召し上がりいただきます。 

 

③ ワインを楽しむオードブル ¥6,000（2～3 人盛り） 

フォアグラのテリーヌ、オマール海老のサラダ、柿のマ
リネと生ハムなど、ワインと相性のよい素材を使ったオ
ードブル。 

 

④ クリスマスのいちごのケーキ 

直径 12 ㎝ ¥3,456／直径 15 ㎝ ¥4,536 

しっとりとした生地にくちどけのよい生クリーム。大人
も子どももうれしい定番のケーキです。 

①  

② 

③ 

④ 
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～クリスマスまでを楽しむイベント＆ワークショップ～ 

 

１） ヒュッゲパークのクリスマスマーケット 

日時：12 月 11 日(土)、12 日(日)  11：00～17：00 

11 月に入ると、デンマークの街中にはクリスマスマーケットが

立ち並びます。デンマークの人たちはクリスマスマーケットで

過ごす時間が大好き。グリュックやホットスープを飲みなが

ら、マーケットに並ぶクリスマスの飾りやお菓子、雑貨を眺め

たり、選んだり…。クリスマス一色の雰囲気を心から楽しみま

す。 

そんなクリスマスマーケットの雰囲気を楽しめるイベントを 12

月 11 日、12 日の 2 日間、ヒュッゲパークで開催。広島アンデ

ルセンのパンを中心に、ジャム、紅茶、ワインなど、パンのあ

る暮らしやおいしい楽しみを地元の作り手の皆さまと一緒に、

ご紹介します。 

 

 

＜出店マーケットの内容＞ 

シュトレン＆ワイン   by 広島アンデルセン 

クリスマスを楽しむジャムや焼菓子 by cosakuü（コサクウ）様 

クリスマスの香りを楽しむ紅茶  by linden（リンデン）様 

フィンランドの伝統装飾 ヒンメリ  by Himmeli Lanka（ヒンメリランカ）様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）手づくりを楽しむ、クリスマス飾りのカルチャー講座 

クリスマスを彩る、リース、ツリー、スワッグ、ヒンメリのカルチャー講座を開催します。 

 
① クリスマスリースを作りましょう（フラワー教室クリスマス講習会） 

日時  11 月 28 日（日）、30 日（火） 14：00～16：00 
参加費 9,900 円 

 
② クリスマスツリーのアレンジメント（フラワー教室 体験会） 

日時  12 月 2 日（木）10：30～12：30 
12 月 4 日（土）14：00～16：00 

参加費 3,850 円 
 

③ ヒンメリワークショップ 
日時  12 月 5 日（日） 10：30～12：30／13：30～15：30 
参加費 3,300 円 
 

④ クリスマススワッグを作りましょう 
日時  12 月 12 日（日） 10：30～11：30／13：00～14：00 
参加費 6,600 円 

コサクウ様 

デンマークのクリスマスマーケット 

ヒンメリランカ様 リンデン様 

①  

②  



 

 

5 

 

 

 
＜2021クリスマスツリー点灯式 実施概要＞ 
 

■日時：11 月 25 日（木）17：00 ～17：15 

■場所：広島アンデルセン ヒュッゲパーク 

■内容：①袋町小学校 6 年生の皆さんによる点灯セレモニー 

②クリスマス聖歌隊 ミニコンサート 

 

 

 

クリスマス聖歌隊（NHK 広島児童合唱団※1）の歌声の中、

ヒュッゲパークのシンボルツリー「もみの木」に明かりが灯

ると、2021年 広島アンデルセンのクリスマスが本格的にス

タート。 

今年も、袋町小学校 6 年生の皆さんが手作りしてくださっ

た、デンマークのクリスマスオーナメント（コーン）がツリ

ーを楽しく彩ります。 

今年は、点灯式後に、本通や１F店内でも、クリスマスソン

グをお楽しみいただきます。 

 

 

（写真は、昨年の点灯式の様子） 

※1 NHK広島児童合唱団 プロフィール 

1961 年 4 月、NHK の放送を主体とした児童合唱団として広島放送局に設立され、以来、国際平和文

化都市・広島の合唱団として国内外に幅広い活動を行っています。これまでも、広島アンデルセン

のクリスマスを美しい歌声で彩ってくださっています。 


