
 

 

 

令和 2年 11月 24日 

（一社）日本百貨店協会 

 

【そごう・西武】 
〔クリスマス〕・オリジナルキャラクターによるニューノーマルなクリスマスの過ごし 

方提案 

〔 お歳暮 〕・コロナ禍の影響で増えるイエナカ時間を充実させる冬のギフト提案 

〔 おせち 〕・新しい生活様式の中で迎春のつどいを楽しむおせち 

〔 福 袋 〕・店頭混雑緩和に向けた取り組み（会期拡大、予約販売推進、当日オペ 

レーション改善、WEB 販売強化など） 

【小田急百貨店】 
〔 福  袋 〕・安心・安全な買物環境づくり、ＷＥＢ予約販売強化 

【京王百貨店】 
〔クリスマス〕・「見た目も味わいも心躍る」をテーマに、コロナ禍の需要を想定した商 

品提案 

〔 お歳暮 〕・「想いをむすぶ冬。」をテーマに、イエナカ需要に対応した商品の他、ネ

ット注文時の画面操作サポートサービス導入 

〔 おせち 〕・“個食おせち”“広域配送可能なおせち”などを強化。インターネット 

予約の利便性も向上 

〔 福  袋 〕・期間延長、分散実施（福袋：年内先行受注、初売り：12 月中旬先行 

実施） 

〔イエナカ需要〕・高・多機能” 調理用品、“映える”食器 

【大丸松坂屋百貨店】 
〔 おせち 〕・「テーマは「SDGｓ」」（松坂屋名古屋店）。ウィズコロナのニーズにも 

応え、商品のバリエーションを増やして展開 

・おせち売上ランキング公開（大丸東京店） 

〔 福  袋 〕・ウィズコロナ企画福袋、オンライン事前予約、店頭事前販売、事前整 

理券配布など 

〔クリスマス・ブラックフライデーセール・福袋等〕 

・クリスマスマーケット、魔法の毛糸フェア、ブラックフライデーセール 

など（大丸札幌店） 

【東急百貨店】 
〔クリスマス〕・ＤＩＹケーキ・デリ商品拡充、クリスマスケーキムービー公開、冷凍・ 

冷蔵配送 

〔 お歳暮 〕・ネットショッピングの強化、ギフトコンシュルジュによるギフト選び 

のサポート 

【東武百貨店】 
〔クリスマス〕・冷凍ケーキの強化、「おうちクリスマス」をより楽しめる予約特典 

〔 お歳暮 〕・ネット承り強化、ギフトセンター安全対策の強化、ご自宅用特別お買 

得品の充実 

〔 おせち 〕・少人数向けのおせちの強化、年末年始用商材のオンラインショッピン 

グ展開 

〔 福  袋 〕・テーマは、「日本にエールを送ろう！」 ネット事前販売福袋を強化 

年末年始における主な取り組み 
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【三越伊勢丹】 
〔クリスマス〕・クリスマスキャンペーン『MERRY FUTURE CHRISTMAS 2020 』 

開催。オンラインストア内のコンテンツ強化やデジタルサービスの拡充 

も行う 

〔 お歳暮 〕・「人が人を思うかけがえのない気持ちを伝える」をテーマに、多彩なギ 

フト提案（コラボレーションギフト、ライブコマースによる紹介） 

【京急百貨店】 
〔クリスマス〕・家族で楽しむおうちクリスマス「おとぎの国のクリスマス」開催 

〔 お歳暮 〕・地域に根差した伝統の味、顧客ニーズに即した商品提案等 

〔 おせち 〕・巣ごもりのお正月 オリジナルおせち、個食おせちなどさまざまなニ 

ーズに対応 

【近鉄百貨店】 
〔クリスマス〕・カットケーキ詰め合わせの予約販売、ネット販売の強化 

〔 お歳暮 〕・自宅で特別感を楽しめる限定商品、多様化するニーズに対応したギフ 

ト提案。ネット販売強化 

〔 おせち 〕・『新しい生活様式』に即し、個食や小人数おせち、広域配送、ネット販

売強化 

〔 福  袋 〕・分散販売の実施（「年末感謝袋」販売、事前予約・ネット販売強化） 

〔クリアランス〕・先行クリアランスの強化などによる分散化 

【髙島屋】 
〔クリスマス〕・環境に配慮したケーキ、シュートレン、ヘクセンハウス、自宅配送（冷 

凍ケーキ）の強化など 

〔 お歳暮 〕・“新しい生活様式”を反映した「レストラン気分」「おうちで楽しむ物産 

展」などのギフト特集 

〔 福  袋 〕・店頭の混雑緩和と安心・安全対策として、販売方法を年内予約に変更 

〔予約サービス等〕・事前来店予約サービス対象拡大 

〔 その他 〕・非接触、３Ｄボディスキャナーを活用したサイズ計測イベント開催 

【天満屋】 
〔クリスマス〕・「おうちクリスマス」 を彩る、お客様のニーズに応えるラインナップ 

〔 お歳暮 〕・リモート販促 

〔 おせち 〕・巣ごもり需要や新しい生活様式に対応したおせちの拡充 

【福屋】 
〔 福  袋 〕・福屋オンラインストアにて福袋特集販売 

【松屋】 
〔 アンケート調査の実施 〕・「お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査」を実施 

〔 おせち 〕・「人と人とがつながるおせち」をテーマに、「世界の味」「安全・安心」

「一人一段」「全国配送」のおせちなど 

〔 福 袋 〕・テーマは「応援（エール）」。店頭混雑緩和のため、一部福袋の年内販売、

年内事前予約・年明け広い会場でのお渡し、抽選販売などを実施 
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[施策概要] 

【そごう・西武】 

1.【クリスマス】 オリジナルキャラクターによるニューノーマルなクリスマスの過ごし方提案

「STAY POSITIVE for CHRISTMAS」をテーマに、アーティストの「クリストファー・デビッド・ラ

イアン」と協業で誕生したオリジナルキャラクター「ポジティブマスター」がニューノーマルなクリス

マスの過ごし方やプレゼント選びをご提案。事務的な表現になりがちな新型コロナウイルス感染

予防の取り組みもポジティブマスターが楽しくお知らせ。（リリース） 

 

2.【お歳暮】 コロナ禍の影響で増えるイエナカ時間を充実させる冬のギフト提案 

コロナ禍の影響で増えるイエナカ時間を充実させる冬のギフト提案。テーマは「イエナカ時間×

ごちそう」。日本各地のごちそうを特集し、素材にこだわった「日本の冬の美味」を新たに提案。

行った気分で各地の味が楽しめる「美味しいエールを贈ろう」も特集。（リリース） 

 

3.【おせち】 新しい生活様式の中で迎春のつどいを楽しむことに配慮したおせち 

新しい生活様式の中でも迎春のつどいを楽しむことに配慮したおせちを取り揃えた。衛生的に

取り分けできるよう、小分けにした「カップのおせち」、一折に一人前ずつお詰めした「おひとり

重」、ご注文からお届けまでご自宅でご手配いただける「全国お届けおせち」など。（リリース） 

 

4.【福袋】 店頭混雑緩和に向けた取り組み 

（1）会期拡大：店頭販売期間拡大（12 月 26 日～1 月 11 日） 

（2）予約販売推進（池袋本店）：12 月上旬より順次店頭で予約開始 

（3）当日販売オペレーション改善：販売日時分散、整理券の配布、販売拠点拡大 

（4）e.デパート（ＷＥＢ）販売の強化：品揃え拡充、今後増幅予定。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 

1.【福袋】 安心・安全な買物環境づくり、ＷＥＢ予約販売強化 

WEB 予約受付は 例年より 5 日早く展開。初売りの店頭販売個数を減少させ、 店内の“３密”

を避けた安心・安全な買物環境づくりに努める。また、安心して初春をお楽しみいただくため、

オンラインショッピングでの予約販売を強化。「年内お届け」、「年始お届け」、「年明けお届け」と

三種類のお届けパターンに分け、対象としたカテゴリーの福袋を注文いただける。（リリース） 

 

【京王百貨店】 

1.【クリスマス】 「見た目も味わいも心躍る」をテーマに、コロナ禍の需要を想定した商品提案 

外出自粛などが余儀なくされた 1年の締めくくりに、ご褒美としてのクリスマスケーキを「見た目も

味わいも心躍る」をテーマに提案。国内パティスリーや海外の有名店のケーキ、 オンラインパ

ーティーなどコロナ禍の需要を想定した“切り分け不要”なプチケーキなど。（リリース） 
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2.【お歳暮】 「想いをむすぶ冬。」をテーマに、イエナカ需要に対応した商品の他、ネット注文

時の画面操作サポートサービス導入など 

「想いをむすぶ冬。」をテーマに、大切な人に気持ちを届けるギフトをそろえる。イエナカ需要対

応や、“旅行気分”を楽しむグルメ、少人数でも小分けで楽しめるグルメなどを特集。ネットショッ

ピングでは、注文時のお問い合わせに、PC やスマートフォンの画面を共有し操作を遠隔でサ

ポートするサービスを導入。ギフトセンターでは、待合いスペースの密対策として、スマートフォ

ンで呼び出し状況が確認できる QR コード付整理券の配布を実施。（リリース） 

 

3.【おせち】 “個食おせち”“広域配送可能なおせち”などを強化。インターネット予約の利便 

性も向上。 

一人分ずつ取り分けられた“個食おせち”や、遠方の家族や親戚にも贈れる“広域配送可能な

おせち”を強化。インターネット承り開始日は昨年より 11 日間前倒し、「早期ご予約送料無料キ

ャンペーン」の期間も前年より拡大。インターネット予約の利便性を高めている。（リリース） 

 

4.【福袋・初売り】 期間延長、分散実施。福袋：年内先行受注、初売り：12月中旬先行実施 

密を避けるために期間を長く設定し、分散して実施。福袋は年内に 3 回に分けて EC、店頭で

の受注を先行開始。初売りも、12月中旬から「フライングセール」と称して先行実施。 

 

5.【イエナカ需要】 “高・多機能” 調理用品、“映える”食器 

“高・多機能” 調理用品、“映える”食器が好調。コロナ禍において家で料理をする機会が増え、

調理器具の買い替えや、料理へのこだわりから、高品質のものを新たに買い揃えたいと、質・機

能性を求めて来店される動きが見られる。あわせて、テーブルウエアへの注目も高まっており、

シンプルながら明るい色使いの“映える”食器類も人気。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 

1.【おせち】 「テーマは「SDGｓ」」（松坂屋名古屋店）。ウィズコロナのニーズにも応え、商 

品のバリエーションを増やして展開。おせち売上ランキング公開（大丸東京店） 

①松坂屋名古屋店 「おせちテーマは「SDGｓ」」 

持続可能な社会を実現するため、優先して取り組むべき「５つのマテリアリティ」を 2018 年よ

り掲げており、環境や地域共生に配慮したおせちを拡充する。また、長引くコロナ禍にあって、

ウィズコロナのニーズにもお応えできる商品のバリエーションを増やして展開する。（リリース） 

②大丸東京店 「２０２１おせち売上ベスト１０」 

お正月はおうちの食卓を豪華にしたい、との思いから売り上げは好調。今年ならではの現象

として「ご自宅でお召し上がりになる方」プラス「帰省しないが家族に送る方」で、複数買いの

ニーズもあると分析。９月２４日～１０月２９日までのおせち売上ランキングを公開。（リリース） 

 

2.【福袋】 ウィズコロナ企画福袋、オンライン事前予約、店頭事前販売、事前整理券配布など 

①松坂屋名古屋店 「密対策を万全に！ウィズコロナの企画福袋もご用意」 
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混雑を避けるため、オンラインでの事前予約や、店頭での事前販売、事前整理券配布を行う。

オリジナルの体験福袋も、2021 年は密対策がテーマ。混雑を避けるため、準備数を前年より

減らすほか、店頭で混雑が予想される人気の福袋に関して、対策も実施。（リリース） 

②大丸梅田店 

オンラインショッピング、事前予約（ＷＥＢ・電話）承り、年末に「先取り福袋」用意など（資料） 

③大丸神戸店 「新しい生活様式の中でも満喫できる「独り占め贅沢体験」」 

1月 2・3日の店頭販売は行わず、オンラインショッピング、もしくは店頭での事前予約で承る。

＜初夢袋 2021＞新しい生活様式の中でも満喫できる「独り占め贅沢体験」をテーマに福袋

を販売。（12月以降リリース配信予定） 

④松坂屋静岡店 

1 月 2 日より販売（一部 12 月販売のショップあり）。密回避のため、自主売場はすべて 12 月

26日販売 

⑤松坂屋上野店 

1月 2・3日の混雑を回避のため、12月 27日から福袋を店頭販売 

 

3.【クリスマス・ブラックフライデーセール・福袋等】 

①大丸札幌店 

 ・クリスマスマーケット、魔法の毛糸フェア、ブラックフラーデーセール（11/27～11/30）、プレミ 

アムお食事券、オンライン販売福袋など（リリース） 

 

【東急百貨店】 

1.【クリスマス】 ＤＩＹケーキ・デリ商品拡充、クリスマスケーキムービー公開、冷凍・冷蔵配送 

①ＤＩＹケーキ・デリ商品の拡充 

おうちでお楽しみいただけるよう、家族や友人と一緒に最後の飾り付けができる商品を拡充。 

②クリスマスケーキのムービー公開 

ケーキの断面やいろいろな角度からケーキを見ておうちでゆっくりとケーキを選んでいただけ

るよう、一部のクリスマスケーキの動画を用意。 

③クリスマスケーキの冷凍配送 

おうちから注文と受け取りができるため、外出を控えている方にもおすすめの冷凍配送のクリ

スマスケーキを用意。離れて暮らす大切な方にお届けでき、同じケーキを囲んだオンラインパ

ーティーも楽しめる。 

④クリスマスケーキの冷蔵配送サービス 

地域・数量を限定し、クリスマスケーキの冷蔵配送サービスを実施。（予定）（リリース） 

https://www.tokyu-dept.co.jp/corporate/press/whats_new/2020_0925.pdf 

 

2.【歳暮】 ネットショッピングの強化、ギフトコンシュルジュによるギフト選びのサポート 

オリジナルギフトや、名店の味を個包装した贈り物をご用意。ネットショッピングでは、贈るシー

ンやテーマで編集する特集企画やギフトコンシェルジュによるおすすめ商品の紹介などギフ

ト選びをサポート。 
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① ネットショッピングの強化、ギフトコンシェルジュによる商品紹介 

申込方法を案内する説明動画を作成。ギフトコンシェルジュによるおすすめ商品の紹介な

どギフト選びをサポートする Web 限定企画を訴求、既存顧客からのアクセス拡大に向けた

取り組みも実施。（リリース） 

：https://www.tokyu-dept.co.jp/corporate/press/whats_new/2020_1014_2.pdf 

申込方法ご案内動画: https://www.tokyu-dept.co.jp/ec/method.html 

ギフトコンシェルジュによるおすすめ商品の紹介: 

https://www.tokyu-dept.co.jp/oseibo/2020kiwami/ 

 

【東武百貨店】 

1.【クリスマス】 冷凍ケーキの強化、「おうちクリスマス」をより楽しめる予約特典 

①冷凍ケーキの強化：来店せず自宅で予約・受け取りができる冷凍ケーキを強化。 

②「おうちクリスマス」をより楽しんでいただくために、スマートフォンを使ってデジタルアートが体

験できるキットを、インターネット予約特典としてプレゼント。 

（リリース） http://www.tobu-dept.co.jp/pdf/201007.pdf 

 

2.【歳暮】 ネット承り強化、ギフトセンターの安全対策の強化、ご自宅用特別お買得品の充実 

①ネット承りの強化：「画面共有サービス」を導入し、ＷＥＢ操作案内のサポートを強化。 

②ギフトセンターの安全対策の強化：ソーシャルディスタンスの確保、パーテーションや飛沫防

止シートの設置、アルコール消毒の徹底 等 

③ご自宅用特別お買得品の充実：年末年始をご自宅でちょっと贅沢に美味しいものを召し上が

りたいという方が多いとの想定のもと、“プチ贅沢”をキーワードにおうち時間を楽しめる逸品

を充実。 

（リリース） http://www.tobu-dept.co.jp/pdf/201021.pdf 

 

3.【おせち】 少人数向けのおせちの強化、年末年始用の商材をオンラインショッピング展開 

①少人数向けのおせちの強化：少人数、個人向けおせち、取り分ける必要がない一人一段の

おせちを充実。 

②年末年始用の商材をオンラインショッピングにて展開。 

店頭で並ぶことなく、お正月の準備を進めることができるよう、今年初めて年末年始用の食材

の取り扱いを行う。 

（リリース） http://www.tobu-dept.co.jp/pdf/200831b.pdf 

 

4.【福袋】 テーマは、「日本にエールを送ろう！」ネット事前販売福袋を強化 

①ネット事前販売福袋強化。 

テーマは、「日本にエールを送ろう！」。コロナ禍で、新しい生活様式が確立するなど様々な変

化があった 2020 年。日本全体に笑顔が戻る明るい一年になるよう、2021 年に「エールを送る」

福袋を展開。店頭の密対策を講じながら、安心・安全かつスマートに購入できるようネット事前

販売福袋も強化する。 
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（リリース） http://www.tobu-dept.co.jp/pdf/201110.pdf 

 

【三越伊勢丹】 

1.【クリスマス】 三越伊勢丹クリスマスキャンペーン『MERRY FUTURE CHRISTMAS 2020 』 

三越伊勢丹のクリスマスキャンペーン 『 MERRY FUTURE CHRISTMAS 2020 』 を開催。

日常が大きく変化した 2020 年。特別な日も「家で過ごす」ための商品やサービスのニーズが高

まることが予測される中、オンラインストア内のコンテンツ強化やデジタルサービスの拡充を行う。

またお客さまのサステナビリティへの関心の高さに応えるために、ギフトバッグやメッセージカー

ドもサステナブルなアイテムとしてご用意。（リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001447.000008372.html 

 

2.【歳暮】 「人が人を思うかけがえのない気持ちを伝える」をテーマに、多彩なギフト提案（コラ

ボレーションギフト、ライブコマースによる紹介） 

テーマは「人が人を思うかけがえのない気持ち、変わらぬ気持ちを込めて、一年の終わりに三

越伊勢丹の贈り物を」。日本各地の個性あふれるギフトや、文化・芸術への思いを込めたギフト、

新たな贈り物のカタチなど、多彩なギフトをご提案。（コラボレーションギフト、お歳暮ライブコマ

ースによる紹介）（リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001485.000008372.html 

 

【京急百貨店】 

1.【クリスマス】 家族で楽しむおうちクリスマス「おとぎの国のクリスマス」開催 

「GRAND <MARCHÉ> CHRISTMAS（グラン〈マルシェ〉クリスマス）～おとぎの国のクリスマ

ス～」開催。“おとぎの国のクリスマス”をテーマに、全館で動物をあしらった賑わい感溢れるプロ

モーションを展開。おうちの中を素敵に彩るアイテムを揃え、巣ごもりのクリスマス、温もりと賑や

かさ溢れる、家族で楽しむおうちクリスマスを提案する。（リリース） 

 

2.【歳暮】 地域に根差した伝統の味、顧客ニーズに即した商品提案等 

テーマ“地域に根差した「伝統の味」を贈る。”をブラッシュアップし，地元・かながわを中心に全

国の味をお届け。おうち時間の増加や感染対策で益々需要が高まる『少量・小分けパックギフト』

では，新たに小鍋特集など家庭で手軽にお召し上がりいただけるギフトをご用意。ギフトセンタ

ー開設にあたっては，ソーシャルディスタンスに配慮しながら，ゆっくりと展示見本をご覧いただ

けるスペースを確保し，カウンターでの飛沫感染対策に努める。（リリース） 

 

3.【おせち】 巣ごもりのお正月 オリジナルおせち、個食おせちなどさまざまなニーズに対応 

家族のさまざまなシーンにあわせた，オリジナルを含むおせちを販売。オリジナルおせちは『三

世代家族団らんおせち』『夫婦で楽しむおせち』など。その他，一段ずつお楽しみいただける

「個食おせち」，単身世帯でもお楽しみいただける「少量おせち」「遠方にお届け可能なおせち」

など、さまざまなニーズに対応する。（リリース） 
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【近鉄百貨店】 

1.【クリスマス】 カットケーキ詰め合わせの予約販売、ネット販売の強化 

①近年クリスマスにおけるカットケーキの需要の高まりやクリスマス当日などの混雑緩和を目的

に、カットケーキ詰め合わせの予約販売を初めて実施。（リリース） 

②ネット販売の強化：配送ネット限定ケーキなど昨年より点数を増やし展開。（リリース） 

 

2.【歳暮】 自宅で特別感を楽しめる限定商品、多様化するニーズに対応したギフト提案。ネット

販売強化 

自宅で特別感を楽しめる人気の限定商品を提案。また、近隣地域への配送需要の高まりを受

け、近畿 2 府 5 県限定送料無料特集のほか、日常のプチギフトに対応した商品、小分けギフト

など多様化するニーズに対応する商品を取り揃える。ネットショップでは限定商品を含み販売。

早期受注で全国送料無料のサービスや新規の登録者に WEB クーポンプレゼントの特典も。

（リリース） 

 

3.【おせち】 『新しい生活様式』に即し、個食や小人数おせち、広域配送、ネット販売強化 

限定おせちや贅沢な気分を味わえるオードブルを提案。『新しい生活様式』に即し、個食や食

べきりサイズの少人数おせちの商品数を充実させるほか、送料込み商品や広域配送おせちな

ども強化。 

①個食、小人数おせちの強化 

②ネット販売の強化：商品購入のお客様特典へのクーポン進呈など。（リリース） 

 

4.【福袋】 分散販売の実施 

①年内から「年末感謝袋」の販売、②事前予約の強化、③ネット販売の強化 

 

5.【クリアランス】 分散販売の実施 

先行クリアランスの強化などによる分散化を図る。 

 

【髙島屋】 

1.【クリスマス】 環境に配慮したケーキ、シュートレン、ヘクセンハウス、自宅配送（冷凍ケーキ）

の強化など 

①サステナビリティを意識し、環境に配慮したケーキの新提案。従来プラスチック材などで作ら

れていたケーキの飾りを、食べられるもの（チョコレート等）に置き換え。 

②自宅配送ケーキ（冷凍ケーキ）強化。ご自宅に配送のできるクリスマスケーキ（冷凍ケーキ） 

を昨年よりも多く取り揃え。 

③クリスマス当日までのワクワク感を盛り上げる、シュトーレンやヘクセンハウスを充実。クリス 

マス当日までのカウントダウンと共に楽しむシュトーレン、“自分で作る”楽しさがあり、 “お 

菓子の家”を組み立てるヘクセンハウスも提案。（リリース） 
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2.【歳暮】 “新しい生活様式”を反映した「レストラン気分」「おうちで楽しむ物産展」などのギフト

特集 

“美事（みごと）を贈る”という普遍テーマのもと、こだわりぬいたお歳暮ギフトを提案。“新しい生

活様式”の広がりとともに、ライフスタイルや価値観の変化を反映し、自宅で手軽に名店の味を

味わえる“レストラン気分ギフト”、“おうちで楽しむ物産展”をテーマにした人気ギフトを特集。

「髙島屋オンラインストア」では、オンライン限定品や“旅行気分で贅沢グルメ”、“テレワークのお

とも”などをテーマとしたギフトも提案。（リリース） 

 

3.【福袋】 店頭の混雑緩和と、安心・安全対策として、販売方法を年内予約に変更 

「福袋」は、店頭または WEB で年内に予約を承る販売方法へ変更。予約いただいた「福袋」は、

「年内、または 2021 年 1 月 4 日（月）以降にお渡し」。3 つの「密」をつくらない販売方法として

「福袋」を予約販売に変更することで、店頭の混雑緩和と、安心・安全にお買いものを楽しみい

ただくための対策を講じる。（リリース） 

 

4.【予約サービスなど】 事前来店予約サービス対象拡大 

「事前来店予約サービス」の対象店舗を拡大し、随時活用を進めている。『店頭でのお買い物

を効率的にしたい』という要望に応え、お客様の購買環境をデジタルで補強していくことで、快

適に買物をお楽しみいただけるよう取り組みを進めている。 

（リリースＵＲＬ） https://www.takashimaya.co.jp/base/corp/topics/201001a.pdf 

【髙島屋ホームページ内予約ページ】 

 https://www.takashimaya.co.jp/store/special/remote/ 

 

5.【その他】 非接触、３Ｄボディスキャナーを活用したサイズ計測イベント開催 

インターネットで洋服購入の際、自分の体に適したサイズの商品か分からず購入を躊躇したり、

店頭においても何度も試着をすることがためらわれるお客様の悩みを解消すべく、わずか約０.

５秒で全身６６か所のサイズデータを計測できる３Ｄボディスキャナー計測のイベントを開催。（リ

リース） 

 

【天満屋】 

1.【クリスマス】 「おうちクリスマス」 を彩る、お客様のニーズに応えるラインナップ 

巣ごもりで「おうちクリスマス」の需要予測から、「家族でお召し上がりいただく」、「贅沢なものを１

点」などお客様のニーズに応えるラインナップ。「オリジナルクリスマスケーキ」、遠方の方に送れ

る 「配送可能なケーキ」、個食ニーズに応えるプチケーキセットなど。（リリース） 

 

2.【歳暮】 リモート販促 

非対面の接客サービス「非接触型リモート販促」を行うことで、お客様とスタッフが接触すること

なく、商品や調理方法、おすすめの食べ方の紹介の他、様々な質問にも対応する。（リリース） 
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3.【おせち】 巣ごもり需要や新しい生活様式に対応したおせちの拡充 

巣ごもり需要を見据え、 「個食・少人数おせち」 「国産素材使用おせち」などを強化。一段重

でありながら、36 品目を盛り込んだオリジナル豪華おせちの他、新しい生活様式に対応した、

取分け不要おせちや少人数向けのおせちの点数を増やす。（リリース） 

 

【福屋】 

1.【福袋】 福屋オンラインストアにて福袋特集販売 

福屋オンラインストアにおいて福袋特集販売。（今回初、12月 3日（木）販売スタート予定） 

 

【松屋】 

1.【アンケート調査の実施】 「お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査」を実施 

メールマガジン会員に「お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査」を実施（1440 名回答）。

調査項目は、「元日の過ごし方」「おせち購入意向」「来年のおせち予算」「おせち選択のポイン

ト」「リモートお正月」など。（リリース） 

 

2.【おせち】 「人と人とがつながるおせち」をテーマに、「世界の味」「安全・安心」「一人一段」

「全国配送」のおせちなど 

「人と人とがつながるおせち」をテーマに、「世界の味をおうちで楽しむ」「生産者の顔が見える

安全・安心なおせち」「取り分けいらず、一人一段のおせち」「全国配送おせち」などを販売。（リ

リース） 

 

3.【福袋】 テーマは「応援（エール）」。店頭混雑緩和のため、一部福袋の年内販売、年内事前

予約・年明け広い会場でのお渡し、抽選販売などを実施 

「応援（エール）」をテーマに、「日本ものづくり応援」「ご当地グルメ」福袋などを販売。店頭の混

雑緩和のため、一部福袋を年内に販売、年内事前予約・年明け広い会場でのお渡し、抽選販

売などを実施。（リリース） 

 

以上 

10



  

 ２０２０年１１月 

 

Press Release 
 
 

 
 

 

「今年ならでは」の大切な人との過ごし方 

コロナ禍のクリスマスをポジティブに提案 
 

コロナ禍のため大人数で集まれないなど昨年までとは過ごし方が大きく

変わる今年のクリスマス。そんな中でもクリスマスは楽しんでいいただきたい

という想いからそごう・西武では「STAY POSITIVE for CHRISTMAS」を 

テーマに設定。アーティストの「クリストファー・デビッド・ライアン」と協業で 

誕生したオリジナルキャラクター「ポジティブマスター」がニューノーマルなクリス

マスの過ごし方やプレゼント選びをご提案。また事務的な表現になりがち

な新型コロナウイルス感染予防の取り組みもポジティブマスターが楽しく 

お知らせいたします。 
 
  【クリスマスプロモーション概要】 
■会期：１１月３日(火・祝)～１２月２５日（金） ※一部会期の異なる店舗がございます。 

■展開店舗：そごう・西武全１１店舗＝各店対象売場、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」  

■クリスマス特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/christmas/ ※１１月３日（火・祝）午前１０時より公開 

 

■ポジティブマスターがクリスマスの過ごし方をナビゲート 

ポジティブなクリスマスの過ごし方を店内のポスターなどで１０のシーンとして 
提案。静止画では表現しきれない内容は動画を活用し特設サイト上やＳＮＳで 
ご案内します。他にも店頭でのクリスマス装飾としてポジティブマスターが離れて 
いてもつながっているクリスマスを表現します。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ポジティブシーンの例〉  

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

 

今年のクリスマスを楽しくするライフスタイルや 

メッセージを届けるため地球に誕⽣した精霊。 

彼の発するポジティブなエネルギーにふれると、 

⼈と⼈のココロの距離が⾃然と近づき、 

たちまちハッピーな毎⽇が訪れると⾔われている。 

 

 

ポジティブマスターとは 

〈クリスマス装飾イメージ〉  

〈動画紹介例〉 ※動画は特設サイト内で 11月 3 日（火・祝）午前 10 時より公開 

 
・会えない事で縮まる心の距離をあらためて感じているクリスマスの様子を表現 

 

↓ウインド- 

↓駅コンコース 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・髙岡・花篭  メール：hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp 

電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

■新型コロナウイルス感染予防もポジティブに 

事務的な表現になりがちな新型コロナウイルス感染予防の取り組みも「ポジティブマスター」が楽しくお知らせ。 
店頭での表示の他、お客さまへのご案内チラシなどで活用。消毒液もオリジナルのＢＯＸでついお子さまも消毒 
をしたくなるようなデザインにしました。 

 

 

 

■カタログの表紙に炎鵬関を起用 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会いたい想いを届けよう。デジタルグリーティングサービス 

大切な人に直接会うことが難しい今。離れた大切な人にも 

デジタルグリーティングカードなら想いを託して届けることが 

できます。 

URL：https://www.sogo-seibu-messagecard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 

 

クリストファー・デイビッド・ライアン 

アメリカはポートランドで活動するデザイナー兼イラストレーター。 

作品の中でアイコンとなっているビッグハグとスマイルのキャラクターは、 

シンプルなイラストの中に溢れるユニークさとポジティブなメッセージ性で、 

多くの人々を魅了している。 

〈感染予防対策のイラスト〉  〈手指消毒も楽しく〉  

〈アーティストプロフィール〉  

お子さまが手を入れ 

やすい高さに消毒液を 

配置 

デジタルグリーティングサービスフォロー&リツイートキャンペーン 

■会期：11月 3日（火・祝）〜12月 25日（金） 

会期中、西武・そごうの公式ツイッターアカウント（@seibusogo_jp）

をフォローのうえ、当該ツイートをリツイートいただいた方の中か

ら、抽選で 3名さまに「ラ・メゾン・デュ・ショコラ／チョコレート

ギフト（一万円相当）」をプレゼント！ 

さらに、リツイート数が総計 1万名さまを超えると、当選者数が 2倍

の 6名さまになります！ 

〈デジタルグリーティングイメージ〉  
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 ２０２０年１０月 

 

Press Release 
 
 

 
 

 

会えないからこそ感謝の気持ちをお歳暮で 

イエナカ時間の充実に「ごちそう」を贈る 
 

コロナ禍で初のギフト提案となった中元ギフトはテーマとした「巣ごもり応援」が好評。また現在も外出の自粛傾向が 

続いていることを受け歳暮ギフトは、「イエナカ時間×ごちそう」をテーマに設定。日本各地のごちそうを特集しその中でも 

素材にこだわった「日本の冬の美味」を今回新たに提案。他にも行った気分で各地の味が楽しめる「美味しいエールを 

贈ろう」を特集。コロナ禍の影響で増えるイエナカ時間を充実させる冬のギフトをご提案します。 
 

そごう・西武のお歳暮概要 
■お歳暮ギフトセンター開設期間：西武池袋本店 １１月５日(木)～１２月２２日（火） 

そごう横浜店  １０月２８日（水）～１２月２２日（火）※店舗により会期は異なります。 

■＜ネットでラクラクギフトショッピング＞ 

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」会期：１０月１５日（木）午前１０時～１２月２４日（木）午後４時５９分まで 

URL：https://edepart.omni7.jp/basic/a10020000 

■展開店舗：そごう・西武１１店舗、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」  

■全店共通お歳暮ギフトカタログ掲載点数：１,５７６アイテム(前年同程度) 

■売上目標：既存店前年比１００％［内インターネット 前年比１３０％］ 
 

■こだわりの「日本の冬の美味」（全１３ＳＫＵ） 

「日本の冬の美味」は旬・希少性・産地にこだわり「京野菜」「日本海のぶり」「越前がに」の３つの素材にスポット 
を当ててご提案。またイエナカ時間の拡大で増えた自宅での料理を楽しむ方に向けて素材そのものを贈り、 
料理時間も楽しんでもらえるギフトもご用意しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三国温泉 料理旅館 望洋楼 越前せいこ蟹わっぱ寿し/１１,８８０円 

日本海を望む料理旅館「望洋楼」から。 

漁場から近いとされる、三国港、越前港、敦賀港の三港で水揚げされる越前

がにを目利き。メスのせいこがにの旨みを味わい尽くす寿しに仕上げました。 

商品内容：せいこ蟹甲羅盛 <福井産>×3 酢飯 110g×3 蟹酢×3 

天然氷見ぶり  刺身用/２７,０００円 （限定数２００点/店頭販売のみ） 

「天然のいけす」とも呼ばれる富山湾を望む氷見漁港近くの定置網で水揚げ

されたぶり。 

ぶり本来の旨みを味わう刺身と香ばしさを楽しむ炙り、それぞれ脂乗りの異な

る背身と腹身をセットにぶりの風味の奥深さを堪能できます。 

商品内容：ぶり炙り（腹身約 120g 背身約 200g）ぶり柵（腹身約 120g 背身約 200g） 

<ぶりは富山産>富山甘口しょうゆ 100ml 白えびゆずポン酢 120ml 

冬の京野菜詰合せ・弐/１０,８００円 

豊かな水に恵まれて、冬の底冷えに鍛えられて。京都の伝統に育まれた、

味わい深くもユニークな野菜の数々。 

食の楽しみが広がる京野菜を詰め合わせてお届けいたします。 
商品内容：京野菜全 12 種 堀川ごぼう・金時にんじん・壬生菜・海老芋・つくねいも 
       （聖護院大根・京水菜・九条ねぎ・聖護院かぶら・ゆず・海老芋の孫芋・ 
        春菊・京小かぶからいずれか 7 種）<すべて京都産> 

日本海のぶり 

越前がに 

京野菜 
 

おすすめレシピ 

 

京野菜の温かい盛り合わせ 

 

おすすめレシピ 

 

氷見ぶりのガトー仕立て 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・髙岡・花篭  メール：hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp 

電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

■＜美味しいエールを贈ろう＞行った気分で「イエナカ旅ごはん」を特集（全１５ＳＫＵ） 

コロナ禍で旅行ができなかった方が多かった今年。ご自宅でも本場の味が 
お楽しみいただける各地の老舗や名店の味をご用意しました。 

 

 

 

 

■カタログの表紙に炎鵬関を起用 

コロナ禍で外出の自粛が続き直接「会う」ということが難しい昨今。「季節のごあいさつ」「お世話になった方に、 
感謝の気持ちが、しっかり伝わる贈り物」というお歳暮の原点に立ち返り「会えないから贈ります。」というメッ 
セージをそごう・西武の２０２０年最初の広告モデルに起用した炎鵬関を通してお客さまへお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■店頭の混雑・密集回避に向けた安心・安全の取り組み 

コロナ禍で店頭混雑などに不安のあるお客さまに向けて前回の中元ギフト開催時に安心・安全に向けた対策を 
強化。今回の歳暮ギフトについても継続してお客さまが安心してお買い物ができる環境をご提供します。 

 

・会場外からも順番が確認できるデジタル整理券の導入 

・早期ご優待会の会期を昨年より１週間延長※お客さまの来場日を分散 

・ギフトセンターの面積拡大 

・承りカウンターのお客さまとお客さまの間の座席間隔拡大 

・お客さまと承り担当者との間にビニールシート設置 

・催事場入口にアルコール消毒液設置 

 ※店舗によって取り組み内容が異なります。 
 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 

 

聘珍樓 「飲茶詰合せ」/５,４００円 

創業明治１７年、日本で最も古い歴史をもつ中国料理店「聘珍樓」。 

いずれも素材の持ち味を最大限に活かしさっぱりと仕上げたこだわりの品です。 

商品内容：肉まん･黒胡麻あんまん各 60g×各 3 干し貝柱入り焼売 15g×15 えび蒸し餃子 20g･

ふかひれ入り餃子 28g・小籠包 30g×各 4 焼餃子 22g×各 5 

↑スマートフォンから順番確認可能 
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 ２０２０年９月 

 

Press Release 
 
 

 
 

 

新しい生活様式の中の迎春のつどい 

おせちにもっと、「安心」を 
そごう・西武は新しい生活様式の中でも迎春のつどいを楽しむことに配慮したおせちを取り揃えました。衛生的に取り分

けできるよう、カップで一品ずつ小分けにした「カップのおせち」や、一折に一人前ずつお詰めした「おひとり重」、ご注文からお

届けまでご自宅でご手配いただける「全国お届けおせち」を充実させてご提案いたします。 
 
そごう・西武のおせち概要 
■会期：西武池袋本店 ９月３０日(木)午前１０時～１２月２２日（火）午後９時まで ※店舗により会期は異なります。 

■展開店舗：そごう・西武１１店舗 

■品揃え：約３００種類(前年対比約１０７％増) 

内「カップおせち」４種類 「おひとり重」１２種類 「全国お届けおせち」３３種類  

■売上目標：前年比１０５％ ※既存店ご予約の承りの売上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・髙岡・花篭 メール：hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

カップのおせち 
ひと品ずつカップ入り、取り分けも楽々キレイに。 

 

新宿 割烹 中嶋 

× 

ラ・トルチュ 

「和洋折衷カップおせち」  

端正な和食の雄と本場 

も認めるフレンチの巨匠

が監修。 

名店の味を一度に味わ

えます。 

２９,１６０円（４～５人前） 

 

おひとり重 
一人前のおせちを折詰に。新しいおせちの形です。 

 

美濃吉 

「美濃吉 和風おせち」  

伝統の佳味をつぶさに 

伝える、京懐石の老舗 

から。 

１人前×１客 １０,８００円 

１人前×２客 ２１,６００円 

 

 

全国お届けおせち 
ご注文も受け取りも自宅で。 

 ウルトラマン産直おせち  

ウルトラマン５５周年を 

記念してそごう・西武限定 

で販売。 

「ウルトラマン」（1966 年）を 

モチーフにデザインした 

風呂敷とお重のセット。 

２８,６２０円（送料込）（３人前） 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、価格は全て税込みです。  

©円谷プロ  

風呂敷  お重 

※写真は１人前×２客です。 

うえ村×ピアットスズキ 

「和洋名店 美肴おせち」  

ミシュランで星獲得の和洋の名店から、日本酒とワインに合う

酒肴を。 

３２,４００円（３～４人前） 
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そごう・西武 ２０２１年新春福袋

店頭混雑緩和に向けた取り組み

①会期の拡大
・店頭での販売期間を前回の１月１日～３日の３日間から今回は１２月２６日～１月１１日の
１７日間に２週間拡大

②予約販売の推進（池袋本店の例）
・ １２月上旬より順次店頭で予約開始
※ブランドや商品によって先着受付、抽選販売のいずれかで実施
・約５００ブランドで実施予定

③当日販売オペレーションの改善
・販売日時の分散：昨年までは元日一斉スタート。今回は福袋によって販売開始日を分散
・整理券の配布：開店前に整理券を配布することで並び続ける必要を無くす
・販売拠点の拡大：福袋販売用に催事場などに特設会場を設ける

④e.デパート（ＷＥＢ）販売の強化
・売上目標：前年比約１３０％目標
・品揃えは１０月２８日現在で前年比３割増。今後さらに増幅予定。

そごう・西武では例年多くのお客さまに初売りおよび福袋販売にお越しいただいております。
２０２１年福袋販売につきましては新型コロナウイルス感染対策として店頭混雑緩和に向けた取り組み
を行いながら実施いたします。
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報道関係各位 

２０２０年１１月１１日 

株式会社小田急百貨店 

 

2021 年の福袋は、安心してWEBで予約！ 

「小田急百貨店オンラインショッピング」で、

2020年 11月 18日（水）から予約販売を開
始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社小田急百貨店では、毎年恒例となっている福袋（小田急夢袋）の販売を、WEB

で 2020年 11月 18日（水）から順次予約受付いたします。WEBでの予約受付は例年より

5 日早い展開で、初売りである 2021 年 1 月 2 日（土）に店頭で販売する個数を減少させ

ることで、店内の“３密”を避けた安心・安全なお買い物環境づくりに努めます。 

 

福袋の販売は毎年初売りの風物詩として例年盛り上がりを見せますが、2021 年は新型コ

ロナウイルスの感染拡大を防止すべく、３密状態を必要以上に作らないよう、お客さまが安

心して初春をお楽しみいただくために、小田急百貨店オンラインショッピングでの予約販

売を強化することといたしました。これによりWEBでの福袋販売個数は、昨年と比較して

約 2割ほど増える見込みです。 

 

予約販売では、「年内お届け」、「年始お届け」、「年明けお届け」と三種類のお届けパター

ンに分け、それぞれ対象としたカテゴリー（食料品、衣料品、コスメ、リビング用品など）

の福袋をご注文いただけます。お届けパターンに応じて承る福袋を変えることで、年末年始

にそれぞれの福袋が届く楽しさを提供します。 

なお一部のブランド、ショップにおいては、1月 2日・3日に店頭でも福袋を販売いたし

ます。 
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概要は以下のとおりです。 

 

■「小田急百貨店オンラインショッピング」の福袋予約販売について 

受付期間：2020年 11月 18日（水）～12月 23 日（水）16時まで 

および 12月 24日（木）10時～2021年 1月 12日（火） 

内容：年内お届け…食料品や家庭用品中心のお買い得福袋。12月下旬までにお届け 

   年始お届け…ブランド福袋、食料品、コスメなど全般。1月 2日・3日にお届け 

   ※一部のブランドは、4日以降店頭でのお渡しも承ります（ご注文時に選択可能）。 

   年明けお届け…12月 24 日から受付開始。食料品やコスメなど。お届けは1月 6日

以降 

URL：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ 

 

以上 

 

 

このニュースリリースに関するお問い合わせは、下記担当までお願いします。 

㈱小田急百貨店総務部広報担当 野田・丹野・野村 

TEL：03‐5325‐2327、FAX：03‐5325‐3670、mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 
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報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 篠原、竹田、深山、島田 電話：直通 03(5354)2855 

お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：03(3342)2111（大代表） 

2020年 9月 17日 

株式会社 京王百貨店 

国内の実力派シェフが作るこだわりケーキは必見！ 

２０２０年 京王のクリスマスケーキ 
 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、10 月 1 日（木）よりクリスマスケー

キの予約承りを開始します。新型コロナウイルス感染症の拡大により「家ナカ」消費が高まる中、今年のクリ

スマスは、引き続き家で過ごすという方が多いと予想されます。外出自粛などが余儀なくされた 1年の締めく

くりに、“ご褒美”としてのクリスマスケーキを「見た目も味わいも心躍る」をテーマに提案します。 

当社では、国内パティスリーの実力派パティシエが作る、繊細かつ華やかな見た目と知る人ぞ知る希少性が

魅力のこだわりのケーキが人気です。毎年新規のパティスリーを開拓しラインアップを充実させることで、売

上が年々拡大しています（2019 年の売上は前年比＋約 14%）。今年は 4 つの国内パティスリーが初登場しま

す。そのほか、初登場の海外の有名店のケーキや、オンラインパーティーなどコロナ禍の需要を想定した“切

り分け不要”なプチケーキなど全 51型を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆概要◆ 

予約承り期間：10月 1日（木）～12月 16日（水） 

・店頭／新宿店地下 1階、聖蹟桜ヶ丘店 1階「おせち・クリスマスケーキ承りコーナー」 

トリエ京王調布店、キラリナ京王吉祥寺店「クリスマスケーキ承りコーナー」 

※トリエ調布店、キラリナ吉祥寺店はご予約の承りのみ。お渡しは新宿店となります。 

・フリーダイヤル（10時～19時）／新宿店 0120-593-335、聖蹟桜ヶ丘店 0120-860-560 

・インターネット受付／http://www.keionet.com 

※クレジットカード、京王友の会お買物カード決済の場合：10月 1日（木）10時～12月 16日（月） 

※コンビニ決済、ペイジー決済、銀行振込の場合：10月 1日（木）10時～12月 10日（木） 

商品お渡し：12月 24日（木）、25日（金）  

・新宿店 7階 大催場「予約クリスマスケーキお渡しコーナー」（13時～19時半） 

※一部商品は各店舗にて 23日（水）のお渡し可能 

・聖蹟桜ヶ丘店 2階 特設会場（14時半～19時） 
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■実力派パティシエの技とセンスが光る、こだわりケーキ 

 名だたるホテルや数々の名店、名パティシエのもとで経験を積んだ、実力派パティシエによるクリスマス

ケーキは、独創性のあるデザイン・繊細な技術が光り、思わず写真に収めたくなるものばかりです。 

●アンフィニ「グランドバニーユ」 6,048円 直径 15cm 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 50個  

パリの三ツ星レストランや、表参道「アングラン」のシェフパティシエを務め

た金井史章氏が手掛ける、今年 1月に東京・世田谷区にオープンしたパティスリ

ー。アーモンド香るクッキー生地に、バニラ風味のマスカルポーネムースを重

ね、仕上げにホワイトチョコレートソースを霧のように吹きかけた、雪景色を思

わせる見た目のケーキです。 

 

●アンヴデット「アネット」 5,400円 直径 15cm 

     京王百貨店初登場   京王百貨店限定商品   販売予定数量 50個  

世界のさまざまなコンクールでの受賞歴やパティシエの世界大会に日本代表と

しての出場経験を持つ、森大祐氏が手掛けるパティスリー。遊び心と本格的な技

巧が融合した独創的なスイーツが話題です。なめらかなチョコレートムースの中

にはマロンブリュレとオレンジクリームが重なり、濃厚な栗の味わいと爽やかな

オレンジの風味が楽しめる当社限定商品です。 

 

●ル・フレザリア パティスリー「ビュッシュ・グリッター」 4,860円 7.5×20×6.5ｃｍ 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

東京・国立の人気フランス洋菓子店「レ・アントルメ国立」でスーシェフとし

て勤務後、都内のパティスリーで 7年間シェフを務め上げた金澤良之氏が東京・

東村山市にオープンしたパティスリー。「甘く・強く・濃く」がコンセプトの繊

細かつ見た目の美しいケーキが人気です。ホワイトチョコレートのブラウニーと

ムースにカシスのコンフィチュールとクリームがアクセントに。蝶をかたどった

チョコレートのデコレーションで見た目にも優雅なケーキです。 

 

●パティスリー ラヴィアンレーヴ「ノエル・ド・サパン」 4,320円 直径 12×高さ 10ｃｍ 

 京王百貨店限定商品   販売予定数量 50個  

 東京・足立区に店を構えるパティスリー。オーナーを務める北西大輔氏は、都

内有名ホテルやパリなどで修業後、フランスのコンクールなど数々の賞を受賞。

洋菓子業界最大のコンクールの 1つである「ジャパン・ケーキ・ショー東京」で

優勝するほどの実力の持ち主。チェリー入りタルトにチェリーのコンポートとム

ースを重ね、ピスタチオのムースとクリームで包んだクリスマスツリーに見立て

たケーキは、色鮮やかなデコレーションで見るだけでも楽しくなります。 

 

●パティスリーQBG「フランボワーズショコラブラン」 3,800円 直径 12ｃｍ 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

東京・築地にある、はちみつ・メープルシロップメーカー直営の洋菓子店。天

然甘味料の魅力を伝えるべく生まれた同店のシェフ・佐藤貴宏氏は、有名コンク

ールで最優秀賞の受賞歴を持ちます。ピスタチオの生地、フランボワーズのチョ

コクリームとジャムを包んだホワイトチョコムースをさらにフランボワーズチョ

コでコーティング。自社製クローバーはちみつを使用した優しい味わいの一品で

す。 
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■初登場の海外有名ブランドのクリスマスケーキ 

日本でも名の知れた海外の有名店のクリスマスケーキは、4ブランドが当社初登場です。 

●ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション「ノエル ブランブラン」 3,240円  

11×10×4cm               京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

「20 世紀最高の料理人」と評され、洗練さと優雅さをモダンに表現するジョ

エル・ロブション氏のエスプリが薫るパティスリー＆ブランジュリー。独創的で

ありながら、フランスの伝統に基づいたバリエーション豊かなお菓子を展開して

います。甘酸っぱいフランボワーズジュレとしっとりとしたアーモンド風味豊か

な生地を優しい甘さのホワイトチョコレートムースで包んだケーキは、土台のサ

クッとしたヘーゼルナッツクッキーとの相性も抜群です。 

 

●ルノートル「ルノートルシュッス・ノエル」 4,860円 13×11×7 cm 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

フランス菓子をアートの領域まで高め、フランス菓子界の父と称されるガスト

ン・ルノートル氏が創設した老舗ブランド。現在は日本の人間国宝に値する

M.O.F.（国家最優秀職人章）をもつシェフが複数名在籍するフランスを代表す

るブランドの一つです。ルノートル氏が生んだ人気のレアチーズケーキ「ルノー

トルシュッス」のクリスマス限定商品は、苺の酸味が爽やかな一品です。 

 

●デメル「トリュッフルトルテ」 5,184円 直径 15ｃｍ 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

1786年創業のオーストリアにある老舗洋菓子店。230年以上続く同店の、ウ

ィーンの人々に愛される代表的なトルテ「トリュッフルトルテ」をクリスマスら

しく仕上げた一品です。風味豊かなガナッシュをチョコレートクリームでサンド

したトルテはチョコレートの味わいを堪能できます。 

 

そのほか、ゴディバ「ムース ショコラ クラシック（直径 12cm、5,940円）」が初登場します。 

■切り分け不要！小さいけれど本格派のプチケーキ 

 コロナ禍での食事は“シェアしない”という新しい生活様式に対応したプチケーキ。小さいながらも本格

派の味わいと可愛い見た目は、クリスマス気分を盛り上げます。 

●パティスリーエール「プチフール」 3,381円 15種入※各商品 4×4cm以下 

 販売予定数量 30個  

東京・奥沢（世田谷区）にある、美しいプチサイズのケーキが人気のパティス

リー。モンブラン、カヌレ、シュークリームなど、多彩な可愛らしいプチケーキ

は選ぶのも楽しい一品です。 

 

●パティスリー レザネフォール「ガトーシャンティ―フレーズ」 2,700円 11×11×5ｃｍ 

 販売予定数量 50個  

 「レトロモダン」「温故知新」がテーマの東京・恵比寿にあるフランス菓子専

門店。北海道産生クリームと栃木県産とちおとめで作ったショートケーキは、1

人でも食べきれるくらいのサイズ感で、オンラインでクリスマスパーティーをす

る方にもおすすめです。 
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2020年 10月 16日 

株式会社 京王百貨店 

 イエナカ時間を充実させるグルメギフトが充実 

 2020年 京王のお歳暮 

 
会期：10月 4日（木）～10月 10日（水） 

会場：京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ＜最終日は 16時閉場＞ 

 

 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、「2020年 京王のお歳暮」の承りを 10月 20

日（火）からネットショッピングで、11月 5日（木）から新宿店をはじめとする各店にてスタートします。 

今年のお歳暮ギフトは今冬も続くと想定されるイエナカ需要に対応するグルメなど、ご自宅で“旅行気

分”が楽しめる日本各地のグルメや、帰省を控えるという方も増える中で少人数でも小分けで楽しめるグル

メなどを特集。「想いをむすぶ冬。」をテーマに、離れて住む家族や友人、大切な人に気持ちを届けるギフト

をそろえます。 

今夏の中元ギフトでは、コロナ禍の影響が大きな時期であったものの売上は前年とほぼ同様と好調。「会え

ないからこそ贈るギフト需要」「家で過ごす際のプチ贅沢としての自家需要」の高まりと、ネットショッピン

グや電話・郵送での注文増加が顕著に見られました。そこで、京王ネットショッピングでは、急増するイン

ターネット注文に関するお問い合わせに、PCやスマートフォンの画面を共有して操作を遠隔でサポートす

るサービスを新たに導入します。また、新宿店ギフトセンターでは、待合いスペースの密対策として、会場

から離れていてもスマートフォンで現在の呼び出し状況が確認できるQRコード付整理券の配布を実施。館

内などお好きな場所で過ごしていただくことができ、利便性向上にもつなげます。 

             

    

 

お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店  TEL：03-3342-2111（大代表） 

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03-5354-2855（竹田、篠原、深山、島田）  

 

10月 20日（火）～12月 23日（水）  ◆京王ネットショッピング shop.keionet.com 

11月 5日（木）～12月 23日（水）   ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7階 ギフトセンター 

                         ◆セレオ八王子店、トリエ京王調布店、 

キラリナ京王吉祥寺店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン

店 
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■＜初特集＞イエナカ時間を贅沢に！ 「冬のすごもり美食」特集 
  

   
 

●「うに甚本舗・関とら本店 車えび大吟醸粕漬詰合」 10,800円 ※写真① 

山口県下関市に店を持つ創業 100余年の老舗「うに甚本舗」と、ふぐ専門店「関とら本店」がコラボレー

ション。とらふぐの刺身で濃厚なウニを巻いて食べても、別々に味わっても良し、の詰め合わせです。養殖

車エビ発祥の地・山口県秋穂の車エビを同県の銘酒「五橋」の大吟醸酒粕で漬けた車エビの粕漬けとセット

にしています（車えび大吟醸粕漬 200g、とらふぐうに添え<とらふぐ 10g、粒うに 50g>、数の子うに 70g）。 
 
●「6大ブランド和牛 食べ比べミニステーキ」 10,800円 ※写真② 

濃厚な旨みの「神戸牛」、“肉の芸術品”の異名を持つ「松阪牛」、良質な霜降りの「米沢牛」、歴史あるブ

ランド和牛「近江牛」、柔らかい肉質の「宮崎牛」、赤身と脂のバランスが絶妙な「仙台牛」の 6種のブラン

ド和牛の食べ比べを楽しめるセットです（神戸牛モモ 60g、松阪牛モモ 60g、近江牛モモ 60g、米沢牛モモ

60g、宮崎牛モモ 60g、仙台牛モモ 60g）。 
 

●「三重 山藤 焼き串ひものセット」 4,860円 ※写真③ 

三重県・伊勢志摩で水揚げされた魚を程よく焼き上げ、こだわりの伊豆大島の伝統海塩を使った干物セッ

ト。袋から出してすぐに食べられる串タイプで手軽にシェアもできます（かます 2本×2、ぶり 2本×2、さば

2本×2、あじ 2本×2、うるめいわし 2本×2）。 

 

■家で過ごす年末年始を贅沢に 「年末年始を楽しむ」特集 
 

   

 

●「ロイヤルブルーティー ロイヤルダージリン ラジャインぺリアル」 11,988円 ※写真④ 

アイスワインにヒントを得て作られた紅茶。標高 1,300mのマカイバリ茶園で寒い冬に手摘みされた厳選の

茶葉を使用し、透明感のある雑味のない味わいが特徴です（750ml）。 

●「年越しそば・年明けうどん詰合せ」 3,240円 ※写真⑤ 

信州名物の戸隠そばとコシのある讃岐うどんに、かつお出汁のめんつゆを詰め合わせ。年越しと年明けのお

祝いをそれぞれの麺で楽しめます（信州戸隠そば 100g×5、讃岐うどん 100g×4、めんつゆ 25ml×9）。 
 

●「宝華」（2人前） 13,314円 ※写真⑥ 

京都祇園料亭が手掛ける個食おせち。同じ内容のお重の二客セットで、コロナ禍で高まる「取り分け不要」

の需要に対応します。25 品目が詰まった贅沢なおせちです（伊達巻き、合鴨の燻製、かつお牛蒡、ぶり鳴門、にしん

甘露煮、雲丹磯辺新丈、数の子美味漬け、紅白なます、黒豆艶煮金箔、あわび旨煮ほか計 25品目）。 

【消費期限:2021年 1月 2日】※12月 15日（火）までの承り 
 

 

② ① ③ 

1

1 

④ 

1

1 

⑤ ⑥ 
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■日本各地の美味をご自宅で！ 「にっぽん旅気分」特集 
 

   
 

●＜北海道＞「野尻正武商店 知床新巻鮭姿切り 2.0kg」 5,400円 ※写真⑦ 

知床・斜里の秋鮭にこだわり、脂のりが良い「銀毛鮭」を老舗水産加工店が厳選。食べやすく切り身にして

います（2.0kg：4分割真空パック）。 
 

●＜鹿児島＞「鹿児島 南州農場 黒豚生姜焼きセット」 5,400円 ※写真⑧ 

生産・加工・販売までを一貫して手掛ける農場のこだわりの生姜焼き。締まった肉質の鹿児島県産黒豚肩ロ

ース肉を使用し、甘くさっぱりとした脂と赤身のバランスが絶妙です（黒豚生姜焼き用 100g×6）。 
 

●＜兵庫＞「花いちごのバラエティアイス博多あまおう」 4,320円 ※写真⑨ 

兵庫県のアイスクリーム・冷凍菓子専門メーカーが手掛ける、あまおうを使ったアイススイーツ。花のよう

に開いた冷凍苺の中に 3 種のアイスクリームをそれぞれ絞った、ギフトにぴったりの見た目にも可愛らしい

スイーツです（練乳アイス×4、いちごアイス×4、マンゴーアイス×3）。※12月 15日（火）までの承り 

 

■簡単調理でもう一品！ 「イエナカ好適品(簡単・小分け)」特集 

“少人数向け”“時短”需要で毎年好調の「簡単調理・小分けタイプ」。コロナ禍では、イエナカでの“プ

チ贅沢グルメ”としての自家需要も含め、さらなる需要を見込みます。 
 

   
 

●「久右衛門 鯛茶漬け詰合せ」（鯛茶漬け×4、鯛茶漬け梅入り×2） 3,240円 ※写真⑩ 
 

●「東京しゃも丼 2種セット」（照焼き丼 120g×3、塩焼き鳥丼 120g×3） 5,400円 ※写真⑪ 
 

●「佐賀嬉野和多屋別荘 佐賀牛カレーセット」（佐賀牛カレー180g×6） 4,968円 ※写真⑫ 
 
 

■ネットショッピング限定 「クールデザート特集」 

「暖かい室内で食べるのが堪らない」と冬でも人気のクールデザートを計 8種そろえます。 

    

 

⑩ ⑪ ⑫ 

ドゥバイヨル グラス＆ソルベギフト 
（4種・計 9個）5,400円 

パティスリー キハチ  
アイス＆ソルベ 6種 12個入 

5,400円 
 

帝国ホテル アイスクリーム 
（5種・計 10個） 5,400円 

 
 

⑦ ⑧ ⑨ 
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2020 年 9 月 1 日 

株式会社京王百貨店 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、「2021 年 京王のおせち」を 9 月 1 日（火）

からインターネットで、10 月 1 日（木）から店頭で、予約承りをスタートします。 

年始の食卓に欠かせないおせち。近年は「すべて手作りするには手間がかかる」「夫婦 2 人分には量を作

り過ぎてしまう」といったことから“買うおせち”の需要が高まり、当社でも 3 年連続で売上が伸長するな

ど好調に推移しています。特に 2021 年は、帰省や外食を控えて家族でゆっくりと過ごす傾向が続くとみら

れ、年始を祝うおせちの存在感が増すことが想定されます。そこで今年は、コロナ禍の需要に対応し、一人

分ずつ取り分けられた“個食おせち”や、会えない遠方の家族や親戚にも贈れる“広域配送可能なおせち”

を強化。インターネットの承り開始日は昨年より 11 日間前倒し、「早期ご予約 送料無料キャンペーン」の

期間も前年より拡大。インターネット予約の利便性を高めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客様のお問合せ先  ：京王百貨店 新宿店  TEL：03‐3342‐2111（大代表） 

報道関係のお問合せ先 ：京王百貨店 広報担当 TEL：03‐5354‐2855（竹田、深山、篠原、島田） 

2021 年 京王のおせち 
 

＜概要＞ 

◆店頭予約承り期間：10月 1日（木）～12月 22日（火） 

・店頭／新宿店 地下 1階、聖蹟桜ヶ丘店 1階「おせち承りコーナー」 

     セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店、キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

・フリーダイヤル（10時～19時）／新宿店 0120（593）335、聖蹟桜ヶ丘店 0120（860）560  

◆インターネット予約承り期間：9月 1日（火）10時 ～12月 25日（金）昼 12時 https://shop.keionet.com 

   

◎商品お渡し：12月 31日（木）  

  ・ご来店…新宿店 7階大催場（10時～16時）、聖蹟桜ヶ丘店 7階催場（11時～16時） 

  ・お届け…31日（木）18時まで（配送可能地域：東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の一部地域＊、送料 770円） 

＊詳細は上記インターネットサイト参照、一部広域配送可能な商品も有り 

 

＜インターネット限定 早期ご予約 送料無料キャンペーン＞ 

  期間：9月 1日（火）10時～9月 30日（水）18時  対象：１商品 税込 21,600円以上のおせち 

 

   

「個食」「贈れる」おせちに注目！ 
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１．新しい生活様式の新定番！一人一段タイプの「個食おせち」 

「食卓の彩りに少量だけ欲しい」「来客の際に便利」と年々人気が高まっている「個食おせち」。それに加

え、今年は“食事をシェアしない”という新しい生活様式の広がりを受け、前年に対して 2 型増の全 21

型(個食＋オードブルタイプを含む)をそろえます。 
 

     

＜１＞京・料亭 わらびの里「和風料亭おせち 個食」  

（一客）税込 6,480 円 （二客）税込 12,960 円 （三客）税込 19,440 円 

   京都・洛東に数寄屋造りの料亭を構える「わらびの里」。おせちに欠かせない縁起物をバランス良く詰め合わ

せた京風おせちです。「寿」の焼き印入り玉子焼きや金箔をあしらった黒豆など全 25 品入り。 

＜2＞ 京料理 美濃吉「個食和風おせち」 （一客）税込 10,800 円 （二客）税込 21,600 円 

   1716 年創業の老舗・京料理店「美濃吉」。四季折々の山海の幸を京料理に表現してきた老舗ならではの上品

な味付けが毎年好評の同店のおせち。あわびの旨煮、鮭年輪巻、鶏味噌松風、合鴨ロースほか全 21 品入り。 

＜3＞ 加賀
か が

兎
と

郷
ご う

「個食和洋おせち三客組」 （三客組）税込 10,800 円 

石川県加賀市の観光名所「月うさぎの里」に店を構える人気店。海老の旨煮、友禅紅白串、黒豆金箔などお

せちに欠かせない品目を中心に、全 20品をコンパクトかつリーズナブルに詰め合わせた三客組のおせちです。 

 

2．気持ちを届ける 広域配送可能な「贈れるおせち」 

年始のギフトとしても人気の「贈れるおせち」は、全 30 型をそろえます（配送可能地域：北海道・沖縄・

離島を除く。※一部配送可能地域が異なる商品があります。）広域配送おせちの承りは 12 月 15 日[火]まで）。 

  
 

 

＜４＞三笠会館「フレンチ＋京おせち二段重」（3～4 人前）30,500 円 

1925 年創業。東京・銀座で和洋中の総合レストランを営む「三笠会館」ならではの、フレンチと京風それぞ

れのシェフが腕をふるう伝統メニューを詰め込んだ二段重おせちです。 

＜５＞吟月「和風三段」（4～5 人前）29,700 円 

徳島県・阿南市に店を構える地元割烹店。さざえ醤油煮、蒸し伊勢海老、あわび旨煮など得意とする海鮮料

理をふんだんに盛り込み、丁寧に仕上げたボリューム感のある三段重に仕上げています。 
 

＜６＞ 暗闇坂 宮下「和風おせち二段重」（2~3 人前）23,220 円  初登場  

  東京・麻布に本店を置く日本料理店。白木の箱に鴨南蛮漬、鰆西京焼、煮しめなど全 28 品を繊細に詰め合

わせた二段重です。 
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3．“コスパ重視派”の方に！毎年人気の「京王百貨店オリジナルおせち」 

21,600 円という価格帯ながら三段・四段重のボリューム感が毎年好評の京王百貨店オリジナルおせち

は、前年から 1 型増の全 9 型をそろえます。今年はさらに豪華な京王百貨店オリジナルおせちも初登場。 

 

 

 

 

 

 

 

＜７＞「京王百貨店オリジナルおせち『麗』」（4 人前）27,000 円  初登場   京王百貨店限定  

海鮮から肉料理まで和洋中の料理をバランスよく盛り込んだ、豪華な四段重おせちです。 
 

＜８＞「京王百貨店オリジナルおせち『緑』」（４人前）21,600 円  初登場   京王百貨店限定  

  和の二段に洋風・中華を加えた全 36 品目入りのボリューム満点の四段重が初登場します。 

＜９＞「京王百貨店オリジナルおせち『寿』」（4 人前）21,600 円   京王百貨店限定  

3 年連続売上 1 位。ロブスター、アワビ、ローストビーフなど豪華な食材が四段重に 46 品目が入ります。 

 

4．味の“饗宴”！有名シェフ・レストランの「コラボレーションおせち」 

有名シェフ・レストランが手掛ける自慢の重をセットにし、一度に複数の名店の味が味わえるおせち。

年始のお祝いに贅沢な食べ比べが楽しめると人気の「コラボレーションおせち」は、前年より 5 型増の計

11 型（うち 7 型が初登場）と強化しています。 

 

 

 

  
 

＜10＞京料理 たん熊北店×オテル・ドゥ・ミクニ「和・洋おせち 二段重」（2～3 人前）29,160 円  初登場  

1928 年創業の老舗料亭「たん熊北店」の和の味と、素材の力を活かした現代フランス料理を手掛けるフレン

チレストランの味がそろう二段重です。 
 

＜11＞日本橋 ゆかり×たいめいけん「和洋風二段重」（3～４人前）29,160 円  初登場  

  世界でも活躍する日本料理人・野永 喜三夫氏と、洋食界を牽引する料理人・茂出木 浩司氏。日本橋の老舗

料理店三代目である 2 人のシェフがコラボレーションする和と洋の二段重です。 

＜12＞新宿 割烹 中嶋×ラ・ベットラ・ダ・オチアイ×中國名菜 孫 「和洋中三段重」（4 人前）32,400 円  初登場  

日本料理の中嶋貞治氏、イタリアンの落合務氏、中国料理の孫 成順氏。有名シェフ 3 人がそれぞれ手掛ける

和・洋・中の重がセットになった豪華な三段重が実現しました。 
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報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 篠原、竹田、深山、島田 電話：直通 03(5354)2855 

お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：03(3342)2111（大代表） 

2020年 11月 17日 

株式会社京王百貨店 

イエナカ需要の高まりの影響を受けて 

“高・多機能” 調理用品、“映える”食器が好調です 
◆新宿店 6階 食器・調理用品売場 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店 6階食器・調理用品売場は、調理用品を中心に堅調

に推移しています。コロナ禍において家で料理をする機会が増えたことで、これまで使っていた調理器具を買い替

えたり料理にこだわるようになり、高品質のものを新たに買い揃えたいと、質・機能性を求めて来店される動きが

見られます。あわせて、テーブルウエアへの注目も高まっており、シンプルながら明るい色使いの“映える”食器

類も人気です。 

■さまざまな調理法に使える“多機能”土鍋が好調！ 

寒い季節になると売上に動きがでる「土鍋」。今年は昨年と比べて気温が低い影

響もあり、約 40%増と好調に推移しています（集計期間＝10月 1日～11月 8

日）。中でも、「蒸す・煮込む・炒める・焼く・ローストする」といったさまざま

な調理ができる多機能の土鍋が人気です。  ●長谷園「ビストロ蒸し鍋」（大） 15,400円 

 

また“大人数で集まらない”コロナ禍では、小さめの「個食土鍋」の需要が高ま

ると予想され、例年よりも展開を強化しています。 

●「粉引線紋 6号土鍋」 各 3,300円 

 

   

■機能性の高さと耐久性で好評！老舗高級ブランド「ビタクラフト」 

アメリカのステンレス調理器具メーカー「ビタクラフト」。無水・無油調理など

が可能な、耐久性に優れた調理器具で、自粛期間に“もっと良い物を”“もっと便

利に”と買い替え需要が高まり、売上は約 30%増と好調です（集計期間=10月 1 日

～11月 8 日）。一般的な鍋やフライパンと比べ汎用性が高いものや、手入れがしや

すい調理用品にも注目が集まっています。 

●自炊が増え、白飯へのこだわりの高まりからか動きを見せる「ごはん鍋（16,500円）」は、熱伝導が

良く炊飯器より短い時間で炊けるほか、通常の鍋料理にも使えるなど汎用性の高さも人気。 

 

●「備え付きの魚焼きグリルは洗うのが面倒」という理由での購入が目立つ「グリルパン（14,300円）」。

コンロや IHで手軽に焼き魚が作れるほか、蒸し料理にも使えます。 

 

 

■鮮やかなカラーでテーブルを彩る「ル・クルーゼ」、「波佐見焼」 

90年以上の歴史をもつフランス発のキッチンウエアブランド「ル・クルーゼ」。

焦げつきにくく熱が逃げにくいホーロー加工の鍋は、機能もさることながらカラー

バリエーションやデザインが幅広い世代で人気のブランドです。普段百貨店を利用

する機会が少ない若年層のお客様の増加を受け展開を強化し、前年の約 5倍の売上

に（集計期間=10月 1 日～11月 8日）。鍋と合わせて皿などトータルで購入する方

も見られます。 

 

そのほか、テーブルウエアブランド「Common（コモン）」の波佐見焼は、和食

器ながら洋食器のような和モダンなデザインと手に取りやすい価格で、若い世代の

方を中心に購買が見られます。 
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松坂屋名古屋店では、早くも 2021 年のおせち料理の受注がスタートします。 

・店頭での承り 10 月 1 日（木）～12 月 23 日（水） 

・オンラインでの承り：9 月 24 日（木）14 時～12 月 23 日（水）10 時  

      ※ご予約承り数  おせち：275 種（対前年＋13） 迎春料理 37 種（対前年＋4） 
 

昨年のおせち売上は、過去最高の４億円を突破し、市内百貨店の中でトップを維持しております。 

今年の松坂屋名古屋店のおせちテーマは、「SDGｓ」。 

私たち J.フロントリテイリンググループは、持続可能な社会を実現するため、優先して取り組むべき  

「５つのマテリアリティ」を 2018 年より掲げており、名古屋店も環境や地域共生に配慮したおせちを拡充いたします。 

また、長引くコロナ禍で、年末年始の旅行を控え、ご自宅でゆっくり過ごされる方が多いと予想される中、 

ウィズコロナのニーズにもお応えできる商品のバリエーションを増やして展開いたします。 
 

９月１７日（木）には、プレス向けのお披露目会を開催し、実際の商品を撮影いただける機会を  

設けておりますので、ぜひご取材へお越しくださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 9 月 2 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
昨年の売上は、過去最高を更新する４億円超え！ 

市内百貨店では圧倒的シェアを誇る松坂屋のおせちの、予約承りがスタート間近です。 

2021 年松坂屋のおせち商戦へ向けて、 

プレス向けお披露目会を開催します。 
日 時：2020 年 9 月 17 日（木）10 時～12 時（9 時 45 分から受付） 

場 所：松坂屋名古屋店 北館６階オフィス内  

※9 時 45 分に、北館の南側道路、従業員通用口前までお越しください。 

※ご出席の場合は、前日の 17 時までに、広報へご連絡お願いいたします。 

※試食は１商品のみのご用意です。感染対策のため、食レポはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

【SDGｓ】環境に配慮したおせちや、地域産業を応援するおせち 

 初登場  地球にやさしい さくらパンダおせち 

（和・洋風二段）税込 21,000 円（送料込、本州・四国届け） 

◎森林環境保全のため、間伐された地元豊田市産杉を使って製作した重箱を

使用しています。 

◎紙素材の間仕切りを使用することで、プラスチック消費を抑制し CO2 の削

減、海洋プラスチック問題の解決へ貢献します。 

◎地産地消の食材を使うことで、地域産業を応援。また輸送を減らすことで

CO2 の削減に貢献します。 

◎おせち１台の購入につき、500 円を豊田森林組合に寄付いたします。 

 初登場  みそかつ矢場とん おせち 

（和風三段） 税込 30,000 円  

なごやめしの代表格、矢場とんが初めて「おせ

ち」を販売します！とんかつや串かつ、肉巻き

など、揚げ物の入ったおせちで、お子様も大

満足。 

お披露目会  

展示商品  

お披露目会  

展示商品  

松坂屋限定  松坂屋限定  
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＜美濃吉＞和風一段  

一客税込 10,800円／二客組税込 21,600円  

一人用おせちを人数分ご注文いただける「銘々おせ

ち」は今年のおすすめ。さらにフードロス対策として

SDGs の側面も。 

ウィズコロナの中食ニーズに応える「銘々おせち」や「アラカルト」 

 初登場  迎春アラカルト 

外出や外食を控え、ご自宅で家族や友人とワイワイできる、アラカルトやフィン

ガーフードをご用意しました。（左から） 

＜浅田屋＞真空パックおせち「迎春」 税込 10,800 円  

＜ハインリッヒ・ウド・ダニエル＞ダニエルさんのフィンガーフード 税込 10,800円  

お披露目会  

展示商品  

お披露目会  

展示商品  

（※レプリカ） 

昨年の人気ベスト３（※販売数量上位） 

人気 No.1  

料理研究家大原千鶴監修  

口福おせち（和風三段） 

税込 27,000 円  

前回、前々回と大好評だった大原千鶴

さん監修のおせちは人気 No.1。一の重

はおせちの定番、二の重は魚介を中心

に、三の重はお肉がメインと、多彩です。 

お披露目会  

展示商品  

（※レプリカ） 

人気 No.2  

料理研究家  山本益博監修  

うまいのなんの！重  

（おつまみ風一段） 

税込 16,200 円  

蓋を開けると、25 マスにぎっしりと、 

おつまみ風のおせちがつまっています。 

家飲みにもぴったりのおせちです。 

人気 No.3  

三巨匠共演おせち 

（和・洋・中華風三段） 

税込 32,400 円  

陳健一（中華）、落合務（洋）、

中村孝明（和）と、世の食通を魅

了し続ける三人の巨匠が監修する、

豪華おせち。 

大丸・松坂屋  

限定  

お披露目会  

展示商品  

大丸・松坂屋  

限定  

お披露目会  

展示商品  

大丸・松坂屋  

限定  

初登場  ＜リストランテ アクアパッツァ ファミリー＞監修おせち 

（洋風三段） 税込 35,640 円  

初登場の大丸・松坂屋限定おせち 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 山田 

TEL：070-5404-6955  E-mail.817411@jfr.co.jp 

お披露目会  

展示商品  

大丸・松坂屋  

限定  

お披露目会  

展示商品  

大丸・松坂屋  

限定  

初登場  ＜料理研究家/ブロガーYuu 監修＞ 

えがお de だんらんおせち（和・洋・中華風三段）税込 21,600 円

（冷凍おせち、送料込、全国届け） 
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絶好調！なんと前年に対して４５％プラス！  

２０２１おせち売上ベスト１０ 
１２月２３日（水）まで／大丸東京店  

２０１９年１１月５日 

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 
 
 

外食を控える方が多い中、このお正月は特別におうちの食卓を豪華にしたい、との思いから売り上げは前年に対して

４５％もアップしています。おせちバイヤーは、今年ならではの現象として「ご自宅でお召し上がりになる方」プラス「帰

省しないが親御さんなど家族に送る方」で、複数買いのニーズもあると分析しています。そんな中で一番人気のおせ

ちは？９月２４日～１０月２９日までの売りあげランキングを一挙公開します。
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/daimaru_tokyo/ 

大原流おせちが完成。〈料理研究家・大

原千鶴監修〉口福おせち ２７，０００円 

陳健一、落合務、中村孝明、和洋

中おせち〈和・洋・中の三巨匠共演

おせち〉３２，４００円 

昔ながらの味わいの和風と洋風の組み合わ

せ。〈大丸松坂屋厳選〉天禄 １０，８００円 

 

取材に関するお問い合わせ先 

大丸東京店 ＰＲ広報 ＴＥＬ ０３－３２１７－４７０５ ＦＡＸ ０３－３２１７－４７０６ ＭＡＩＬ ｄｍａａ２４３＠ｊｆｒ.ｃｏ.ｊｐ 

 宮川 香織 080-3815-5292   藤井庸子 080-3815-1667  

ボリュームある和と洋の融合。〈大丸松坂

屋厳選〉祥鳳２１，６００円 

ここにコメントがはいります。ここにコメ

ントがはいります。ここにコメントがは

いります。ここにコメントがはいります。

〈神田明神下みやび〉福むすび 秋

１，０８０円 

伝統的な和の食材とお子様でも食べや

すい洋の食材。〈大丸松坂屋厳選〉盛

福１０，８００円 

料理とお酒のマリアージュ。〈料

理評論家・山本益博監修〉うま

いのなんの！重 １６，２００円 

日高シェフファミリーによるイタリアン

おせち。〈リストランテ アクアパッツッ

ァ ファミリー監修おせち３５，６４０円 

３位 

１０位 

９位 

８位 

７位 

６位 

５位 

４位 

３位 

２位 １位 

伝統的な祝肴が 

はいった正統派和風おせち。〈大丸

松坂屋厳選〉冥利 １０，８００円 

記憶に残る料理と時を

供する「京都吉兆」から

美しい和風おせち。京都

吉兆〉和風二段  

１６，２００円 

迎春にふさわしい和風の味わい

に洋の味を加えて。〈大丸松坂

屋厳選〉祝着１６，２００円 https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/daimaru_tokyo/ 
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松坂屋名古屋店は、2021 年の初売りを例年通り１月２日（土）にスタートいたします。お客様の混雑を 

避けるため、人気の福袋はオンラインでの事前予約や、店頭での事前販売、事前整理券配布など行います。 

また松坂屋名古屋店オリジナルの体験福袋も、2021 年は密対策がテーマ！コロナ禍でのキャンプ需要や中

食需要の高まりにマッチする福袋など、抽選で予約販売いたします。2021 年は松坂屋の創業 410 年という節

目の年であり、410 にちなんだ価格の体験福袋をご用意いたしました。 

そのほかブランド、アイテム福袋も、全館で約 500種類、計約 20,000袋展開いたします。混雑を避けるため、

準備数を前年より減らすほか、店頭で混雑が予想される人気の福袋に関して、以下の対策を実施します。 
 
【主な混雑対策】 

① 12 月中にオンライン販売し、新年に配送でお届けいたします。 

ゴルフウェアの福袋（12/5 から）、化粧品福袋（12 月上旬から順次）、子供服福袋（12 月中旬から順次）など 

② 12 月中に店頭で販売し、お持ち帰りいただきます。 

タオル福袋（12 月中旬から、なくなり次第終了）、婦人洋品、紳士洋品など 

③ 福袋の整理券を、12 月中に配布し、新年に店頭で引き換えいたします。 

 食品福袋 8 ブランド（12/4～6 店頭で整理券を配布）など 

④ 1/2 の食品福袋（上記整理券対応ブランド、冷蔵商品を除く）は別会場で販売いたします。 

 

 

 
毎年好評のオリジナル企画福袋を４企画ご用意いたしました。店頭で告知を行い、例年は抽選申し込みを 

店頭で行いますが、2021 年はオンラインのみとなります。【応募期間：12/16（水）～1/3（日）】 

2021 年は松坂屋が 410 周年記念！価格も 410 にちなみました！ 
 

★キャンピングカー福袋 税込 4,100,000 円（１台限定） 

12/16（水）～21（月）、南館１階オルガン広場で実際のキャンピングカーを展示します！！ 

人と距離を取れるレジャー、キャンプの注目が高まっています。ご家庭だけでなく、企業の福利厚生としても需要が 

高まる中、キャンパーとしてデビューするお客様へ向けて、少しコンパクトなキャンピングカーを提案いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンピングカー「レクビィ・悠（HARUKA）」 

2WD(6AT)/冷蔵庫、キッチンとシンク搭載/乗車定員 8 名 就寝定員 2 名+子供 

 

2020 年 11 月 20 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

来年の福袋は密対策を万全に！ウィズコロナの企画福袋もご用意しました。 

松坂屋の 2021 年福袋 
販売開始：2021 年 1 月 2 日（土）９時 30 分～（事前販売も行います） 

密対策は万全！松坂屋 410 周年記念の、オリジナル企画福袋  

松坂屋に車体を展示する 12/16～21、実物の撮影をいただけます。 

それ以外の日程がご希望の場合はご相談ください。（12/1 以降） 
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★出張シェフ福袋 税込 200,410 円 １組限定  

“外食を控えてもご自宅で美味しいものを食べたい” 

そんな中食需要を満たす贅沢な福袋！ 

名古屋の老舗フランス料理店「シェ・コーベ」のシェフが 

ご自宅に出張し、本格フレンチのコース料理をお作りいたします。 

※名古屋市内のお客様限定  

※基本４名様のお料理を提供  

 

＜コース料理例＞ 

アミューズ、前菜２品、スープ、お魚料理、お肉料理、 

デザートの合計７品。食材は、キャビア、フォアグラ、アワビ、 

オマールエビなどを予定。乾杯用のシャンパンを１本サービス 

 

 

★優雅に観戦！グランパス応援福袋 １部屋税込 41,000 円 １部屋限定  

個室でゆったりと、安全安心の試合観戦！ 

豊田スタジアムの貴賓室で、グランパスの試合を 

観戦いただけます。通常グランパスの試合の際には 

販売していない、“非売ルーム”です。 

 

2021 年 2～4 月に開催する試合の中から、 

お客様のご都合の良い日程をお伺いし決定します。 

※６名までの入場制限を検討中です。 

※人数分のお弁当をお付けします。 

※ご入場は高校生以上のお客様に限ります。 

 

 

★豪華お花見旅行福袋＜天空の観桜会＞ 

税込 360,410 円（２名様１室 東京ステーションホテルＤＸＴＷ）２組様限定  

税込 600,410 円（２名様１室 アマン東京 デラックスルーム）１組様限定 

2021 年こそ桜を見に行きたいけど、人混みは避けたい…そんなお客様にぴったりの特別な旅行！ 

日程：4/3（土）から１泊２食付き 

三密を避け、プライベートチャーターのヘリコプターから、いつもと違うダイナミックなお花見を体験できます。 

ヘリコプターは１組様 1 機ずつご用意させていただきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2021 年の松坂屋の福袋をぜひご取材ください！！ 

おすすめのモノ福袋も事前撮影が可能なものをご用意いたしますので、ご相談ください。 

 

八事の「シェ・コーべ」で事前に取材いただけます。 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 山田 

TEL.070-5404-6955   E-mail.817411@jfr.co.jp 

事前取材はできませんので、画像のご提供のみとなります。 

豊田スタジアムの貴賓室を事前に取材いただけます。 
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■大丸梅田店の福袋 202１は、  

◎オンラインショッピング、または、事前予約（ＷＥＢ・電話）

を承ります。 ＊オンラインショッピング（ＥＣサイト）では、段階を踏んで販
売します。 （発送のみ）  ◆＜第 1 弾＞11 月 2 日（月）～  
◆＜第２弾＞11 月中旬～  
◆＜第３弾＞12 月 2 日（水）～  
◆予約承り期間：12 月 18 日（金）まで（オンラインショッピング）  
 （＊売場での事前予約商品の予約承り期間は確認中です）  
＊1 月 2 日（土）・3 日（日）は、混雑が予想されるため、  
お客様の安心・安全の確保を最優先に考え、店頭での福袋の販売はいたしま

せん。  
＊事前予約（ＷＥＢ・電話）福袋は、4 日以降に売場にて販売します。  
 
◎1 月 4 日（月）から、福袋を販売します。  
店頭では、1 月 4 日（月）より、福袋を販売します。  
  

◎年末には、「先取り福袋」もご用意！うれしい福を今年

のうちに！ ◆12 月 26 日（土）～  

食品では『ごちパラ先取り福袋』や、ファッションでは『先取り福
袋』を販売！  
 
そして、★注目！★新企画です★  

今年は、今までのような福袋がご用意できないので、  

“ＧＯ ＴＯ 大丸梅田！！”を企画しました！ 大

丸の商品券 10,000 円＋アプリクーポン 2,000 円を、  

なんと、税込 10,000 円でゲット！  
●応募期間：12 月 2 日（水）～25 日（金）  なくなり次第終了 
●ご利用期間：12 月 16 日（水）～3 月末日  
  
期間中、大丸・松坂屋アプリで「ＧＯ ＴＯ 大丸梅田店！！」にご応募いただいた先着 
10,000 名 様に、大丸の商品券 10,000 円にアプリクーポン 2,000 円を特典としてお付け
し、税込 10,000 円で 販売します。  
＊大丸の商品券は、大丸・松坂屋各店でご利用になれる商品券です。全国共通券ではございませ
ん。  
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株式会社 東武百貨店 

 

2020 年 10 月 7 日 

 

 

 

 

 

 

 
  
東武百貨店 池袋本店では、2020 年 10 月 8 日より「2020 東武 クリスマスケーキ」の予約受付を開始します。  

2020 年は新しい生活様式の中で、人との距離を保つようになり、心のつながりや絆の大切さを実感する１年でした。そんな

年の締めくくりに、大切な人とともに心温まるクリスマスを過ごして欲しいという願いを込めて、ハートモチーフケーキや、シェア 

して楽しみやすいケーキを販売します。また「冷凍ケーキ」を展開し、来店せずに自宅で予約・受取りができるケーキを強化  

します。 

そして新たな取組みで、おうちでのクリスマスをより一層お楽しみいただけるよう、空間全体を演出する企業「ネイキッド」が

手がけるスマートフォンを使ったデジタルアート 「NAKED SWEETS GIFT」 をネット予約特典としてプレゼントします。 
 

① 東武限定品ケーキ 
心のつながりを表現した「ハート」と、楽しみを分かち合う「シェア」の２つのテーマで、東武限定品のケーキを展開します。 

■ハートモチーフ 

（写真左） 

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】 

苺のスウィートハート 

\3,780（約縦 10.5cm×横 12.5cm） 

（写真右） 

【京橋千疋屋】 

ハートホワイトチョコムース 

\4,320（約径 12cm） 

■シェアケーキ 

（写真左） 

【京橋千疋屋】 

クリスマスシェアピース 

\7,992（約縦 15cm×横 15cm） 

（写真右） 

【ダロワイヨ レ マカロン】 

ペタルルージュ 

\5,400（約径 17cm） 

 

② 冷凍ケーキ 
インターネットで注文し、配送で受け取る事ができる「冷凍ケーキ」を、全 11種展開します。 

（写真左） 

【和楽紅屋】 

ココロ（4種入り） 

\4,501（各 6.3×6.5×3.9cm） 

（写真右） 

【レ・サンス】 

プレミアム苺ケーキ 

\5,940（約径 15cm） 

“おうちクリスマス”に感動を！ 

「東武のクリスマスケーキ」10月 8日から予約承り開始 

 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

News Release 
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株式会社 東武百貨店 

③ 東武百貨店×ネイキッド 「NAKED SWEETS GIFT」 

 
「おうちで過ごすクリスマス」をより一層お楽しみいただけるよう、東京駅 3D プロジェクションマッピングなど、様々な新体験を

創造するクリエイティブカンパニー「ネイキッド」と、東武百貨店がコラボします。インターネットでクリスマスケーキをご予約   

いただいたお客様に 「AR＝拡張現実」でデジタルアートを体験できるギフトをプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属のピックをケーキに刺し、専用アプリをダウンロードしたスマートフォンをかざすと、画面上でデジタルアートの演奏会がご覧

いただけます。ご家庭でも、またギフトとしてもお使いいただけます。 

※今後、店頭に紹介ブースを設置する予定です。また、店頭での販売も予定しております。 

 

 

 

 

【クリスマスケーキ ご予約概要】 

ご 予 約 期 間 ： 

 

 

ご 予 約 場 所 ： 

 

お渡し期間・場所： 

<店頭> 10月 8日（木） 午前 10時から  

<インターネット> 10月 8日（木）午前 10時～12月 19日（土）午前 8時 

※商品により異なります。 

<店頭> 各ショップ 

<インターネット> 東武オンラインショッピング https://www.tobu-online.jp/ 

商品によって異なります。 

 

※価格は全て消費税込みの金額です。 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512 東京都豊島区西池袋 1-1-25 

広報部 広報課 佐藤・本村    直通℡：03-5951-5210 
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おせち情報  
株式会社 東武百貨店 

 

2020 年 8 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、2020 年 9 月 17 日（木）からおせちの承りを開始します。新しい生活  

様式の実践が求められているなか、帰省や年始の集まりを控えて新年を迎える方が増えることが予想されます。そこで当店

では、少人数向けや個人用おせちの展開数を前年比約 130％と拡大し、新しいお正月の過ごし方に対応したおせちを

提案します。 

また今年は初めてお正月の食卓に華を添える食材のオンライン販売をスタートします。例年、年末は売場が非常に混雑

しますが、密を避け並ばずにお買物できるオンラインショッピングを充実させ、安心・安全なお買物環境を提供します。 

 

１．新しいお正月のスタイル！ 少人数向けおせちが前年比約 130％の品揃え！ 
 
ライフスタイルの多様化に加え、新しい生活様式でのお正月を過ごす方の増加を予想し、少人数・個人向けおせちを  

前年より 8種類多い 35種類取り揃えました。取り分ける必要のない「お１人様１段」のおせちも充実させました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京・料亭 わらびの里】 

二客 \12,960 

1人前×2 重箱：紙製 

17×17×高さ 5cm×2 

 

【日本料理 なだ万】 

一客 \10,800 

1人前 重箱：紙製 

13.3×20×高さ 6.2cm 

 

【人形町今半】 

一段 \17,280 

約 2人前 重箱：木製 

21.5×28×高さ 5.8cm 

 

 

 

 

 

  

 

 

【下鴨茶寮】 

ミニ三客 \20,520 

1人前×3 重箱：合成樹脂製 

16.5×16.5×高さ 5.3cm×3 

【京料理 美濃吉】 

一客 \10,800 

1人前 重箱：木製 

16.1×21.2×高さ 4.5cm 

【神田明神下 みやび】 

ミニ三段重 \15,660 

約 2人前 重箱：紙製 

15×15×高さ 5.1cm×3 

新しい生活様式に合った“少人数向け” “オンライン”が充実！ 

「東武のおせち」 9月 17日より承り開始 
･･････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

東武百貨店 池袋本店 

1人前×2段 

1人前×3段 

少人数向け 

少人数向け 

1人前×1段 

1人前×1段 

東武百貨店 池袋本店は 9月 1日（火）より営業時間を短縮

いたします。 

（B2F～3F） 10：00～21：00 → 10：00～20：00 

（4F～8F）  10：00～20：00 → 10：30～19：00 
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おせち情報  
株式会社 東武百貨店 

 
２．初開催！ 年末のお買物は密を避けてオンラインショッピング！ 
 
年末はお正月の準備のため、例年多くのお客様が食品フロアにご来店されます。そこでオンラインショッピングで、年末 

年始用の食材の取り扱いを今年初めて行います。店頭で並ぶことなく、お正月の準備を進めることができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鈴廣かまぼこ】 

松寿 \5,616（送料込み） 

(特上蒲鉾<紅白>、伊達巻<ハーフ>) 

 

 

【三崎恵水産】  

本鮪詰合せ 竹 \10,800（送料込み） 

(中トロ、赤身、すきみ / 各 200g) 

 

 

【佐藤水産】  

いくら醤油漬 ¥5,001（送料込み） 

(いくら醤油漬 130g×2) 

 

【概要】 
 

展 開 期 間 ： 

 

 
 

展 開 場 所 ： 

  

 

 
 

お 渡 し 日 ： 
 

展 開 点 数 ： 

 
 

価 格 帯 ： 
  

そ の 他 ：  

 

 

9月 17日（木）～12月 25日（金） （計 100日 前年+2日） 

※インターネット受付：9月 17日（木）午前 10時～12月 24日（木）午前 8時 

※電話受付：9月 18日（金）～12月 14日（月）午前 10時～午後 5時 
 

地下 2階 10番地 特設会場 

※インターネット 東武オンラインショッピング https://www.tobu-online.jp/ 

※お電話フリーダイヤル 0120-297102 

※東武オンラインショッピングなら 9月 30日（水）までの承りで全品送料無料。(一部送料込み) 
 

12月 31日（木）大晦日（一部の商品を除く） 
 

155 ブランド  270 アイテム 

（内訳：おせちアイテム229点、オードブル8点、お正月食材18点、迎春料理9点、食器6点） 
 

おせち 7,344円～220,000円（中心価格 16,200円～27,000円） 
 

東京スカイツリー○Rや日光金谷ホテルなどの「東武オリジナルおせち」や、噛み切りやすい「やわらか  

おせち」、東武オリジナルの「スイーツおせち」も展開します。 

 

 

 

※価格は全て消費税込みの金額です 

 

 

 

 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512 東京都豊島区西池袋 1-1-25 

広報部 広報課 佐藤・本村    直通℡：03-5951-5210 
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株式会社 東武百貨店 

 
 

2020年 11月 10日 

 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店の 2021年の福袋は、「日本にエールを送ろう！」を大きなテーマと考え、3 つのキーワード 
『日頃の感謝を恩返し！』『日本全国にエールを！おうちで Go To 福袋』『みんなの願い、健康な 2021 年を応援！ 
イエナカ太り解消福袋』にしました。2020 年はコロナ禍で、新しい生活様式が確立するなど様々な変化があった一年でし
た。2021年は、日本全体に笑顔が戻る明るい一年になるよう、東武百貨店は2021年に「エールを送る」福袋を展開しま
す。店頭の密対策を講じながら、今年の福袋は、安心・安全かつスマートに購入できるようネット事前販売福袋も強化して
参ります。 

 

 

 

(1)ご恩は続くよ、どこまでも！毎月の楽しみサブスク福袋！  
毎月、旬の素材や色々な種類の食べ比べができるご恩返し福袋。3か月から最大 12 か月間の恩返しが続きます。 

 

１．【フルーツショップ青木】 「旬のフルーツ サブスク福袋 」 

 

20,210円(税込) ネット・店頭 計 5名様 

フルーツマイスター厳選の旬のフルーツ 5,400円(税込)相当を 

12か月間お届け！通常価格 64,800円(税込)相当です。 

※お渡し期間：2021年 1月～12月 毎月 15～30日のご都合の良い日に実施。 

      ※店頭お渡し、または配送(別途料金)となります。 

 

2．【ニュー・クイック】 「国内産黒毛和牛半頭分を食べつくすサブスク福袋」 

1,500,000円(税込) ネット・店頭 計 2点 

 

国内産黒毛和牛 1頭分を半頭分ずつ、1月から 3月の定期便にて 

    お渡しする福袋。セット内容は、ロース、肩ロース、バラ、モモ、肩、ヒレ、 

ランプ、スネ、ネック、サーロイン。お肉の専門店だからできる驚愕の福袋。 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 10～18日のご希望日。 

※ご要望に応じ、オーダーカットします。 

※店頭のお渡し、または配送(別途料金)となります。 

 

３．【 魚力 】 「国産生本まぐろ(養殖)1尾丸々サブスク福袋 」 

 300,000円 (税込) ネット・店頭 計 1名様 

 

国産生本まぐろ 1尾分を 1月から 3月の定期便にてお渡しする 

豪華な福袋。 

セット内容は、頭肉、ほほ肉、目玉、かま、大とろ、中とろ、赤身 。 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 15～20日のご希望日。 

News Release 
 

～沢山の笑顔が見たい！日本に「エール」を送ります！～ 

2021年 東武の福袋 

 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

キーワード 1 『 日頃の感謝を恩返し！ 』 

↑フルーツショップ青木の商品イメージ 

↑魚力の商品イメージ 

↑ニュー・クイックの商品イメージ 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 15～20日のご希望日。 
※ご要望に応じて、柵取りまでいたします。※店頭お渡しとなります。 

 

一部内容変更により再発信致します。※変更箇所 4 ページ目赤枠内 
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株式会社 東武百貨店 

(2)「モー食べられない！」福袋！   
  2021年にちなんだ「2021円食べ放題」やご家族で楽しめる「ボリューム福袋」をご紹介します。 

 

1. 【バルマルシェコダマ ミートデリカテッセン】「イートイン 90分間食べ放題福袋」  

 

2,021円(税込) ネット・店頭 計ペア 5組 10名様 

2021年にちなんだ「2021円」で食べ放題福袋。 

店内 11種類のメニュー(ホットドッグは除く)全て食べ放題。 

メイン料理一品に対してお一人様コーヒー・紅茶付き。 

※実施日：当選結果連絡後から 1 か月以内に事前予約、ご来店可能な方。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. 【あまのや繁田商店】  「お菓子ぎゅうぎゅう福袋」 

   10,800円(税込) ネット限定 10点 

    お子様には新鮮で、大人には懐かしい、昔ながらの駄菓子や 

    玩具を「これでもか！」と約 250点以上詰め込みました。お子様と一緒に 

楽しむのも良し、友人とひとときの子ども心に帰るのも良し、 

お正月に家族とおうち時間を楽しめ、笑顔こぼれる口福な福袋。 

※ご注文期間：2020年 11月 16日(月)～12月 20日(日) 

※お渡し日：2020年 12月 25日(金)以降順次お届け 

 

  

 

■おうちで旅行に行った気分を味わえるおいしい福袋！！ 
  物産と言えば東武！食と言えば東武！東武の名物物産展「大北海道展」をはじめ、全国の物産福袋や 

全国 47都道府県を一堂に味わえる福袋をご紹介。 

１．北海道から直送！「大北海道展」福袋 

①「北海道産かに詰合せ福袋」 

25,001円 (税込) 送料込み・販売予定 30点  

     稀少な大ぶりの花咲がに(冷凍ボイル花咲がに約 900ｇ～1kg×2尾)と 

甘みのある肉と濃厚な味噌の毛がに(冷凍ボイル毛がに約 500ｇ～ 

600ｇ×2尾+1尾)の計 5尾の詰合せ福袋。 

キーワード 2 『日本全国にエールを！おうちで Go To福袋 』   

↑バルマルシェコダマの食べ放題メニューイメージ 

↑あまのや繁田商店福袋のイメージ 

 商品は一例です。 

 

↑北海道産かに詰合せ福袋 

↑【グッドモーニングバンコク】 

「60分間食べ放題福袋」 

(ホットデリ・ごはん食べ放題、 

お一人様ワンドリンク、サラダ一品) 

) 

↑【三崎豊魚】  「イートインメニュー2021秒食べ放題福袋」 

そのほかにも下記の 2021円食べ放題福袋をご用意しています。 

応募抽選型福袋 

イートインメニュー全品(ドリンク除く)食べ放題、 

生ビールまたは、ハイボール一杯サービス。 

※アルコールが苦手な方にはお土産としてまぐろ丼をプレゼント！ 
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株式会社 東武百貨店 

 

②「海鮮弁当 4種セット」 

20,001円 (税込) 送料込み・販売予定 50点 

   蝦夷あわび三色盛弁当、かに三色弁当、海鮮五色盛弁当、 

海鮮三色盛弁当 各 2人前、いくら醤油漬 250ｇ×2パック。 

   北海道から直送でお届け。冷凍だから、食べたい時に手軽に解凍できます。 

   盛付けもおうちで自分好みに楽しんでいただけます。 

  

 

2. 「全国 47都道府県お菓子福袋」  

    10,000円(税込) 販売予定 3点 

    食品バイヤーが全県のお取引先様に交渉し全国 47都道府県の 

「甘い」「しょっぱい」「珍しい」「人気」の‘‘おいしい‘‘お菓子がぎゅっと 

詰まった福袋。今日は何を食べようか考えるだけで楽しくなる詰合せです。 

 

 

 

 

 

 

 ～ 東京の魅力を再発見！～Go To東京！東京を楽しむ！！ 

 
3. 「国内初進出『ACホテル・バイ・マリオット東京銀座』で特別体験宿泊福袋」 

    150,000円(税込)※1組 6名様までの合計金額 

ネット・店頭 計 1組 6名様まで 

     2020年に開業した国内初となるライフスタイルホテルで、 

通常ご提供していないご家族(3世代)だけでお楽しみいただける 

特別なプランをご用意。ご家族だけの素敵な空間・場所を提供します。 

※実施日：2021年 3月 20日(土) 

<内容> 

①ご家族だけの特別スペースでパティシエが教えるケーキ作りの体験。 

②ご家族だけのスペースにて特別限定ディナーのご提供。 

※朝食は一般のお客様とご一緒にビュッフェ形式となります。 

③ゲストルームは 10階～13階プライムフロアによるお部屋での宿泊。 

※お部屋はご家族で 3部屋、隣同士で用意予定 

④お客様のご希望によりレイトチェックアウト(最大 16時まで)可。 

⑤「東京スカイツリー®セット入場券(展望デッキ+展望回廊)引換券」 

  および「すみだ水族館入場券」をご家族人数分プレゼント。 

⑥東武百貨店池袋店 4階 11番地 写真室 ルイ・ミヤシタ 

「ご家族写真撮影チケット」および 3階 8番地 アフタヌーンティー・ティールーム 

「ドリンクチケット（ご家族人数分）」付き。 

 

この他、「石川物産展」福袋、「長崎物産展」福袋、「大鹿児島展」本格焼酎 6本セット福袋をご用意しています！ 

↑海鮮弁当 4種セット盛付例 

↑写真は一例です。 

↑ホテルのお部屋のイメージ 

↑料理のイメージ 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 
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■「イエナカ太り解消！」福袋！「ちょいスマートパパ」におじキュン 

イエナカ太り解消をめざし自転車やリモートを活用した加圧トレーニングにチャレンジ！2021 年、「ちょいやせ」

でかっこいいパパを目指す方にエールを送る福袋。 

 

1. 【ベストスポーツ】「～パパをかっこよく～「折りたたみ自転車」福袋」 

56,100円(税込) ネット・店頭 計 3点 

     通勤に、お出かけに注目が高まる、折りたたみ自転車の人気ブランド 

「DAHON」の自転車福袋。自転車 1台のお値段で、折りたたみ自転車を 

使う上で必要なアクセサリーが 5点ついてきます。アウトドア先でも、街中でも 

颯爽と駆け抜ける姿は注目されること間違いなし！ 

 

 

   2.【加圧ビューティーテラス】 「ダイエッター福袋」 

    100,000円(税込)から 数量限定 

    5 つのメニューを選べるカスタマイズダイエッター福袋。通常は店頭ご来店の 

コースですが、今年は「リモートレッスン・店頭レッスン」が組みあわさった 

コースの体験型福袋。リモートレッスンは今年ならではの企画です。 

    マイナス 3kg コース(2 か月)、マイナス 5kg コース(3 か月)などをご用意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初夢福袋とは、「楽しい」「おいしい」夢を叶えて楽しい生活スタイルを応援する「応募抽選型」の福袋です。      

◆お申込み期間：12月 1日(火)～2021年 1月 3日(日)午後 6時まで※一部異なる福袋がございます。  

 
 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

報道関係者様お問い合わせ・・・広報部 広報課(崎田・本村) 直通℡：03-5951-5210 

本リリースに掲載した福袋の価格と限定数・定員数は、10月 28日時点での予定です。 

キーワード 3 『みんなの願い、健康な 2021年を応援！』   

↑リモートレッスンイメージ 

応募抽選型福袋 

2021年 東武の高額品福袋！！！今年は縁起の良い円形の光沢のペルシャ絨毯！！ 

「ペルシャ絨毯 / クム産」 絹 100％ 約 300×300㎝ 

33,000,000円(税込) 限定１点 

シルク絨毯が有名なクム地方。その中でもデザイン・色・織りが

秀逸といわれるジャムシディ工房で織られた大迫力の大型円

形絨毯。ドーム型の天井をイメージした豪華なデザインで、光

によって金色の光沢をもつ逸品です。 

 

↑折りたたみ自転車イメージ 

『円』は、「縁」「円満」「角がなく円くおさまる」といった 

意味を持ちます。この繊細な絨毯は、現地の職人 4名

が約 5年かけてつくりました。 
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株式会社三越伊勢丹

■本件に関するお問い合わせ
㈱三越伊勢丹MD統括部 マーケティンググループ MD計画部
広報・PR担当 TEL 03-3225-2474 FAX 03‐3225-3646

https://www.mistore.jp/m/christmas
◆会期：11月11日（水）～12月25日（金）（オンラインストアは開催中)

◆会場：三越伊勢丹オンラインストア・伊勢丹新宿店・日本橋三越本店・銀座三越

株式会社三越伊勢丹は12月25日(金)まで、三越伊勢丹のクリスマスキャンペーン 『MERRY FUTURE 

CHRISTMAS 2020』を開催します。日常が大きく変化した2020年。特別な日も「家で過ごす」ための商品

やサービスのニーズが高まることが予測される中、オンラインストア内のコンテンツ強化やデジタルサー

ビスの拡充を行ってまいります。またお客さまのサステナビリティへの関心の高さに応えるために、ギフ

トバッグやメッセージカードもサステナブルなアイテムとしてご用意しました。

家で過ごすからこそ、もっと特別にしたい

三越伊勢丹クリスマスキャンペーン

■布製ギフトバッグ(全3種）※店舗のみ
■サンタAR付きメッセージカード(全4種）

サステナブルに、ギフトの演出を

リユースできる、布製
の有料ギフトバッグ
(大: 330 円、中 220 円
小: 165 円 すべて税

込）は全3種をご用意。
また、星空をイメージ
したオーナメント型
メッセージカードは、
サトウキビ(非木材原
料)を使用したバガス
配合紙を採用し、環境
にも配慮したカードで
す。カードについてい
る2次元バーコードを
読み取り、特設サイト
にアクセスすると 3D 
サンタが AR でその場
に出現する仕掛けも。
※配布期間は11月11日
（水）～なくなり次第
終了

悩むのは、お家で

11月25日（水）より、伊勢丹新宿店では、三越
伊勢丹オンラインストアにて注文し店頭でス
ムーズに受取りができるサービス「クリック＆
コレクト」を実施いたします。日持ちのしない
食品など通常オンラインでは購入しにくい食品
アイテムもスマートに購入できます。
【受注期間】11月25日（水）～12月20日（日）
【お渡し場所】
伊勢丹新宿店本館地下2階特設カウンター

【お渡し日】12月24日（木）、25日（金）

定期宅配で、家も飾る

バイヤーおすすめの食材を定期宅配でお届けす
るサービス＜ISETAN DOOR＞。食品だけでなく
シーズンを彩る雑貨まで取り揃えます。
https://isetandoor.mistore.jp/sc/isetandoor_news

※内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。

『MERRY FUTURE CHRISTMAS 2020』
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リモートだから、会える人

報道関係資料
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株式会社三越伊勢丹

※内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。

『約3兆通り』のアバターで作るムービーメッセージカード

一足早くクリスマス気分を、日常に取り入れいて
いただけるよう、11月11日（水）よりリモート
通信用の背景画像（PC専用）をダウンロードい
ただけます。リモート会議や、オンライン飲み会
などご自由にお使いいただけます。
https://www.mistore.jp/shopping/feature/sho
ps_f3/christmas_sp#anc09
（上記で11月11日（水）10時より公開）

11月4日(水)からは、名曲「星に願いを」にのせておくるオリジナルムービーを公開します。また、
12月2日(水)からは、13種のパーツを自由に組み合わせられるパーソナルなアバター(約3兆通り)で、
メッセージムービーが作成でき、SNSなどを使ってシェアいただけます。オンラインパーティーの招
待状などにも自分らしさやユーモアを加えて送ることで、特別な演出としてお使いいただけます。

テレワークにも、クリスマスを

住所がわからなくてもギフトが贈れる「ソーシャル
ギフト」機能が人気の<ムードマークバイイセタン
>オンラインパーティーでは直接プレゼントを交換す
ることが難しいですが、パーティーの途中で、SNS
を使ってギフトを贈れば、その場の空気も一気に盛
り上がります。
URL： https://moodmark.mistore.jp/

オンラインパーティーでも、渡したい

11月14日(土)午前10時～
12月6日(日)午後11時59
分までに対象のクリスマ
スツリーをオンラインス
トアでご購入いただいた
ご希望のお客さま先着50
名さまに、サンタさんと
オンラインでビデオ通話
をお楽しみいただける
サービスを実施いたしま
す。
■対象：6歳以下のお子さ
まとその保護者さま
■実施日：12月12日(土）

https://www.isetan.mistore.jp/shinjuku/shops/baby_kids/t
oys/shopnews_list/shopnews017.html

本年リニューアルした三越伊勢丹オンラインストアでは、クリスマスを盛り上げる総合ページを設け、
三越伊勢丹のクリスマス情報を一堂にご紹介していきます。

2020年のクリスマスを家で特別に過ごすヒントがいっぱいの

三越伊勢丹オンラインストア

https://merryfuture2020.com ※ムービーメッセージカードは12月2日(水)午前10時よりご利用いただけます。

※詳細はHPをご覧ください

■本件に関するお問い合わせ
㈱三越伊勢丹MD統括部 マーケティンググループ MD計画部
広報・PR担当 TEL 03-3225-2474 FAX 03‐3225-364648
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2020 三越伊勢丹のお歳暮

株式会社 三越伊勢丹

人が人を思うかけがえのない気持ちを伝える、三越伊勢丹の冬の贈り物

三越のお歳暮

※価格は全て税込みです。

今年のお歳暮のテーマは「人が人を思うかけがえのない気持ち、変わらぬ気持ちを込めて、一年の終わりに三越伊勢丹の
贈り物を」。 日本各地の個性あふれるギフトや、文化・芸術への思いを込めたギフト、新たな贈り物のカタチなど、多彩なギ
フトをご提案いたします。

オンラインストアは、「三越のお歳暮」は10月13日(火)午前10時～1月15日(金)午前10時まで、「伊勢丹のお歳暮」は
10月16日(金)午前10時～1月15日(金)午前10時まで。オンラインストア限定商品は三越・伊勢丹ともに約100点を
ご用意しました。取扱い商品は約2,400品目、うち送料無料は約1,000点、その他は全国一律送料 通常便:330円、
特別配送便550円。

ギフトセンターは日本橋三越本店が11月3日(火・祝)から、伊勢丹新宿店が11月11日(水)から開設します。
感染拡大防止対策として、受付管理業務システム「エアウエイト」を導入し、順番待ちによる混雑を解消、ご注文カウンター
は隣の席との距離を十分に確保、全販売員がマスクを着用しカウンターごとにアクリル板を設置するなどを実施します。

三越では、「美味こそが元気の素」をテーマに、まだ会いに行けないあの人に贈りたい、三越が素材・製法・
人、三つのポイントから価値を見出した傑作選「三越の三ツ星」ギフトをご用意しました。なかなか帰れない
ふるさとの名産品をご紹介する「美味めぐり」ギフトなどをご用意しております。

〈ユーハイム・神戸のミートパイ〉
神戸牛のミートパイと安納芋のスイ
ートポテトパイ詰合せ 3,780円

伊勢丹のお歳暮
伊勢丹では、「Made in kindness 思いからおいしさは生まれる」をテーマに、ご自宅使いでも贈り物と
しても特別な時間を味わっていただける商品をご用意しました。

〈杜の館〉
窯蒸しチーズケーキ＆窯蒸し
フォンダンショコラ 3,240円

〈神宗〉×〈甚助〉
一番だしの本格にゅうめん
5,400円

〈信州 里の菓工房〉
信州伊那栗のモンブランバスク
チーズケーキ
3,240円

〈パティシエ エス コヤマ〉
es Frozen C3 4,320円

〈鎌倉ハム富岡商会〉
復刻布包みロースハム
5,400円

■本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ
株式会社 三越伊勢丹
MD統括部マーケティンググループ MD計画部 三越広報・PR担当
TEL.03-3274-8725  FAX.03-3241-5298

〈ジャック〉
モンブラン 4,968円

〈ぼうだい〉
露渋栗 3,240円
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三越伊勢丹限定コラボレーションギフト

※価格は全て税込みです。

三越伊勢丹は、日本が世界に誇る美術品を守り、未来へと受け継ぐコラボレーションとして、文化・芸術への思いが込められた日
本の美意識あふれる特別なギフトをご提案しています。所蔵作品をパッケージにあしらったコラボレーションギフトは、2016年中元
期より東京国立博物館、2019年中元期には京都、奈良、九州の国立博物館も加わり、ご紹介する作品も増えました。
2020年中元期からは、この取組に、東京国立近代美術館が新たに参加。明治期以降に生まれた芸術作品もご紹介できるよ
うになりますます人気が高まっています。

そしてこの歳暮期からは、このコラボレーションギフトの中でも、手軽に様々な用途にお使いいただけることで人気の高い「きもちギフト」に
環境に配慮した新しい包装形態をとり入れました。

■本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ
株式会社 三越伊勢丹
MD統括部マーケティンググループ MD計画部 三越広報・PR担当
TEL.03-3274-8725  FAX.03-3241-5298

東京国立近代美術館 限定ギフト
〈ロイスダール〉瑠璃鳥二羽と南天(雪中）
エクセレンスショコラ 5,400円

東京国立博物館 限定ギフト
〈サントリー〉市川鰕蔵の暫(碓井荒太郎貞
光)・五代目松本幸四郎の幡髄長兵衛
ザ・プレミアム・モルツダブルセット 3,300円

東京国立博物館 限定ギフト
〈久右衛門〉鯛最中のお吸い物
1,620円

東京国立博物館 限定ギフト
〈モロゾフ〉ファヤージュ 1,080円

東京国立博物館 限定ギフト
〈赤坂柿山〉赤坂あわせ 風神・雷神
2,160円

東京国立博物館 限定ギフト
〈錦松梅〉冨嶽三十六景 凱風快晴
会津塗容器入 3,300円
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【首都圏店舗のギフトセンター会期】（ギフトサロン会期含む）
<三越>
日本橋三越本店：11月３日(火・祝）～ 12月24日(木) 最終日午後6時終了 52日間(前年差－5日)
銀座三越 ：11月12日(木) ～ 12月17日(木)  最終日午後6時終了 36日間(前年差－8日)
恵比寿三越 ：11月４日(水) ～ 12月17日(木)  最終日午後7時終了 44日間(前年差－13日)
<伊勢丹>
伊勢丹新宿店 ：11月11日(水) ～ 12月14日(月)   34日間（前年差－13日）
伊勢丹立川店 ：11月４日(水) ～ 12月23日(水)  最終日午後5時終了 50日間（前年差＋2日）
伊勢丹浦和店 ：11月４日(水) ～ 12月23日(水)  最終日午後5時終了 50日間（前年差＋2日）

オンラインストア 「三越のお歳暮」「伊勢丹のお歳暮」
毎年、ご好評をいただいているオンラインストア限定ギフト三越・伊勢丹ともに約100点を含め約2,400点をご紹介
します。約1,000品目送料無料でご案内。

■期間
三越：10月13日(火)午前10時～ 2021年1月15日(金)午前10時 www.mitsukoshi.co.jp/seibo
伊勢丹：10月16日(金)午前10時～ 2021年1月15日(金)午前10時 www.isetan.co.jp/seibo

〈ID47〉×〈日本橋菓寮〉
日本の素材・タルトアソート 3,240円

ID47ギフト

■本件に関する報道関係の皆さまからのお問い合わせ
株式会社 三越伊勢丹
MD統括部マーケティンググループ MD計画部 三越広報・PR担当
TEL.03-3274-8725  FAX.03-3241-5298

〈ID47〉×〈王様堂本店〉
燻製おかき 3,240円

〈ID47〉×〈日本橋菓寮〉
ミルフィーユ詰合せ 3,240円

ＩＤ４７（アイディーヨンナナ）は４７都道府県の風土が生み出す個性あふれる素材に注目。全国の生産者が情熱を注いで作り
上げた素材を活かし、創意と工夫で新しい贈り物に仕上げました。

ライブコマース

●10月24日(土)
午後4時～ 東京のグルメ情報を発信しているハツさんをゲストにお迎え
して、三越限定の特別な商品をご紹介
午後5時～ 伊勢丹限定のこだわりの商品をご紹介

●11月14日(土)午後4時～
イラストレーターであり料理研究家の杏耶(アヤ)さんをゲストにお迎えして
美味めぐり・ＩＤ４７といった日本各地の味をご紹介いたします。

オンラインストア上でもリアル店舗のような百貨店ならではの「接客」を可能にするライブの動画配信を実施します。
お客さまとの双方向のコミュニケーションが可能で、店頭に行かなくても誰でもコメント質問することができ、疑問点をライブ配信中に
その場で解決できるデジタル上での対面購買体験を提供します。
バイヤーがこだわりぬいて企画した商品を、熱い思いをもって解説します。

※諸般の事情により、営業日、営業時間の変更、予定していたイベントなどが中止・変更となる場合がございます。
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                        ２０２０年１１月１３日 

 

 

 

 

 

 

 

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：竹谷 英樹）は，2020年 11月 19

日（木）から 12月 25 日（金）まで「GRAND <MARCHÉ> CHRISTMAS（グラン〈マルシェ〉クリスマ

ス）～おとぎの国のクリスマス～」を開催いたします。 

今年のクリスマスは“おとぎの国のクリスマス”をテーマに，全館で動物をあしらった賑わい

感溢れるプロモーションを展開し，おうちの中を素敵に彩るアイテムを揃えて，家族で楽しむク

リスマスをご提案してまいります。 

 １階ショーウィンドウや，３階正面入口では，動物たちが集う賑わいあるクリスマスを表現し，

通勤・通学で上大岡をご利用の方にもクリスマス気分を感じていただけるプロモーションを展

開します。また，７階リビングフロアでは，ツリー・オーナメントなどのインテリア雑貨から，

プレゼントにぴったりなギフトを取り揃えた【クリスマスマルシェ】を展開するなど，おうちの

中で過ごすクリスマスの準備をお手伝いするアイテムや家族に贈るギフトが全館で揃います。

巣ごもりのクリスマス，温もりと賑やかさ溢れる，家族で楽しむおうちクリスマスをご提案しま

す。 

 そのほか，「クリスマスエコキャップアート」を初開催。“ペットボトルキャップ”を回収し

て寄付し，世界の子どもたちにワクチンを届けることを目的に，“ペットボトルキャップ”を使

用したクリスマスモチーフの大きなドット絵をお客さまと一緒に制作し，ひとつの作品に仕上

げていく参加型環境イベントでクリスマスを盛り上げます。詳細は別紙のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

11月 19日（木）～12月 25日（金）今年のテーマは“おとぎの国のクリスマス” 

賑わい感溢れるプロモーションや，「クリスマスエコキャップアート」で彩ります！ 

報道関係者様お問合せ先 

 京急百貨店 〒233-8556 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 

 広報・ＣＳＲ部 巣立・小暮 TEL:045-848-7010（直通） 
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別  紙 

◆◆【グラン <マルシェ> クリスマス】～おとぎの国のクリスマス～について◆◆ 

期  間：11月 19日（木）～12月 25日（金） 

場  所：京急百貨店 各売場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．“おとぎの国のクリスマス”をテーマに動物たちが集うプロモーションを展開 

１階ショーウィンドウや，３階正面入口など，店内各所にて，“おとぎの国”をテーマに，

動物たちが集う賑わいのあるクリスマスを表現し，通勤・通学で上大岡駅をご利用の方にも

クリスマス気分を感じていただけるプロモーションとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階ショーウィンドウ イメージ 

3 階入口 イメージ ３階正面入口 イメージ 
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２．“おうちで楽しむ”がテーマの期間限定クリスマスショップ 

（1）クリスマスマルシェ 

会  期：2020年 11月 19日（木）～12月 25日（金） 

※最終日 12月 25日（金）は当会場のみ 15：00に閉場いたします。 

場  所：７階リビングフロア【新・横浜家族の店】  

 

ツリーやオーナメント，リースなどクリスマスを楽しく彩るアイテムが大集合！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）クリスマスマーケット 

 会  期：11月 26日（木）～12月９日（水） 

 場  所：３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】 

   

お家でヨーロッパ気分を楽しめるくるみ割り人形やオー

ナメント，お香，ペーパーナプキンなどの雑貨が大集合

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【カメヤマキャンドル】 

ＬＥＤプチツリー各種 

（65×Ｈ115㎜、ボタン電池３コ付） 

各 770円（税込） 

（一例 左後方） 

【マンキッキ】 

デコレーションツリー 

2,750円（税込） 

※写真は一例です。 
ガラス製のＬＥＤツリーに 

かわいいプチサイズが新登場！ お部屋を彩るあたたかみのある 

クリスマスオーナメントが勢ぞろい 

※写真は一例です。 
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（3）クリスマスおもちゃマルシェ 

会  期：11月 26日（木）～12月 25日（金） 

 場  所：５階子ども服フロア【おもちゃ売場】 

 ※最終日 12月 25日（金）は当会場のみ 17：00に閉場いたします。 

 

お子さまはもちろん，大人も夢中になる“しかけ”が飛び出

す絵本や，木製知育玩具などクリスマスギフトにぴったりのア

イテムを期間限定でご用意いたします。 

 

 

 

（4）京急おもちゃグランプリ～人気投票決定戦～ 

会  期：11月 26日（木）～12月６日（日） 

 場  所：５階子ども服フロア【ハグ・クミ・パーク】 

 投票方法：５階子ども服フロア対象店舗にて税込 5,500円以上お買い上げの方に， 

      応募用紙を進呈します。 

 

 「おすすめの玩具 10選」から人気投票を開催！ 

 上位３位までの玩具に投票した人の中から抽選で対象玩具をプレゼントいたします。  

 

 

（5）クリスマス グルメフェア 

会  期：12月 17日（木）～12月 25日（金） 

 場  所：地下１階食品催事場 

 

家族や友人と過ごすクリスマスに華を添える 

クリスマスグルメ全 14店舗が集合！ 

   

  ＜そのほか出展店舗＞ 

  【東京都/資生堂パーラー】  

【東京都/バンカレッラジョイア】 

【東京都/肉匠 浅伊】 

【神奈川県/オリーブマーケット】 

【大阪府/パティスリージュイール】 

【宮城県/鼎が浦商店】【大分県/華鳥】 ほか，全 14店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまに読んであげたい 

楽しいクリスマス絵本 

 

北海道小樽市【なると屋】 

若鶏半身揚げ（１コ） 

981円（税込） 
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３．＜初開催＞「クリスマスエコキャップアート」 

資源の再生および，世界の子どもたちにワクチンを届けることを目的に，“ペットボトルキャ

ップ”を使用したクリスマスモチーフの大きなドット絵をお客さまと一緒に制作し，ひとつの

作品に仕上げていく参加型環境イベントを開催します。 

実施にあたっては，ペットボトルキャップの回収を行い，回収にご協力いただいた方は，作品

用に用意した色とりどりのキャップを使ってドット絵の制作にご参加いただけます。 

回収したペットボトルキャップは「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」に寄付され，回

収業者によってリサイクル資源として販売されたのち，その収益をＵＮＩＣＥＦと連携して，

ワクチンに変え，世界の子どもたちに届けられます。 

 

キ ャ ッ プ 回 収 期 間：11月 19日（木）～12月 20日（日） 

キ ャ ッ プ 回 収 場 所：３階 インフォメーション前 

キャップアートパネル展開期間：12月５日（土）～25日（金） 

制 作 工 程 参 加 可 能 日 程：12月５日（土），６日（日），12日（土），13日（日）， 

19日（土），20日（日） 

キャップアートパネル展開場所：京急百貨店・ウィング上大岡３階 連絡通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．お客さまのお問合せ先 

   京急百貨店  TEL. 045-848-1111（代表）  【受付時間 営業時間内】 

 

以  上 

 

ペットボトルキャップを使ってアートを制作 

左：制作デザインイメージ図一部 

右：キャップアート制作過程 
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                         ２０２０年９月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：竹谷 英樹）は，2020年 10 月 22

日（木）から 12月 25日（金）まで，店頭において【おせち料理】のご予約を承ります。あわせ

て『京急百貨店オンラインショッピング』では，2020年 10月８日（木）10：00から 12月 24日

（木）11：00までご予約を承ります。 

本年は家族のさまざまなシーンにあわせた，京急百貨店オリジナルのおせち６種類を含む全

125種類のおせちを販売いたします。京急百貨店オリジナルおせちは，人気の『三世代家族団ら

んおせち』『夫婦で楽しむおせち』に加え，伝統のおせちに世界三大珍味を含む洋食と本格中華

が一つになった『豪華和洋中おせち』や，北海道を満喫いただける『華やか北の味おせち』をご

用意いたします。また，京都の料亭【たん熊北店】と現代フランス料理ジャポニゼを提供する【オ

テル・ドゥ・ミクニ】，中国料理の名店【トゥーランドット臥龍居】のコラボおせちが初登場。

地元かながわのおせちでは【ラタトゥイユ】や【ブラッスリーピガール】といった地元レストラ

ンのおせちも登場し，お店の味をご自宅にいながらお召し上がりいただけます。 

そのほか，ご家族で一段ずつお楽しみいただける「個食おせち」や，単身世帯でもお楽しみい

ただける「少量おせち」，「遠方にお届け可能なおせち」など，さまざまなニーズに合わせて，

美味で寿ぐおせちをお届けいたします。 

詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

京急百貨店オリジナルおせちやコラボおせちなど，全 125種類を販売！ 

報道関係者様お問合せ先 

 京急百貨店 〒233-8556 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 

 広報・ＣＳＲ部 巣立・小暮 TEL:045-848-7010（直通） 
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別  紙 

◆◆◆京急百貨店 おせち料理 ２０２１◆◆◆ 

 

１． 店頭での受付 

日 時：2020年 10月 22日（木）～12月 25日（金） 

受 付 場 所：地下１階食品フロアおせち料理ご予約カウンター（食品催事場前） 

店頭お渡し：2020年 12月 31日（木）10：00～17：00 ７階催事場 

ご配送お届け：商品により，12月 30日（水）か 31日（木）のどちらかに 

指定させていただきます。 

 

２． インターネットでの受付『京急百貨店オンラインショッピング』 

日 時：2020年 10月８日（木）10：00～12月 24日（木）11：00 

店頭お渡し：2020年 12月 31日（木）10：00～17：00 

ご配送お届け：商品により，12月 30日（水）か 31日（木）のどちらかに 

指定させていただきます。 

ＷＥＢサイト：https://kichijitsuya.jp/（京急百貨店オンラインショッピング） 

特 典：インターネットでご注文の場合は，配送料無料となります。 

       オンラインショッピング限定おせちのお取扱いもございます。 

 

３． 京急百貨店オリジナルおせち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三世代家族団らんおせち 

【和洋中おせち 三段重】 

縦 21.0×横 31.0×高さ 5.3㎝×３段 

29,700円（税込） 

夫婦で楽しむおせち 

【和洋おせち 二段重】 

縦 21.5×横 21.5×高さ 5.3㎝×２段 

19,440円（税込） 

華やか北の味おせち 

【和洋中おせち 一段】 

縦 28.5×横 41.4×高さ 6.5㎝×１段 

21,600円（税込） 

豪華和洋中おせち 

【和洋中おせち 三段重】 

縦 22.7×横 22.7×高さ 5.5㎝×３段 

29,700円（税込） 
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４． コラボレーションおせち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． それぞれ一段ずつ個食でご用意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 料亭・銘店の少量おせち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『たん熊北店×オテル・ドゥ・ミクニ× 

トゥーランドット臥龍居』 

【たん熊北店】 

昭和３年創業。式の風趣を凝らし，真心の伝統を受け継い

だ老舗京料理。 

【オテル・ドゥ・ミクニ】 

オーナーシェフ三國清三が提案する，フランス料理のエス

プリと哲学を日本化し，表現した「ジャポニゼ」料理。 

【トゥーランドット臥龍居】 

オーナーシェフ脇田友詞氏が上海料理の伝統を軸に旬の

素材をふんだんに使ったからだにやさしい中国料理。 

【3巨匠おせち和洋中 三段重】 

縦 20.0×横 20.0×高さ 5.7㎝×３段 

39,960円（税込） 

 

わらびの里 

【和風料亭おせち個食（二折）】 

縦 16.6×横 16.6×高さ 5.0㎝×２段 

12,960円（税込） 

京都 下鴨茶寮 

【和風おせち 三客セット】 

縦 16.5×横 16.5×高さ 5.3㎝×３客 

20,520円（税込） 

金沢 金城樓 

【和風おせち 一段】 

縦 17.0×横 17.0×高さ 4.0㎝×１段 

10,800円（税込） 

金茶寮 

【八寸角 一段】 

縦 25.1×横 25.1×高さ 4.9㎝×１段 

16,200円（税込） 
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７． かながわの味おせち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８． 遠方にお届けできるおせち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． お客さまのお問い合わせ先 

  京急百貨店 TEL. 045-848-1111（代表） ［営業時間内］ 

以上 

葉山 日本料理 日影茶屋 

【和おせち 三段重】 

縦 20.0×横 20.0×高さ 6.5㎝×３段 

86,400円（税込） 

横浜 崎陽軒 

【和中おせち 二段重】（限定シウマイ・鮑のスープ付） 

縦 21.7×横 21.7×高さ 5.3㎝×２段 

28,800円（税込） 

京都 栄寿庵 

【和洋冷凍おせち 三段重】 

縦 19.5×横 19.5×高さ 5.5㎝×３段 

16,200円（税込） 

東京 正直屋 

【吉祥（そば付き】 

縦 15.8×横 15.8×高さ 4.8㎝×３段 

11,664円（税込） 

横浜関内 レストラン ラタトゥイユ 

【フレンチおせち 三段重】 

縦 20.0×横 20.0×高さ 6.0㎝×３段 

32,400円（税込） 

横浜野毛 産直キッチン ブラッスリーピガール横浜 

【和洋おせち 二段重】 

縦 19.5×横 19.5×高さ 5.0㎝×２段 

27,000円（税込） 

60



 

 

 

                         

                        ２０２０年１０月２３日 

 

 

 

 

 

 

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：竹谷 英樹）は，『2020 冬の贈

り物・お歳暮ギフト』を開設します。京急百貨店オンラインショッピングでは，2020年 10月 29

日（木）10：00から 12月 25日（金）17：00まで，店頭では，2020年 11月５日（木）から 12

月 25日（金）17：00まで承ります。 

今回のお歳暮ギフトは，京急百貨店が常に大切にしているテーマである“地域に根差した「伝

統の味」を贈る。”をブラッシュアップし，地元・かながわを中心に全国の味をお届けします。

『かながわグルメ』の注目は，鎌倉で創業 120 周年の【鎌倉ハム富岡商会】特集です。中でも，

神奈川県産豚肉を使用し，明治 43 年当時のレシピをもとに復刻した「120 周年記念セット」は

伝統の技が光る逸品です。また，前回のお歳暮ギフトから中国料理の老舗【萬珍樓】や洋菓子店

【鎌倉レ・ザンジュ】など新規 12 ブランドを追加しました。そのほか，おうち時間の増加や感

染対策で益々需要が高まる『少量・小分けパックギフト』では，新たに小鍋特集など，有名店の

本格的な味がご家庭でお手軽にお召し上がりいただけるギフトをご用意し，寒い季節ならでは

の，相手先への想いを込めることができるギフトをご提案します。また，オンラインショッピン

グご利用でのお得なサービスもご用意しております。 

なお，ギフトセンターの開設にあたりましては，ソーシャルディスタンスに配慮しながら，ゆ

っくりと展示見本をご覧いただけるスペースを確保し，カウンターでの飛沫感染対策に努めま

す。詳細は以下のとおりです。 

■■2020 冬の贈り物・お歳暮ギフト■■ 

【お歳暮ギフトセンター】 

日時：2020年 11月５日（木）～12月 25日（金） 

   ※最終日は 17：00にて閉場いたします。 

場所：７階催事場 

   取扱いアイテム数：約 1,200点 

【京急百貨店オンラインショッピング】 

日時：10月 29日（木）10：00～12月 25日（金）17：00 

特典：期間中，約 700商品が全国配送料無料 

   

 

 

 

 

 

 

『お歳暮ギフト』カタログ表紙 

報道関係者様お問合せ先 

 京急百貨店 〒233-8556 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 

 広報・ＣＳＲ部 巣立・小暮 TEL:045-848-7010（直通） 
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別  紙 

◆◆◆2020 冬の贈り物・お歳暮ギフト◆◆◆ 

１．地域に根差した「伝統の味」を贈る。『かながわグルメ』 

■創業 120年，鎌倉ハムの伝統を受け継ぐ【鎌倉ハム富岡商会】 

鎌倉の地で磨かれた職人の技と心が 1世紀の時を超えて守り続けられるハムづくり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鎌倉ハム富岡商会】 

120周年記念セット復刻ハム詰合せ 

10,800円（税込） 

日本における西洋の食文化は，明治初期に始まりました。英国人ウィリアム・カーティスより日本人と

して初めてハムの製法を学んだ一人が，【鎌倉ハム富岡商会】の創業者である富岡周蔵です。人から人

へと受け継がれてきた確かな技術とスピリットのもとでつくられた製品は多方面から高い評価を受け， 

明治 33年の創業以来，今もなお，鎌倉の地でこだわりの味を作り続けています。 

【鎌倉ハム富岡商会】 

伝統の布巻き２本詰め 

10,800円（税込） 

神奈川県産豚肉を使用し，明治 43年の「備忘録」 

に記された当時のレシピをもとに，ブランデー入り

（アルコール分加熱処理済）の調味液にしっかり 

漬け込みました。 

職人の手によって布と糸をしっかりと一本ずつ 

丁寧に巻いていき，約２週間という時間をかけて， 

じっくり仕上げた伝統製法のハムです。 

※写真はイメージです。 

「備忘録」明治 43 年 
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■お歳暮ギフト≪新登場≫の『かながわグルメ』 

120余年進化し続ける中国料理をお届けする萬珍樓が新登場。こだわりの食材を磨き上げた 

調理法で中国広東料理に昇華しました。 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■好きに選んで組み合わせ自由！『かながわ個箱』 

お好みに合わせて２箱を自由に組み合わせてお選びいただけます。 

風呂敷にお包みして，先さまへお届けします。 

《組み合わせ一例（常温）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常温コースと冷蔵コースがございます。 

<京急オリジナル> 

かながわ個箱<常温２段> 

5,400円（税込） 

横浜中華 

≪新登場≫【萬珍樓】 

グルメセット 

10,001円（税込） 

<横濱ありあけ> 

横濱ハーバー冬の味くらべ 

 

<横濱銚子屋> 

あんみつセット 

鎌倉≪新登場≫ 

【鎌倉レ・ザンジュ】 

ウィンターギフト 

5,400円（税込） 

 

横浜≪新登場≫ 

【えの木てい】 

紅茶のギフト（中） 

4,320円（税込） 

 

横須賀≪新登場≫ 

【和菓子司いづみや】 

「一」～hajime～３本セット 

5,152円（税込） 
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２．京急百貨店がおすすめする「全国の味」 

■全国に名を馳せる銘菓をご家庭で 諸国銘菓『夢うらら』厳選 

 

 

 

 

 

 

 

■郷土で生まれた食の文化を食卓へ 諸国銘産『食膳の旅』厳選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．お好きなときに欲しい分だけ！『少量・小分けパックギフト』 

■あの有名店の本格的な味がご家庭でお手軽に。今回は７種の小鍋セットをご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道千歳市 

【もりもと】 

雪鶴 

4,741円（税込） 

広島県旭町 

【三國屋】 

焼のり 香味求真 

5,400円（税込） 

【たん熊北店】 

たん熊北店の小鍋詰合せ 柊 

7,560円（税込） 

【京・料亭わらびの里】 

料亭の彩り個鍋 

5,400円（税込） 
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４．お歳暮ギフトセンターのりかえキャンペーン 

会期中，７階催事場お歳暮ギフトセンターにて他社の印字されたギフト申込票のご持参で，

新規登録のうえ，お申込 10,000円（税込）以上で「お買物券 1,000円相当」をプレゼントしま

す。 

 

５．京急百貨店オンラインショッピング「吉日屋」のお得なキャンペーン 

 10月 24日（土）～12月 25日（金）の期間，京急百貨店オンラインショッピングサイトに

て，新規会員登録のうえ，期間中合計２万円（税込）以上お買上げのお客さまにもれなく，京

急プレミアポイント 1,000ポイントをプレゼントいたします。 

 ※京急プレミアポイントカードの登録が必要です。 

 ※ポイント付与は 2021年１月末頃を予定しております。 

 ※送料はお買上げ金額に含まれません。 

 

６．お客さまのお問い合わせ先 

京急百貨店 045-848-1111（代表）【受付時間 営業時間内】 

 

以  上 
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 ※表示価格には、消費税が含まれています。   

 

取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 本店 販売推進部(広報・PR担当) ０６－６６５５－７５２５ 

2020/11/16 

５    

あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

 

 

 

 

 

感染症拡大防止対策の一環として、あべのハルカス近鉄本店地下１階洋菓子売場では、クリスマス当

日やイヴにおける売場の混雑緩和に向けたクリスマスケーキ販売に取り組みます。行列の原因となるカ

ットケーキ梱包作業の待ち時間を少なくするため、約 10 ブランドの人気“カットケーキ”をセットにして予約 

受注し、クリスマスやイヴにお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レアチーズケーキやティラミスなどバラエティー豊富な人

気のパフェ６種類がセットに。 

＜ケーニヒスクローネ＞ 

クリスマスチョイスコレクション６個入 3,888 円【限定数 50】 

○1 いちごとレアチーズ○2 抹茶○3 モンブラン 

○4 マンゴーとココナッツ○5 ティラミス 

○6 チョコとラズベリー 各１個入 

【ご予約承り期間】12 月 13 日（日）まで 

 

カットケーキ販売の予約受注を初企画！ 

近年、「クリスマスは各々で好きな味を選びたい」という理由から、ホールケーキだけでなく“カットケー

キ”の需要が高まっています。その反面、店頭では受注からケーキ梱包作業に時間を要してしまいま

す。これを受け混雑緩和に向けた取り組みとして、ショートケーキやチョコケーキなどの“カットケーキ詰

合せ”を予約販売します。 

【ご予約承り期間】11 月 18 日（水）～ 

【お 渡 し 日 】12 月 23 日（水）～25 日（金） 

【お 渡 し 場所】ウイング館９階催会場 ※一部ショップでのお渡しブランドあり 

【展 開 ブランド】約 10 ブランド  

※セット内容の変更はできません。 ※ご予約はあべのハルカス近鉄本店店頭でのみ、各ショップで承り。 

本年は、クリスマスの混雑緩和対策として 

“カットケーキ販売の予約受注”を初企画！ 

毎年クリスマスシーズンに人気の小さなブッシュ・ド・ノエ

ルや、クリームブリュレをピスタチオクリームで包んだモン

ブランなどがセットに。 

＜アンテノール＞ 

カットケーキセット（４個入） 2,657 円【限定数 50】 

○1 フルーツのショートケーキ○2 ピスタチオ・モンブラン 

○3 おひげのサンタ○4 プティ・ブッシュ 各１個入 

【ご予約承り期間】12 月 20 日（日）まで 

※お渡しは各日 14：00 から。 
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2 

 ※表示価格には、消費税が含まれています。   

 

取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 本店 販売推進部(広報・PR担当) ０６－６６５５－７５２５ 

2020/11/16 

５    

あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苺とチョコレートのムースでサンタを、ピスタチオ

ムースでクリスマスツリーを、オレンジ風味のレ

アチーズムースでトナカイを表現したケーキが登

場。 

＜アンリ・シャルパンティエ＞ 

クリスマスケーキ３個セット 1,944円【限定数 30】 

○1 ブゥル・ドゥ・ノエル○2 サンタクロース・ツリー 

○3 赤鼻のルドルフ 各１個入 

【ご予約承り期間】12 月 20 日（日）まで 

 

百貨店ではあべのハルカス近鉄本店にしか出

店していない大阪・帝塚山にある洋菓子店「ポア

ール」からは、２種類の栗を使用した豪華なノエ

ルやツリーケーキのセットが登場。 

＜ポアール・アントレ＞クリスマスケーキ限定ケー

キ４種詰合せ 3,046 円【限定数 90】 

○1 サンタ・ベア○2 雪マルマ○3 ノエル○4 サン・ニコラ 

各１個入 

【ご予約承り期間】12 月 20 日（日）まで 

※お渡しは各日 12：00 から。 

 

ベルギー産チョコムースでカスタードクリームを包

み込んだミロワールショコラなどの人気商品や、

クリスマス限定を含めた本格ケーキ６点セット。 

＜ケントハウス＞クリスマスチョイスコレクション６個

入 3,888 円 【限定数 50】 

○1 クリスマスツリー○2 ミロワールショコラ○3 レアチー

ズ○4 ショコラフランボワーズ○5 モンブラン○6 サンタ 

各１個入 

【ご予約承り期間】12 月 15 日（火）まで 

 

トナカイを飾ったクリスマス限定ケーキや人気の

チョコレートケーキのセット。 

＜ヴィタメール＞ 

アソートケーキセット 2,571 円【限定数 30】 

○1 パルテール○2 ショコラ サンバ○3 レンヌ・ショコラ 

○4 フレーズ・ド・ヴィタメール 各 1 個入 

【ご予約承り期間】12 月 19 日（土）まで 

※お渡しは各日 14：00 から。 

 

1 2 

3 4 
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2020/09/30 

 

 

 

近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

 取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 本店 販売推進部（広報ＰＲ担当）06-6655-7525 
 

,800. 

 

 

 

 

 

近鉄百貨店は 2020 年お歳暮のご予約承りを 10 月 10 日（土）より開始します。 

本年はおうち時間を楽しむ方が増えていることを受け、自宅で特別感を楽しめるグルメとして近鉄限定

商品を提案します。また、近隣地域への配送需要の高まりを受け、近畿２府５県限定送料無料特集を新

設するほか、お礼など日常のプチギフトに対応した商品、小分けギフトなど多様化するニーズに対応する

約 1,700 点を取り揃えます。 

 本年のお中元商戦において大幅に売上を伸ばしたネットショップでは約 600点のネットショップ限定商品

を含む約 2,000 点を販売します。 

■承 り 期 間 10 月 10 日(土) ～ 12 月 25 日(金) 77 日間 

■対 象 店 舗 あべのハルカス近鉄本店、上本町店、東大阪店、奈良店、橿原店、生駒店、和歌山店 

草津店、四日市店 

※生駒店、草津店は期間が異なります。 

（生駒店：11月 11日（水）～12月 15日（火）、草津店：10月 21日(水)～12月 25日（金）） 

※和歌山店、四日市店はカタログが異なります。 

■カタログ掲載点数 約 1,700 点  ■ネットショップ掲載点数 約 2,000 点 

■売 上 目 標 前年超えを目指します 

■本年の特徴 ①バイヤーおすすめ近鉄限定商品  ②新企画：近畿２府５県送料無料特集  

③プチギフト需要に対応 ④取り分け不要な小分けギフト ⑤ネットショップの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄百貨店のお歳暮商戦 

10 月 10 日(土)より関西百貨店トップバッターで 

スタートします。 

 

 

綿実油、グレープシードオイル、オリーブオイルをブレンドし、お

肉には塩や胡椒、タイムで下味をつけ、じっくり低温で煮た合鴨の

コンフィです。このままはもちろん、皮面をこんがり焼いても美味

しく食べられる一品です。 

＜一湖房＞ 長期飼育 骨付き鴨のコンフィ 5,400 円 

（長期飼育 骨付き鴨のコンフィ１本入り×２） 

 

バイヤーおすすめ近鉄限定商品 

“ここでしか買えない特別感”で人気の近鉄限定商品 25 点を取り揃えます。おうち時間を彩る見

た目も楽しいキューブ型スイーツや、旨みたっぷりな合鴨肉のコンフィなどをバイヤーが自信をも

っておすすめします。 

キューブ状の形状が見た目にも楽しいモチスイーツです。外側から

もち、餡、生クリームの三層構造で、餡の部分は「あずき」、「珈琲」、

「抹茶」、「生チョコ」に加え、爽やかなチーズの風味が特徴の近鉄

限定フレーバー「レアチーズ」の５つの味が楽しめます。 

＜宝月堂＞ ＭＯＣＨＩ cube 15 個入り 5,400 円 

（レアチーズ３個、生チョコ３個、小豆３個、抹茶３個、珈琲３個） 
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近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

 取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 本店 販売推進部（広報ＰＲ担当）06-6655-7525 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年は近隣の方へのお歳暮ギフトも直接手渡すことを避け、配送で贈られる方が増えると見込

み、特に人気のビール、ハム、洋菓子など定番の品目から厳選した 20 点を近畿２府５県に限りお

歳暮期間中ずっと送料無料でお届けします。 

（※該当する府県は大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県、三重県です。） 

 

新企画：近畿２府５県送料無料おすすめギフト 

プチギフト需要に対応 

本店のお中元商戦にて、前年比約４割増と大幅に売上を伸ばしたネットショップでは約 600

点のネットショップ限定商品を含む約 2,000 点を販売します。 

取り分け不要な小分けギフトの強化 

お歳暮だけではなく、お礼や日常的なプチギ

フトへの需要に対応するため、1,000 円（税抜）

から 1,800 円（税抜）までのこれまでのお歳暮

カタログでは取り扱いの少なかった価格帯の

ギフト 24 点を特集します。 

取り分け不要で衛生的な食べきりサイズの

小分けギフトを強化し、３点の初登場を含む

28 点を取り揃えます。 

＜いたに萬幸

堂＞  ６種せ

んべい詰合せ 

1,944 円 

＜北海道北見 

丸喜＞ 

※初登場  

北海道恵の小

分けグラタン  

5,400 円 

 

●早期受注（※）で全国マークの 700 点が全国送料無料 

●早期受注終了後も全国マークの 700 点が全国一律送料 330 円（税込） 

●新規登録者を含むネットショップ会員全員にお歳暮商品ご注文に使

える 500 円 WEB クーポンを進呈（5,000 円以上のお買い上げで利用可能） 

●次回ネットショップで利用できる 300 円 WEB クーポンを進呈 

（3,000 円（税抜）以上のお買い上げで利用可能） 

●対象商品をお買い上げの方の中から抽選で 30 名様に、「近鉄 旬の美

味フリーチョイスギフト」を進呈  

※早期受注（10 月 10 日（土）～11 月 18 日（水））、全国マークの商品を一勘定

１万円（税抜）以上お買い上げ、11 月下旬のお届けに限る） 

 

＜花山うどん＞ 

三種のつゆで味わう三冬麺 

3,240 円 

 

でお願いします。 

ネットショップ限定特典 ネットショップ限定商品 

＜アサヒ＞アサヒビール４

種セット 5,500 円 

＜伊藤ハム＞神戸倶楽部詰

合せ 5,400 円 

＜レスポワール＞Ｌコレク

ション 3,240 円 

ネットショップの強化 
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 近鉄百貨店は、９月 18 日（金）より、各店で 2021 年のおせちの予約承りを開始します。 

 今年は旅行や帰省を控え、自宅で特別感のあるお正月を過ごしたいと考える方が増えると見込み、明

るく新年を迎えられるよう、近鉄百貨店でしか買えない限定おせちや贅沢な気分を味わえるオードブルを

提案します。 

また厚生労働省から発表された『新しい生活様式』の実践例に挙げられている『大皿は避けて、料理は

個々に』を参考に、需要の高まりが見込まれる個食や食べきりサイズの少人数おせちの商品数を増やし、

充実させるほか、お得に配送ができる送料込み商品や帰省ができない遠方の実家への贈り物としても使

える広域配送おせちなど配送対応も強化します。 

 近鉄百貨店ネットショップではネットショップ限定商品、限定サービスを準備し、店頭予約に先がけ９月

17 日（木）より予約承りを開始します。 

 

 

【ご予約承り期間】９月 18 日（金）～12 月 25 日（金）  

              ※一部店舗、商品により異なる場合があります。※ネットショップは９月 17 日（木）から 

【対 象 店 舗 】 あべのハルカス近鉄本店、上本町店、東大阪店、奈良店、橿原店、生駒店、和歌山店、

草津店、四日市店 

【全店共通カタログ掲載点数】420 点（前年並み） 

【中心価格帯 】15,000 円～20,000 円（税別） 

【本年の特徴等】 

・売上シェアの約 4 分の 1 を占める近鉄百貨店オリジナルおせちを強化します。（商品数前年比４点増） 

・おうちで過ごすお正月を華やかに彩るオードブルを強化します。 （商品数前年比４点増、初登場３ブラ

ンド） 

・個食、少人数おせちを強化します。（商品数前年比 12 点増） 

・送料込みおせち、広域おせちを強化します。（商品数前年比９点増） 

 

〇近鉄特急「ひのとり」おせち ２人用、六重折（和・洋）27,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 近鉄百貨店のおせち 

９月 18 日（金）より店頭予約承りを開始します。 

 

＜近鉄オリジナルのおせち＞ 

３月に運行を開始した新型名阪特急「ひのとり」を

モチーフにしたおせちです。 

☆深い艶感のあるメタリックレッドの外観が特徴の新型

名阪特急「ひのとり」を再現しました。 

☆寿栗きんとん、有頭海老などおめでたいおせち由来の

伝統料理とローストビーフ、合鴨テリーヌなど洋風オー

ドブル料理、それぞれの味を存分にお楽しみいただける

和洋おせちです。 

 

2021 年 近鉄のおせち予約承り概要 

近 鉄 限 定 
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取材等お問い合せ：株式会社近鉄百貨店 本店 販売推進部（広報 PR） 06-6655-7525 

〇オテル・ドゥ・ミクニ三國シェフ監修「近鉄オリジナルおせち」  

２～３人用、一重折（洋風）29,160 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おせち以外にも、年末年始のお祝いの席で楽しくお召し上がりいただけるよう、初登場５点を含む 25点の

オードブルを取り揃えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オテル・ドゥ・ミクニ三國シェフと三重県素材監修の伊

勢志摩観光ホテル樋口シェフとのスペシャルコラボお

せちです。 

☆日本の伝統をフランス料理で表現しました。 

☆三國シェフの故郷北海道産の食材と樋口シェフの担

当する三重県産の食材にこだわった料理を詰めました。 

（一例） 

北海道・・・北海道産ツブ貝燻製バジル風味 

三重県・・・伊賀牛ローストビーフ ビーンズデミグラスソース煮添え  

伊勢海老のテルミドール、牛蒡の白ワイン添え  

 

 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

＜オードブル＞ 

＜kitchen,bar,1982  Papa Hemingway＞  

２～３人用、二重折（フレンチ風） 19,440 円 

1982 年より北新地にて店を構える、フレンチ熟練のシェフによるオ

ードブルが初登場します。 

ローストビーフ、エビなどオーソドックスながら一品一品丁寧に仕

上げられたフレンチベースの創作オードブルです。 

日本のさらだ  いとはん  「贅と雅いとはんの迎春セット」 

３～４人用、オードブル（和風） 17,172 円 

ホワイトアスパラガスの山椒黄身酢仕立てクコの実添え、あんぽ柿

とピーカンナッツの白和えなど、和の酒肴が楽しめる「贅宝セット」

と、丹波黒黒豆や焼き海老などが詰まった「福雅」のセットです。 

 

＜個食・少人数おせち＞ 

近鉄オリジナルおせち 

１～２人用、一重折（和・洋） 

10,800 円 

 

＜花紀行＞ 

個食おせち  

１人用×２セット（和風）

10,800 円 

 

三國清三氏 

1954 年北海道増毛町生まれ。1985 年東京・四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニをオープン。2015 年フランス共和国よりレジ
オン・ドヌール勲章シュヴァリエを日本人の料理人として初めて受勲。現在、子どもの食育活動や、江戸東京野菜の普及
活動なども進めている。 

樋口宏江氏 

2014 年 都ホテルズ＆リゾーツ初の女性総料理長として、志摩観光ホテル「クラシック」「ベイスイート」両館を統括する、
総料理長に就任。2016 年 「G7 伊勢志摩サミット 2016」ワーキング・ディナーを担当し、2017 年農林水産省料理人顕彰

制度「料理マスターズ」にて女性初の「ブロンズ賞」を受賞。 

 

近 鉄 限 定 

初 登 場 

初 登 場 

近 鉄 限 定 
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近鉄百貨店ネットショップでは、９月 17 日（木）より 2021 年おせちの予約を開始します。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020 年中元商戦では売上を大幅に伸ばしており、おせ

ちの販売においても需要が高まると予想されます。 

 17 点のネットショップ限定おせちを含む過去最多となる 430 点の商品を用意するほか、ネットショ

ップ限定サービスを実施します。 

【ご予約承り期間】９月 17 日（木）10：00～12 月 24 日（木）18：00 

【ネットショップ掲載点数】430 点（前年比約 10 点増） 

【ネットショップ限定商品数】17 点（前年比４点増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初登場！ 

ネットショップ限定サービス 

・商品価格 21,600 円（税込）以上の商品をネットショップでお申し込みの場合、期間中ずっ

と送料 330 円（税込）でお届け ※送料込み商品は除く 

・ネットショップのおせち特集ページ掲載商品を合計 21,600 円（税込）以上お買い上げで、

その場で使える 1,000 円クーポンを進呈 

 

＜広域配送・送料込みおせち＞ 

ネットショップ予約承り概要 

婦人画報の
おせち  

２～３人用、
一重折（和風） 
18,360 円 

※荷具・送料
込み 
 

日本の極み 
五万石本店特
選おせち 

４人 用、 三 重 折 
「八角」（和風） 
33,480 円 

※荷具・送料
込み 
 

 

京料理  
下鴨茶寮 
日本酒バル 

「のまえ」
（ 冷 凍 お せ ち ）
２人用、酒肴

おせち
一重 折（ 和風 ） 
20,574 円 

※荷具・送料
込み 
 

＜奥城崎シーサイドホテル＞ 

和洋おせち二段重（冷凍おせち） 

２人用、二重折（和・洋） 

11,880 円 ※荷具・送料込み 

海老艶焼など海の幸を使った伝統的な和食

のほか、贅沢な洋風料理を詰めました。 

＜竹若＞海鮮おせち三段重（冷凍おせち） 

３～４人用、三重折（和風） 

24,200 円 ※荷具・送料込み 

海鮮の食材をメインに、彩り良く全 50 品

目を詰め合わせた、ボリューム感あふれる

おせちです。 

送料込みおせち 送料込みおせち 広域配送おせち 

初 登 場 

ネットショップ 
限定 

ネットショップ 
限定 

初 登 場 
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                                          2020 年 9 月 

2020 Takashimaya ＜関東各店＞ 

Christmas Cake 
髙島屋オンラインストア   ９月 25日（金）午前 10時からご予約承りスタート 

※カタログ掲載品は、10 月 2 日（金）午前 10 時からご予約承りスタート 

髙島屋各店         10月 7日（水）からご予約承りスタート 

※関東店舗：日本橋、新宿、玉川、立川、横浜、大宮、柏、高崎店、タカシマヤフードメゾンおおたかの森店  

 

髙島屋では、2020年のクリスマスケーキのご予約を9 月 25 日（金） 

からオンラインストア、10月 7日（水）から関東各店の店頭で 

承ります。今年は、コロナ禍の影響によって、ご自宅でご家族や 

ご友人、恋人と、少人数でクリスマスを過ごす方が増えることが 

予測されることから、これまで以上にお家で楽しめる、華やかで見

た目の可愛いケーキを取り揃えました。 

さらに本年は環境配慮の観点から、プラスチックのオーナメントを

使わず、食べられるデコレーションのプレートや装飾を使用した

「サステナビリティを意識したクリスマスケーキ」を新提案致しま

す。また、ご自宅に配送できるケーキ（冷凍ケーキ）の種類を例年よりも増やして利便性を高める他、年々人気の

高まっている、クリスマスの日までのカウントダウンを楽しむためのアドベントカレンダーやシュトーレン、お家

で“自分で作る”楽しさのあるヘクセンハウスも提案致します。 

髙島屋オンラインストアでのご予約承り 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/christmas/ 

 

■9月 25日（金）午前 10時から 12月 20日（日）午前 10時まで 

※カタログ掲載品は、10月 2日（金）午前 10時から 12月 15日（火）午前 10時まで 

 ■店頭お渡し日：12月 24日（木）・25日（金） ※一部、商品によりお渡し日が左記と異なります 

 ■お渡し場所  : 日本橋、新宿、玉川、立川、横浜、大宮、柏、高崎店および 

タカシマヤフードメゾンおおたかの森店 の中から、ご注文時にお選びいただいた店舗の特設会場 

各店でのご予約承り（クリスマスケーキご予約承りコーナー 又は 各店フリーダイヤル） 

■10月 7日（水）から 12月 16日（水）まで  ※配送商品のご予約承りは 12月 15日（火）まで 

 ■店頭お渡し日：12月 24日（木）・25日（金） ※商品によって異なります 

 ■お渡し場所 ：ご注文いただいた店舗の特設会場 
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2020 髙島屋のクリスマスケーキの品揃えポイント 

① サステナビリティを意識し、環境に配慮したケーキの新提案（全 53 種類） 

従来プラスチック材などで作られていたケーキの飾りを、食べられるもの（チョコレート等）に 

置き換えました。※関東各店版「クリスマスケーキカタログ」に掲載している、お持ち帰り用ケーキ全 61

種類のうち、53種類が該当。 

 

② ご自宅に配送できるケーキ（冷凍ケーキ）を強化 

本年はクリスマスを“お家で楽しむ”方が増えると予測し、ご自宅に配送のできるクリスマスケーキ 

（冷凍ケーキ）を昨年よりも多く取り揃えました。 

 

③ クリスマス当日までのワクワク感を盛り上げる、シュトーレンやヘクセンハウスを充実 

クリスマス当日までのカウントダウンと共に楽しむシュトーレン、“自分で作る”楽しさがあり、幼い頃憧

れだった“お菓子の家”を組み立てるヘクセンハウスもご提案致します。 

 

  

＜販売予定のケーキ（一例）＞ 

※以下の商品は全て、「店頭」と「髙島屋オンラインストア」でご予約いただけます。 

 

髙島屋クリスマスケーキ初登場ブランド 

 

髙島屋限定  

[パティスリー ショコラトリー ル マグノリア] 

ジャルダン ノエル（約 8.5×18×高さ 5㎝） 

5,501円（税込） 

クリスマスの庭とキャンドルの灯りをイメージした、 

かわいらしいケーキ。ピスタチオとフランボワーズの 

ムースリーヌや、ピスタチオのビスキュイ、シャンティなど、彩り華や

かな組み合わせをお楽しみください。 

 

 

[INFINI depuis 2020] 

Ｐａｒｆｕｍ（パルファン）（直径約 14㎝） 

4,860円（税込） 

「土佐ベルガモット」を使ったスペシャリテをクリスマス仕様にアレ

ンジ。中に閉じ込めた苺のゼリー寄せやジャスミンとバラのブリュレ

が華やかに香り、滑らかに口溶けます。 
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“サステナビリティ”を意識し、環境に配慮したケーキ 

環境に配慮し、“サステナビリティ”を意識したクリスマスケーキを新たに提案。クリスマスメッセージや 

サンタクロース、クリスマスリース等、これまでプラスチック材等で作っていた飾りを、チョコレート等に 

置き換えて食べられるようにしました（全 53種類）。 

 

 

髙島屋限定  

[パティスリー ノリエット]パニエ（直径約 15㎝） 

5,500円（税込） 

タルト生地に５つのフルーツをかたどったケーキをのせました。 

まるでフルーツバスケットのような華やかな仕上がりに。クリスマス

のテーブルを華やかに彩ります。 

 

 

 

髙島屋限定  

[パティスリー ラヴィアンレーヴ] 

クーロンヌ・ドゥ・ノエル（直径約 15㎝） 

5,400円（税込） 

賑やかなクリスマスリースをイメージしたケーキ。 

ピスタチオのコク、グリオットチェリーのまろやかな酸味、ショコラ

が重なり、サクサクとしたタルト生地が軽快なアクセントに。 

 

 

髙島屋限定  

[クリオロ] 

ショコラ・ピスターシュ（直径約 15㎝） 

5,400円（税込） 

コクのあるピスタチオ、華やかな酸味のチェリー、濃厚で滑らかなチ

ョコレートの三重奏。そして口溶けの良いクリームやプラリネのザク

ザク感など、いろいろな味わいを楽しめます。 

 

 

 

髙島屋限定  

[レタンプリュス] 

レ・ドゥー（直径約 15㎝） 

5,940円（税込） 

苺のムースにフランボワーズのジュレをきかせた赤系のケーキ。 

ピスタチオのムースにチェリーやショコラをアクセントにした緑系の

ケーキ。ひとつのケーキで 2つの味わいを楽しめます。 
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髙島屋限定  

[レクレール・ドゥ・ジェニ] 

ノエル ピスターシュ（直径約 14.5㎝） 

5,400円（税込） 

ピスタチオグリーンに白と赤のデコレーションが映える、クリスマ

スカラーのケーキ。ピスタチオの香ばしさ、アーモンドのコク、 

フランボワーズなどの酸味。素材の風味が口の中でひとつに重なり

ます。 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

[カカオ サンパカ] 

Ｂｏｎ Ｎａｄａｌ(ボンナダル)（直径約 12㎝） 

12,960 円（税込） 

真っ赤なハートを付けたチョコレートのベアが可愛らしいクリスマス 

ケーキ。 

カカオ分 70％、ダークチョコレートの芳醇な香りが広がるチョコレー

トムースを、グラサージュで艶やかな仕上りに。 

 

 

 

 

髙島屋限定  

[オーボンヴュータン] 

Cloche d’espoir(クロッシュ デスポワール) 

（直径約 17㎝､高さ 22㎝） 

6,993円（税込） 

※直径はいちばん太い部分です。 

明るい未来への夢をケーキに託しました。その名も「クロッシュ デ

スポワール（希望の鐘）」。中にはチョコレートムースで包んだ、 

ポワレしたバナナやパイナップル等がぎっしり入っています。 
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シェアも、ひとりじめも楽しいミニサイズのケーキ 

※左手前から時計まわりに 

 

[ヴィタメール] 

ショコラサンバ（直径約 10.5㎝） 2,808円（税込） 

 

［ヴィタメール］ 

ノエル・ルージュ（直径約 10.5㎝）3,024円（税込） 

 

［パティスリー レザネフォール］ 髙島屋限定 

ガトーシャンティフレーズ （約 11×11×高さ 5㎝） 

2,700円（税込） 

 

［マ・プリエール］ 

ノエル プレリー（約 4.3×16×高さ 5㎝）2,970円（税込） 

 

配送クリスマスケーキ（一例）～ご来店不要、ご自宅までお届け致します～ 

■店頭でのご予約承り期間：10月 7日（水）から 12月 15日（火）まで 

■髙島屋オンラインストアでのご予約承り期間： 9月 25日（金）午前 10時～12月 20日（日）午前 10時まで 

※カタログ掲載品は 10月 2日（金）午前 10時から 12月 15日（火）午前 10時まで 

■お届け日：12月 22日（火）・23日（水）・24日（木）からご指定いただけます（カタログ掲載品） 

カタログ掲載品以外の配送クリスマスケーキは、上記の 3 日間以外の日でもご指定いただけるものもございます 

（詳しくはＷＥＢサイトをご覧ください） 

※冷凍便にてお届け致します（一部、冷蔵品もございます） 

 

 

[メゾン ショーダン]  

ペールノエル（約 7.5×17×高さ 5㎝） 

6,480円(税込・送料込) 

フランボワーズガナッシュとショコラのスポンジ生地のハーモニー

を楽しむショコラ専門店の自信作。 

フランボワーズジャムがアクセントに。 

 

 

[ラデュレ]ローズ ド ノエル（直径約 13㎝） 

8,910円（税込・送料込） 

雪の結晶と貴婦人のカメオを飾った美しいケーキ。 

マカロン生地に甘酸っぱいフランボワーズのソース、ローズが香る

クリームを重ねました。 
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クリスマスギフト（チョコレート菓子） 

 

 

[ベルアメール]ノエルパレショコラ（5枚） 

1,836円（税込） 

こだわりの素材を使って、1枚ずつ職人が手作りしている 

美しい板チョコレート。クリスマス限定の 5種類を 1箱に。 

 

 

 

ヘクセンハウス ～年々人気が高まっている、自分で組み立てて作る、「お菓子の家」 

 

 

[ソースマジック]ヘクセンハウスキット 

（完成サイズは直径約 13.5㎝×高さ 14㎝） 

3,132円（税込） 

※お届け期間：12月１日から 12月 25日まで 

 

国産小麦や平飼い卵など、こだわりの原材料を使用。 

ご自身でアイシングをしながら組み立てるのが楽しい「お菓子の家」。 

 

 

 

[パティスリー ヤナギムラ] 

みんなで作ろうヘキセンハウス 

（完成サイズ約 12×12×高さ 11㎝） 

3,996円（税込） 

※お届け期間：12月 16日から 12月 25日まで 

 

ドイツの伝統的なお菓子の家「ヘキセンハウス」をご家庭で作れるキット。 

クリスマス気分を盛りあげてくれます。 

 

 

 

※いずれも品数に限りがございます。 

※このプレスリリースに載っているケーキは、全て、関東各店版「クリスマスケーキカタログ」掲載商品です。 

                                               

以 上 
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髙島屋限定 

 

 

 

2020年9月 

2020 年 髙島屋のお歳暮 
 

髙島屋オンラインストア：10月9日（金） 午前 10時よりスタート 

髙島屋各店舗 （関東）：10月28 日（水）より順次「ばらのギフトセンター」スタート 

 

 

お歳暮は、日頃からお世話になっている方へ1年の締めくくりとして、お礼の

気持ちをあらわす贈り物。近年は、この時期ならではの限定品や、今だけ・ 

ここだけの美味しいグルメが一堂に集まるイベントとしても捉え、ご自宅用 

ニーズやカジュアルギフトとして楽しまれる方も増えています。 

 

そうした中、髙島屋では、素材も製法も吟味を重ねて技を極めたギフト【至高

の美味】、名店の逸品を髙島屋だけの特別なギフトにした【名店とともに】、 

既成にとらわれることなく他にはない美味に挑戦したギフト【挑む】、 

といった特集をはじめ、“美事（みごと）を贈る”という普遍テーマのもと、 

こだわりぬいたお歳暮ギフトをご提案してまいります。 

 

また本年は“新しい生活様式”の広がりとともに、ライフスタイルや価値観の

変化を反映し、ご自宅で手軽に名店の味を味わえる“レストラン気分ギフト”

や、“おうちで楽しむ物産展”をテーマにした髙島屋の「北海道展」「九州展」

「東北展」の人気ギフトを特集いたします。また「髙島屋オンラインストア」では、お歳暮カタログ掲載品は 

もちろん、オンライン限定品や“旅行気分で贅沢グルメ”、“テレワークのおとも”などをテーマとしたギフトを

ご提案してまいります。 

 

 特徴商品の一例  ※価格は消費税を含む総額で表示しています。写真は調理・盛り付けの一例です。 

【至高の美味】 和洋が出会い生まれたソースが魚の旨みと香りを 

引き立てる“和フレンチ” 

 ＜ラ・トルチュ de タテルヨシノ＞  和フレンチ 魚のポワレ ・・・5,400円 

 

26年に及ぶパリでのキャリアの中で、鰹節や醤油などの和素材を使い、 

サプライズを引き起こしてきた𠮷野シェフだからこその“和フレンチ”

が登場。真鯛、鰤、銀鮭に合わせたソースは、フレンチで用いる素材

のクリームチーズ、白ワイン、オリーブオイル、ディルに、西京みそ、 

醤油、みりんなどの和の調味料を合わせたもの。 

𠮷野シェフが「これは世界に通じる味」と胸を張る一品が誕生しまし

た。また、あえてご家庭のフライパンで“ひと手間”を加えて、ポワ

レ（焼き上げ）していただくことで、出来立てのレストラングルメの

味わいをご家庭でお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

※写真は魚のポワレ（真鯛）の調理・盛り付けの一例です。野菜などは含まれません。 
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髙島屋限定 【至高の美味】 至極まろやかな味わい、国産バルサミコ酢。 

＜アサヤビネガー＞ 国産バルサミコ酢（10年熟成） 10,800円 

 

シャインマスカット、ピオーネ、巨峰など、山梨県産のぶどう20種以上

使用。イタリア・モデナから取り寄せた7種の木樽で10年熟成し、 

一瓶に約20kgのぶどうが凝縮された国産バルサミコ酢。 

親子2代で60年以上にわたり培った醸造技術と、

10年の熟成が醸す日本の食文化に合う 

バルサミコ酢の追求が生み出した逸品。 

ふくよかな香り、黒蜜のような甘み、まろやかな

酸味は、シンプルにかけるだけで料理に華やかな

なアクセントをもたらします。 

 

 

 

【名店とともに】  

南フランスの代表的な料理「ブイヤベース」の進化形。 

＜メゾンミクニ＞  東京うこっけいとブイヤベース麺・・・16,200円 

 

東京うこっけいのガラなどを煮詰めたフォンブランと昆布や鰹のだしを 

合わせたサフランスープを合わせ、具材の身や殻から出る豊かな旨みで 

深みを出すところが三國流。 

黒い身と滋味深い味わいが特徴の東京うこっけいとその卵、伊勢海老や 

オマール海老などの海鮮素材、トリュフ入りのうどんを加えました。 

オテル・ドゥ・ミクニの、フランス伝統料理を完成度高く日本化する 

“ジャポニゼ”が、電子レンジで簡単にお召あがれるよう、１人前ずつの

個食パックにし、体も心も芯から温まる一皿をご家庭で簡単に楽しめるよ

う工夫を凝らしました。 

 

 

【名店とともに】 湖と大地。淡海の国の恵みを食べ比べ。 

＜滋賀・鮎家＞ 近江・淡海の国鍋・・・5,940円 

 

「近江を制するものは天下を制す」天下取りを志す武将たちのロマンに

満ちた滋賀の地に、店舗を構える「鮎家」。 

昆布巻で知られる名店が、次世代に受け継ぐ新たな美味をご堪能いただ

きたいと、滋賀の素材を厳選し、2つの鍋をご用意しました。 

脂のりが良く上品な味を誇る琵琶湖の固有種「琵琶マス」と、歯ごたえ

のある肉質とコクのある旨みを備える近江の地鶏「近江黒鶏」。 

それぞれの鍋には、琵琶マス入り・近江黒鶏入りのつみれ団子、九条ね

ぎ、そして国産小麦使用のうどんも入っています。 

どちらも素材の旨みを引き立てる相性の良いだしを使用。味わい深い鍋

が完成いたしました。 

（びわ湖水軍鍋１人前×2、近江武将鍋1人前×2） 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

 

※調理・盛り付けの一例です。イメージ写真は約2人前で盛り付けています。 
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【挑む】 元気に育った“走る豚” 

＜燻製工房 縁＞ 走る豚ベーコン・ハム・ソーセージセット・・・5,940円 

 

熊本県菊池市の「やまあい村」で放牧飼育。走って食べて元気に育った豚は 

身が締まって味が濃く、何より脂の甘み、旨み、口溶けが違います。 

その豚を地元の農家が農薬や肥料を使わずに育てた野菜で作った独自の 

ソミュール液に漬けこみ、添加物不使用でベーコン、ハム、ソーセージにし 

ました。新登場の昆布巻ロースハムは、昆布の旨みが染み出す味わいです。 

 

 

【挑む】  

25年前に誕生した、当時の製法技術を再現。  

さっくり軽い食感、幻の“ままやき”を復刻。 

            ＜赤坂柿山＞ ままやき・・・5,832円 

 

ひびの入り方ひとつでも食感が変わる、自然のままの生地を焼いたおかきの

製法は、25年前に誕生。大きく、生地自体に艶があり、さっくり軽いのが 

特徴ですが、製法は手間の連続です。 

特に杵つき後、型にはめずに手で丸めて薄く平らにのばすことや、時間をか

けてゆっくり乾燥されることで、さくさくの軽い食感が生まれます。 

富山県産新大正もち米の生地に、おぼろ昆布、白海老、黒糖と新しい味も加

わり、お歳暮ギフトにして復刻しました。 

 

 

 

 

【ご自宅用お歳暮カタログ】 「テイスティーデイズ」  

年々高まる、ご自宅用ニーズと、カジュアルギフト。 

 

 

近年はお歳暮を、この時期ならではの限定品や、今だけ・ここだけの  

美味しいグルメが一堂に集まるシーズンイベントとして、“ご自宅用ニーズ” 

や“カジュアルギフト”として楽しまれる方も増えています。 

 

そうした中、髙島屋では「テイスティーデイズ」（ご自宅用お歳暮カタログ） 

をご用意し、本年は新たなテーマとして “おうちで楽しむ物産展” 

をテーマに、髙島屋の「北海道展」「九州展」「東北展」の人気ギフトを 

特集しご提案いたします。 

 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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おうちで楽しむ物産展ギフト おうち de北海道展 
北海道に住む、髙島屋の北海道展バイヤーが実際に見て、食べて、唸った美味しさを取り揃えました。 

おいしさの宝庫、北海道の中でも飛び抜けた魅力を持つ「北のハイグレード食品」を集め、おうちで髙島屋の 

「北海道展」がお楽しみいただけます。 

 

＜肉の山本＞ 北海道産サフォークラム・・・ 6,156円 

生産量の少ない希少な北海道産サフォークラム。 

とてもやわらかく、甘い脂身が特徴です。 

臭みやクセも少ないので、羊肉が苦手な方にもおすすめ。 

 

 

 

＜すすきの浪花亭＞  しろくま雪ミルク・・・ 4,700円 

札幌の日本料理店が北海道の食材にこだわって作ったミルク甘酒。 

さっぽろ雪まつりで大ヒットし、商品化。 

温めてやさしい甘酒をお楽しみいただけます。 

 

 

 

おうち de東北・九州 うまいもの味くらべ 

＜仙台・味の牛たん㐂助＞ ゆでたん詰合せ・・・ 4,860円 

5種類の野菜と一緒に約4時間煮込んだ牛たん。 

㐂助の人気商品テールスープの味つけで牛たんの旨みをいかしつつ、 

箸で切れるほどやわらかく、絶妙な塩加減、やさしい味に仕上げた 

限定ギフト。わさびがよく合います。 

 

 

＜喜一＞  喜多方ラーメン詰合せ・・・ 2,592円 

朝早くからラーメンを食べる「朝ラー」のある喜多方。 

超多加水の平ちぢれ麺に、さっぱりとした飽きのこないスープが絡みま

す。シンプルでやさしさを感じる熟成された醤油味と、淡麗でさっぱり

とした塩味のセットです。 

 

 

 

＜豊後水道ふぐ柳井商店＞ 豊後とらふぐ料理セット・・・ 16,500円 

豊かな山と川をもち、自然に恵まれた大分県佐伯市。豊後水道のいけすで荒波

にもまれて育った豊後ふぐをフルコースで楽しめます。 

 

 

 

 

＜チョコレートショップ＞  博多の石畳ケーキ・・・ 4,400円 

博多旧市街の石畳を思わせるケーキは、チョコレートや生クリームなどで

5層に。口に含むとスッと溶けてしまうほどのやわらかさです。 

 

北海道 

北海道 

宮城 

福島 

大分 

福岡 

髙島屋限定 
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ご自宅で手軽に名店を！“レストラン気分ギフト” 
 

＜大阪・美々卯＞  うどんすき・・・ 10,800円 

こだわりの具材とうどんをだしでいただく大阪名物「うどんすき」。 

自家製のだしに煮崩れしにくいうどん、限定ギフトとしてこだわった

具材の数々。やまつ辻田が美々卯のために調合した七味唐辛子をつけ

てお召しあがりいただきます。 

七味唐辛子の缶には榛原千代紙を使用、すべてにこだわったギフトで

す。ご家庭の食卓の団欒におすすめの一品です。 
 

 

＜シェ松尾＞ 黒毛和牛塩窯焼きローストビーフ・・・ 11,880円 

 

旨みが濃厚な黒毛和牛のもも肉を、オリジナルブレンドのシーズニング

ソルトで味付け。瀬戸内の海塩で包んでじっくり蒸し焼きにしました。 

 

 

 

 

 

 

＜聘珍樓＞ 聘珍樓バラエティセット・・・ 5,400円 

明治17年創業の聘珍樓。点心（肉まん、焼売）・惣菜（エビチリ、 

黒酢すぶた、麻婆豆腐）・デザート（杏仁プリン、マンゴープリン）まで、 

人気の品々をセレクト。レストランでのコース料理が楽しめます。 

 

 

 

 

 髙島屋オンラインストア  

「お歳暮カタログ」掲載品に加え、オンラインストア限定品・髙島屋限定品や“旅行気分で贅沢グルメ”、 

“テレワークのおとも”などをテーマとしたギフトを10月下旬よりご提案。 

お買上げ特典もご用意しております。 

 

■お歳暮URL：  

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/ 
■承り期間：  

2020 年 10 月 9 日（金）午前 10 時～  

12 月 25日（金）午前 10 時まで 

 

※一部販売期間の異なる商品等がございます。 

※髙島屋オンラインストアでは、髙島屋の「お歳暮カタログ」掲載品も 

お買い求めいただけます。 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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お歳暮商品をネットで贈る方限定！３つの特典をご用意。 

今年のお歳暮ではネット注文をされる方がますます増えることを予測し、お歳暮商品を「髙島屋オンラインスト

ア」でご注文された方を限定に、3つの特典をご用意しました。 

※対象条件や注意事項の詳細については、オンラインストアの「髙島屋のお歳暮 2020」ページにてご案内しております。 

 

特典① 税込1万円以上購入で！抽選3,000名にカタログギフトプレゼント！  

髙島屋オンラインストアでキャンペーン期間中、お歳暮商品を税込 10,000 円以上（期間累計）お買上げいただ

いたお客様の中から、抽選で3,000名に タカシマヤローズセレクション ぐるめ百華「萌黄」コース（販売価格：

税込3,850円）」をプレゼント。 

※キャンペーン期間：10月9日（金）午前10時～12月7日（月）午前10時まで 

※キャンペーンの参加にはキャンペーンページよりエントリーが必要です 

 

特典②  タカシマヤのカード会員限定！1,500ポイントプレゼント！  

髙島屋オンラインストアでキャンペーン期間中、お歳暮商品をタカシマヤのクレジットカード・デビットカード

で税込 15,000 円以上（期間累計）お買上げいただいた方に、もれなくタカシマヤポイント 1,500 ポイントをプ

レゼント。 

※キャンペーン期間：10月9日（金）午前10時～12月7日（月）午前10時まで 

※対象カード：タカシマヤカード《ゴールド》、タカシマヤカード、タカシマヤセゾンカード、 

タカシマヤプラチナデビットカード 

※対象外カード：ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》、ジェイアール東海タカシマヤカード、ジェイ

アール東海タカシマヤセゾンカード、その他一部カード 

 

特典③  抽選で 100名にカタログギフトが当たるチャンス！  

髙島屋オンラインストアでキャンペーン期間中、「ユアチョイスギフト」を税込25,000円以上（期間累計）お買

上げいただいたお客様の中から、抽選で100名に「ユアチョイスギフトYAコース（販売価格：税込5,500円）」

をプレゼント。 

※キャンペーン期間：10月9日（金）午前10時～12月21日（月）午前10時まで 

 

 

 

 髙島屋オンラインストア 商品の一例  

“テレワークのおとも“を贈る、お歳暮ギフト。 

＜Maazel Maazel （マーゼルマーゼル）＞ 34種のやさい畑 スープセット ・・・ 3,240円  

※各店ギフトセンターでは承りできません。 

 

野菜と果物を混ぜ合わせた麹入りスムージー。 

その技術をスープに活かして作られたスープ・スムージーは、34種類の 

お野菜と麹入り。常温保存できるパウチは、ご自宅や職場で忙しい時や 

食欲のない時でも手軽にこの一杯でしっかり栄養が摂れます。 

※こちらの商品は10月14日(水)午前10時より承り予定。 

 

 

 

 

 

 

オンラインストア限定 

84



- 7 - 

旅行気分、贅沢グルメを味わえるギフト。 

＜創業明治八年 老舗料亭 上見屋＞ 飛騨牛A5ランク ローストビーフ ・・・ 10,800円 

 ※各店ギフトセンターでは承りできません。 

 

 上見屋は旅館業のかたわら大正から昭和にかけて上見屋精肉店としても 

営業しており、その歴史のルーツを辿りお肉料理の提供もしています。 

日本料理店で代々受け継がれた味と技を、岐阜県が世界に誇るブランド牛、 

飛騨牛に込めてローストビーフにいたしました。 

※こちらの商品は10月21日(水)午前10時より承り予定。 

 

備えておきたい食料品ギフト。 

中村孝明監修 フリーズドライ味噌汁ギフト ・・・ 3,564円 

※各店ギフトセンターでは承りできません。 

 

和風だしの効いた「たまごスープ」に、米みそと豆みそを合わせバランスのよ

い風味で具沢山に仕上げた「きのこ味噌汁」、2種類の米みその風味と数種のだ

しを合わせた味わい深い「油あげ味噌汁」、柚子胡椒のアクセントが特徴の「ほ

うれん草味噌汁」の4種のバラエティーセットです。 

※こちらの商品は10月21日(水)午前10時より承り予定。 

 

 2020年 髙島屋の歳暮 基本情報   

・平均単価予想（店頭） ：約4,500円（前年同様）  ※髙島屋15店舗   

・カタログ掲載点数   ：約2,000点（前年同様）  ※髙島屋15店舗 

             うち、ローズギフト1,300点（前年同様）が日本全国送料無料 

             ※髙島屋9店（関東カタログ）の掲載点数。ローズギフトは、人気ブランドの 

定番商品の中から、髙島屋が厳選した商品を中心に業界最大規模で展開。 

・ネット掲載点数    ：約5,600点予定 

うち、期間中最大約1,500点が日本全国送料無料 

 「関東」 各店の承り期間 一覧   

※各店ギフトセンターの会期に変更が生じる場合がございます。 

※各店の会期については、最新の情報を各店ホームページにてご確認をいただけます。 

以上 

店舗名（関東） 本年会期 前年会期 

オンラインストア 10/9（金）午前10時～12/25（金）午前10時 10/11(金)午前10時~12/25(水)午前10時 

日本橋店 11/5（木）～12/23（水） 11/7（木）～12/24（火） 

新宿店 11/5（木）～12/24（木） 11/6（水）～12/24（火） 

玉川店 11/11（水）～12/22（火） 11/13（水）～12/22（日） 

立川店 10/28（水）～12/22（火） 10/30（水）～12/23（月） 

横浜店 10/29（木）～12/15（火） 11/2（土）～12/23（月） 

大宮店 11/4（水）～12/21（月） 10/30（水）～12/19（木） 

柏店 11/5（木）～12/22（火） 10/31（木）～12/22（日） 

高崎店 11/11（水）～12/25（金） 11/7（木）～12/25（水） 

岐阜店 11/11（水）～12/20（日） 11/1（金）～12/24（火） 

オンラインストア限定 
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2020年10月 

 

1月 2日・3日は、「福袋」の販売方法を変更いたします 

 

 

 
髙島屋各店(店頭)：12月2日（水）より順次、ご予約承りスタート 

WEB予約 （髙島屋オンラインストア）：12月2日（水）午前10時より、ご予約承りスタート 

 

※店頭は、日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、大宮店、柏店、高崎店、 

大阪店、堺店、泉北店、京都店、洛西店、岐阜店、岡山店 計15店舗 

※WEB予約（髙島屋オンラインストア）は、横浜店、大阪店、京都店のみ 

 

初売りの風物詩、「福袋」。髙島屋では例年、1月2日、3日に店頭で「福袋」を販売しておりましたが、  

2021年の「福袋」は、店頭またはWEBで 年内にご予約を承る販売方法へ変更いたします。 

お客様からご予約をいただいた「福袋」は、「年内、または2021年1月4日（月）以降にお渡し」をいた

します。（ご予約方法、お渡し方法、お渡し日については、「福袋」を販売する売場や商品によって異なります）

初売りは例年、多くのお客様に来店いただき賑いをみせておりますが、髙島屋では3つの「密」をつくら

ない販売方法として「福袋」を予約販売に変更することで、店頭の混雑緩和と、安心・安全にお買いものを

お楽しみいただくための対策を講じてまいります。 

 

 予約販売 について  

※2021年1月2日（土）、3日（日）は、店頭での「福袋」販売はございません。 

 

 
■ 店頭予約販売  ※「福袋」は店頭でのお渡し。 

・ご予約承り期間：2020年12月2日（水）より、順次スタート 

※12月28日（月）まで。承り終了は、各店によって異なります。 

・お渡し期間：2020年12月18日（金）～12月31日（木）、または2021年1月4日（月）以降 

 ※お渡し期間は、各店によって異なります。 

・「福袋」の詳細（ブランド名やアイテムなどの告知）については、11月下旬に順次、店頭とWEB（髙島

屋各店のホームページ）にて告知してまいります。 

 

 

■ WEB予約販売  ※「福袋」は横浜店・大阪店・京都店の店頭でのお渡し。 

・ご予約承り期間：2020年12月2日（水）午前10時～12月25日（金）午前10時 

・お渡し期間： 2021年1月4日（月）以降 

・URL：https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/fukubukuro/ 

または 「高島屋 福袋」で検索  

髙島屋オンラインストアにて事前決済をいただき、「福袋」は、横浜店・大阪店・京都店の店頭にてお渡

しいたします。 

新規 

新規 
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 WEB販売  について  （髙島屋オンラインストアで販売、配送届け） 

■ WEB販売 （配送届け） 

髙島屋オンラインストアでは、約1,000種類以上の「福袋」を販売いたします。 

 

 

※WEB販売の「福袋」は一部、 

10月上旬よりスタートしております。 

 

※WEB販売の「福袋」のお届けは、 

年内、または年明けにお届けいたします。 

（お届け日は、ブランドやアイテムによって異なります） 

 

 

・年内お届け（年内中配送）の「福袋」 

2020年12月20日（日）午前10時までにご注文をいただいた「福袋」は、 

年内にご配送でお届けいたします。※一部商品は12月22日（火）午前10時まで承ります。 

 

・年明けお届け（年内承り、年明け配送）の「福袋」 

2020年10月28日（水）午前10時～12月25日（金）午前10時までにご注文をいただいた「福袋」は、 

2021年1月2日（土）以降にご配送でお届けいたします。 

 

・新春初売り福袋（年明け承り）の「福袋」 

2021年1月2日（土）午前10時~1月31日（日）午前10時までにご注文をいただいた「福袋」は、 

2021年1月4日（月）以降に順次ご配送でお届けいたします。 

 

以上 
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2020 年 10 月 1 日 

株 式 会 社 髙 島 屋 

「事前来店予約サービス」の対象を拡大 

当社は、9 月 8 日から「事前来店予約サービス」の対象店舗を拡大し、随時、活用を進めてい

ますのでお知らせいたします。 

 新しい生活様式に伴い、百貨店に対するお客様のニーズも変化しています。「事前来店予約サ

ービス」の対象を拡大することで、「物産展には行きたいけど人気店の行列で待ちたくない」「コ

ーディネートの相談をしたいけど、短時間で

複数のブランドの商品を見たい」など『店頭

でのお買い物を効率的にしたい』というご要

望にお応えしてまいります。 

 当社は、お客様の購買環境をデジタルで補

強していくことで、快適にお買物をお楽しみ

いただけるよう取り組んでまいります。  

【髙島屋ホームページ内予約ページ】  

  https://www.takashimaya.co.jp/store/special/remote/ 

 

■事前来店予約サービス  

 これまでは、「ストアコンシェルジュ」によるお買物サポートサービス（新宿店、玉川店）（※

1）で活用してきましたが、このたび対象の店舗と予約対象を拡大いたしました。「シューシ

ャインカウンター」での靴のお手入れ（日本橋店、新宿店）のご予約をはじめ、物産展のイー

トインコーナーのご予約等に随時活用してまいります。 

※１）2017 年 10 月から導入済み 

・対象店舗：大阪店、京都店、日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店、柏店 

 ・予約対象：新宿店・玉川店「ストアコンシェルジュ」のご予約（通年承り中） 

日本橋店・新宿店「シューシャインカウンター」のご予約（通年承り中） 

紳士服「イージーメード 2 着セール」のご予約（随時実施） 

物産展のイートインコーナーのご予約（随時実施）   など 

 

※予約対象は店舗により異なります。物産展のイートインコーナーの予約等催し開

催に伴うご予約サービスの実施は、店舗ごとに設定しホームページ等でお知らせ

いたします。 

 ・予約方法：髙島屋ホームページ内の予約ページにアクセス→ご希望の店舗・サービス・メニ

ューを選択→カレンダーからご希望日時を選択→お客様情報を入力・登録→完了

メール通知→予約日時にご来店 

以 上 
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2020 年 11 月 

非接触、０.５秒で全身６６か所のサイズデータを計測！ 

３Ｄボディスキャナーを活用し自分の体に合った 

洋服選びに活用できるサイズ計測イベントを開催！！ 
 

「３Ｄボディスキャナー計測会（参加無料）」 
■11月18日(水)→12月1日(火) 
■大宮髙島屋 3階 特設会場にて 

 

新たな生活様式が浸透し、インターネットで洋服を購入する方が増加する中、 

ＷＥＢサイトで気に入った商品を見つけた際に自分の体に適したサイズの商品 

かどうか分からず購入を躊躇したり、店頭においても何度も試着をすることが 

ためらわれるといった方が増えています。 

そうした中、大宮髙島屋ではお客様のお悩みを解消すべく、わずか約０.５秒で 

全身６６か所のサイズデータを計測できる３Ｄボディスキャナー計測のイベント 

を開催いたします。 
 

●ＬＥＤライトの照射により身体の全身サイズを約0.5秒で計測。 
●サイズデータを紙面でお渡しできますので、店頭やWEBサイトでの 
洋服のサイズ選びに活用頂けます。 

●厚みや凸凹のない肌着で計測を行って頂きます。 

●ブース内で画面の案内に従い、お一人様でスキャン操作を行って頂きます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３D ボディスキャナイメージ】           【スキャンデータ出力紙イメージ】 
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2020 年 9 月 30 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．期 間  ２０２０年１０月１日（木）～１２月１７日（木） 

２．場 所  岡山天満屋 地階 てんちかフードガーデン食品ギフトコーナー前 

３．内 容 ＜グラモウディーズ＞プティフール 4.2ｃｍ×12 2,808 円 

  一 例 ＜ピエールマルコリーニ＞ノエルドゥピエール 2020 12ｃｍ 6,588 円 

      ＜ﾋﾟｴｰﾙ･ｴﾙﾒ･ﾊﾟﾘ＞ビュッシュアンフィニマンヴァニーユ  6,210 円 

      ＜和楽紅屋＞ココロ 6.3 ㎝×4 4,501 円【配送可能ケーキ】 

＜お問合せ＞ 岡山天満屋 広報担当 吉田 侑可 086-231-7690 

食品担当 光田あゆみ 086-231-7670 

巣ごもりで「おうちクリスマス」を彩る 

クリスマスケーキご予約承りスタート 

 この度、岡山天満屋地階てんちかフードガーデンでは、１０月１日（木）よりクリスマスケーキのご予約

承りを開始いたします。 

普段岡山では販売していない関西・関東の有名ブランドや、地元岡山のケーキ店など、味はもちろんデコレ

ーションにもこだわったクリスマスケーキを、全４８種類取り揃えました。 

天満屋でしかお買い求め頂けない「天満屋オリジナルのクリスマスケーキ」は１０アイテム、遠方の方に

も送れる「配送可能なケーキ」は９アイテム、卵・小麦・乳製品を使用していない「アレルギー対応ケーキ」

も２アイテムご用意しております。今年は外食やパーティーよりも、巣ごもりで「おうちクリスマス」の需

要が高まると予想し、「家族でお召し上がりいただく」、「贅沢なものを１点」などのお客様のニーズにお応

えできるラインナップで取り揃えております。個食のニーズにお応えできるホールケーキ以外のプチケーキ

のセットも、初めて販売いたします。 

コロナ禍の中でも素敵なクリスマスを過ごしていただけるよう、品揃えを強化しています。 

 何卒ご取材くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。 

価格帯： 

2,484 円～7,596円 

大きさ： 

直径 4.2 ㎝～24㎝ 

平均価格帯： 

4,359 円 

（昨年対比 

－215 円） 

90



 

 

 2020 年 11 月 18 日 

歳暮ギフトセンター「日本ハム」コーナーにて 

歳暮ギフト リモート販促実施 
西日本で５店舗のみ 非対面の接客サービス 

【場所】岡山天満屋 7 階 催事場  

       お歳暮ギフトセンター内 『日本ハム』コーナーにて 

【日程】       【時間】 

 ・11 月 21 日(土)   ◇全日程共通 

 ・11 月 22 日(日)   ①11：15 ～ 11：45 

 ・11 月 23 日(月･祝)   ②13：30 ～ 14：00  

 ・11 月 28 日(土)   ③15：45 ～ 16：15 

 ・11 月 29 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ＞ 岡山天満屋 広報担当 吉田 TEL:086-231-7690 携帯:080-2918-7518   

この度、岡山天満屋今年初の試みとして、リモート販促を下記の通り実施いたします。 

従来であれば商品に触れたり、販売員からの接客によって商品選んだり、様々なサポートを受けら

れることが店頭販売の魅力の一つでしたが、コロナ禍の今では販売の仕方が大きく変化しております。 

今回非対面の接客サービス「非接触型理リモート販促」を行うことで、お客様とスタッフが接触する

ことなく、商品紹介や調理方法、おすすめの食べ方など、お客様の様々な質問に対応いたします。 

日本ハムのリモート販促を実施する店舗は西日本で５店舗のみです。 

with コロナ時代の新しい接客サービスについて何卒ご取材いただきますようお願い申し上げます。 

 

※店頭イメージ ※日本ハムスタッフ側イメージ 
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 第３３回 2020年9月23日

１．期　間：２０２０年１０月１日（木）～１２月２４日（木）

２．会　場：岡山天満屋　てんちかフードガーデン　おせち料理ご予約コーナー

今年は少しでもいいものを 天満屋オリジナルおせち & ふるさとのおせち ◆P2,3

岡山天満屋では１０月１日(木)より「おせち料理」のご予約を承ります。

年々内食は増加傾向にありますが、今年は特にコロナの影響で拍車がかかっていることに伴い、おせち

の需要も高まると予想しております。

天満屋のおせちは、ふるさとおせちのみならず、旅行気分を味わっていただけるような地域色の高いお

せちや、名店・有名旅館が手掛けるおせちなど幅広いラインナップのおせちをご用意しております。

今年の天満屋のおせちは、巣ごもり需要を見据え、「個食・少人数おせち」[国産素材使用おせち」などを強
化し、一段重の少人数向けでありながら、贅沢に36品目を盛り込んだ天満屋オリジナルの豪華おせちを
考案いたしました。加えて、新しい生活様式に対応し、取分け不要おせちや少人数向けのおせちの点数
を増やしました。

一年の始まりには欠かせない家族のイベントである「百貨店のおせち」。

何卒ご取材下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。

２０２1年天満屋のおせち料理

取分け不要おせち、一人用おせちなど「個食・少人数」おせちを拡充

◆総点数 ：２４５点 （昨年から-８点）※広島地区・福山地区限定を含む
◆価格帯(おせち) ：８，４２４円～１２９，６００円 （税込）
◆新規3ブランド ：婦人画報・兵庫「宝塚ホテル」・大阪「エプバンタイユ」

❏ 天満屋オリジナル 国産素材使用おせち

全品目の主原料を国産食材にこだわって作った特別なおせち。

1段タイプで３６品目が入った今年ならではのおせちが初登場。

天満屋オリジナル こだわり国産おせち 32,400円
18.9×28.3×4.2cm×一段、約1～2人前

主原材料に国産の素材を使用しています。
＜国産の食材を使用した品目一例＞

◆伊勢海老煮（静岡県） ◆あわび煮（徳島県） ◆子持大鮎甘露煮（滋賀県）

❏ 天満屋オリジナル

JR津山線 快速ことぶき 和洋おせち 21,600円
10.5×10.5×3.9cm×六重折、約2人前

岡山と県北津山を結ぶ「快速ことぶき」をJR西日本協力のもと重箱ケー

スにした見た目も味も楽しめる魅力的なおせちです。

ことぶきの名称は、沿線に「金川」「福渡」「神目」「誕生寺」「亀甲」などの

縁起のいい駅名が多くあるという理由から名付けられたとも言われています。
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※本リリースに掲載商品はすべて、税込価格を掲載しています。　　本リリースに掲載商品はすべて、軽減税率 8％の商品です。

＜お問合せ＞　株式会社天満屋　広報担当　吉田　　　　　TEL　０８６－２３１－７６９０　　携帯　０８０－２９１８－７５１８

幅広い世代の方にも ～初登場おせちのご紹介～ （15点）

早期予約特典 先着200名様 （岡山店）

❏ 「女性シェフコラボ」和洋中おせち料理
19,440円 14.8×14.8×4.8cm×三段、約2～3人前

和 ： 「恵比寿 そのやま」 園山真希絵シェフ

洋 ： 「Golosa 99（ｺﾞﾛｰｻﾞ）」 香西思穂吏シェフ

中 ： 「小薇点心（ｼｬｳｳｪｲﾃﾝｼﾝ）」 小薇シェフ

ご来店にておせち料理を10,000円以上ご予約の方、先着200名様に

地階食品フロアでご利用いただける「てんちか500円券」をプレゼントします。

巣ごもり需要に対応 個食・少人数のおせち （36点 前年より＋6点） ◆P25～27

❏ 取分け不要 個食おせち

＜商品一例＞
▶ 京都 「濱登久」 個食おせち三段重 16,200円

15.3×15.3×4.5cm×1人前×3客

❏ 一人前おせち

＜商品一例＞
▶京都 「京料理 たん熊北店」 和風一段重 12,960円

18.8×18.8×4.8cm×一段、約1人前

取分け不要おせち、一人用おせち、少人数おせちを拡充させました。

コラボおせち 全国お届けおせち

❏ 「婦人画報」婦人画報のおせち 特大和一段
18,360円 32.1×32.1×7.3cm×一段、約2～3人前

「婦人画報のお取り寄せ」編集部が監修した

人気のシリーズが天満屋初登場。現代的な

アレンジを取り入れており、幅広い世代の方に

お楽しみいただけます。

❏ 少人数ご家庭向けおせち

＜商品一例＞
▶京都 「三千院の里×マノワール」

和風個食おせち料理と洋風オードブルセット 16,200円
個食おせち：14.5×14.5×4cm×2客
オードブル：14.5×30.7×4cm×一段 約2人前

×
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調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

【調査実施概要】
■調査期間　 2020年8月17日（月）～2020年8月20日（木）　4日間
■調査方法 公式メールマガジン会員約3万1千人を対象に、ウェブアンケートを実施
■有効回答数 1440名（7歳～87歳　平均年齢：51.6歳）

【調査結果】

Q1　元日の過ごし方

今年（2020年） 来年（2021年）
自宅で過ごした 63.1% 自宅で過ごす 73.6%
実家で過ごした（義理も含む） 29.6% 実家で過ごす（義理も含む） 22.3%
海外旅行 3.1% 海外旅行 1.0%
国内旅行 4.2% 国内旅行 3.1%

回答者の7割以上が来年の元日は自宅で過ごすと回答。

Q2　おせちを購入するか？

今年（2020年） 来年（2021年）
購入した 53.0% 購入する 69.3%
買っていない 47.0% 買わない 30.7%

Q3　来年（2021年）のおせちにかける予算は、増やす？ Q4　来年（2021年）のおせちにかける予算

増やす 17.7% 平均 23,920円
同じ 74.0% （最低金額1,000円　最高金額50万円）
減らす 8.3%

Q5　おせちを選ぶポイント　（＊複数回答）

1位：好きなものが入っている 67.1% 興味があり、やる予定だ（やってみたい） 16.1%
2位：価格 53.3% 興味はあるが、やる予定はない 34.7%
3位：品数や料理の種類が多い 45.7% 興味がない 45.8%
4位：華やかさ・高級感 37.5% 興味はないが、やる予定だ 1.5%
5位：料亭やホテル、レストランなど店名 21.1% その他（同居中など） 1.9%

新しい生活様式により浸透しつつあるZoomなどのオンラインビデオ会話ツール。それらを利用し、親
（あるいは子・孫）と会話を交わす「リモートお正月」に約半数が興味があると回答。正月の帰省を控え
ながらも、オンラインで家族とのコミュニケーションをとれるツールにも注目があつまっている。

お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査

2021年のお正月は、おせちを買って自宅でゆっくり

Q6 Zoomなどを利用した「リモートお正月」には興味があるか？

松屋銀座では、メールマガジン会員にお正月の過ごし方・おせちに関するアンケート調査を実施いたしました。

元日を自宅で過ごす人は、昨年から約1割増加し73%。一方、実家で過ごす人は－7.3%、海外・国内旅
行をする人の合計は、昨年の7.3%から4.0%とそれぞれ減少しており、今年の正月は例年より自宅で過
ごそうと考えている人が多い。

来年（2021年）は今年と比べ、おせちを購入する予定の人が約16%増加。また、約9割がおせちにかけ
る予算は、増やす・同じと回答している。旅行を控える分、「お正月に自宅でおいしいおせちを食べた
い」という需要は大きい。

〔問い合わせ〕松屋銀座 総務部広報課 矢吹直子・大原純・福原裕紀・桐岡ひかる
〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 TEL:03-3561-0070（広報直通）・FAX:03-3535-6027
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松屋では 10月 1日（木）より「2021年 松屋のおせち」のインターネット 

予約を開始します。テーマは「人と人とがつながるおせち」。コロナ禍にお 

いて海外・国内旅行や帰省、外食の自粛など「巣ごもり」の傾向がある本年 

は、自宅で楽しむ「おせち」の需要が高まることが予想され、弊社が実施し 

たアンケートでも「おせちを購入する」という方が昨年より約 16％も増え 

ています。そうした状況を踏まえ、前年比 110％の売上を目指します。 

 

 

 2021 年 松屋のおせちデータ  
 ■予約受付 

 【インターネット】  10月１日（木）10時～12月 25日(金) 17時 

 【店頭】 銀座店： 10月 14日（水）～11月 4日（水） 地下 1階特設会場 

           11月 5日（木）～12月 25日（金） 8階特設会場 

 浅草店： 10月 7日（水）～12月 25日（金） 1階特設カウンター 

 【電話注文】      10月 17日（土）～12月 25日（金） 

■おせち点数 カタログ：197点 うち松屋限定 16点 インターネット：184点 

■新規店舗 13店  

■中心価格：2～3万円台  最低価格：10,584円 （宝仙閣「和風おせち二段重」） 

  最高価格：220,000円 （なだ万「本店山茶花荘おせち三段重」）  

■前年平均客単価：25,200円 

■売上目標：前年比 110％ 
 

 松屋のおせち 最近の傾向  

■10 年で売上が 1.5 倍以上に拡大 
 核家族化や女性の社会進出などの背景から、30 代～40 代の若い世代を中心におせちは

「作るもの」から「買うもの」へと意識が変化する中、家族が集う大切な機会に特別な物、

良い物を食べたいと、百貨店のおせちに注目が集まっています。 
 こうした需要増に伴い、松屋ではインターネット受注の開始（Ｈ21）、配送地域の拡大(Ｈ
22、27)など対応し売上を伸ばしており、「松屋のおせち」の売上は 10 年前から約 1.5 倍
に拡大しています。 
 

■本年は「自宅で過ごし」、「おせちを楽しむ」お正月 
 弊社メルマガ会員に実施したアンケート（n=1440）によると、2021年の正月を「自宅

で過ごす」と答えた方が 73.6％と前年より 10 ポイント以上も増加。また「おせちを購入

する」と答えた方も 69.3%とこちらも前年購入実績より 16 ポイント以上も増加。さらに

おせち購入予算を「増やす」と答えた方も 17.7％もいました。 
 コロナ禍で海外・国内旅行を自粛したりする分、豪華なおせちで正月を祝おうとする気持
ちや、実家の老父母への感染拡大を避けるために帰省を自粛する傾向から、おせちを自宅で
食べる動きが見られそうです。 

遠くの家族や世界の味、シェフと「つながる」with コロナのお正月 

2021年 松屋のおせち 

   ■インターネット承り  10 月 1 日(木)   ～ 12 月 25 日(金) 

   ■店頭承り  銀座店  10 月 14 日(水) ～ 12 月 25 日(金) 

       浅草店  10 月 7 日(水)   ～ 12 月 25 日(金) 
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 2021 年 松屋のおせち 特徴  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．世界の味をおうちで楽しむ 
 

海外旅行を自粛する中、おせちで世界の味をご自宅で楽しんでいただけます。松屋で

は毎年フレンチやイタリアン、中華などのレストランシェフのおせちに力を入れてお

り、今年はスパニッシュのおせちを新たに導入。外食も自粛傾向の中、各レストラン

の本物の味をご家庭でお楽しみいただけます。積極的に紹介、販売することで、少し

でもご協力いただいているレストランの力になれればと考えています。 

 

 

スペイン 

松屋限定 内幸町／レ・ストゥディ  

初登場  「本格スパニッシュおせち二段重」 43,200 円 （2～3 人前） 

    ピンチョスを初めて日本に紹介したスパニッシュ・ 

   ガストロノミーの第一人者ジョセップ・バラオナシェフ 

   による彩り華やかなおせち。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

フランス 

   銀座／カイラダ  

   「フレンチおせち二段重」 54,000 円 （4～5 人前） 

    ビストロのような親しみやすい雰囲気の中、正統派 

    フレンチを味わえるレストランのおせち。 

     

 １．世界の味をおうちで楽しむ 

 ２．生産者の顔が見える安全・安心なおせち 

 ３．取り分けいらず、一人一段のおせち 

 ４．「おせちを贈る」 全国配送のおせち 

ジョセップ・バラオナ氏 
1966年スペイン・カタルニア地方生まれ。1991 年にスペイン料理店の料理長として来日。 
2001 年東京・内幸町にオープンした「ピンチョス・ベポ」にてピンチョスを初めて日本に紹介し、ブームを
巻き起こす。 
2002年新宿・河田町「小笠原伯爵邸」のオープンにあたり総料理長として招かれる。 
2005年愛知で開催された「愛・地球博」ではスペインパビリオンのレストランの総プロデュースを担当。 
2008年、スペイン文民功労勲章を叙勲。 
 
現在は、一日一組のみの予約、要事前打合せという「注文の多いレストラン」のシェフとして厨房に立
つ他、店舗プロデュースやセミナーなど多方面でスペイン&カタルニア料理の魅力を伝えている。 
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イタリア  

   神楽坂／アンジェラ  

   「和伊おせち二段重」 37,800 円 （4～5 人前） 

    神楽坂の大人の隠れ家。 

   イタリアンの定番からオリジナルメニューまで 

   多彩に詰め合わせ。 

 

 

 

中国  

初登場  浅草橋／馥香（フーシャン）  

   「上海料理のおせち料理」 22,000 円 （約 4 人前） 

    オーナーシェフ高木秋廣氏の上海料理への情熱と 

   探究心から 生まれたおせち。 

   山海の幸に恵まれた多彩な味をお楽しみいただけます。 

 

 

    

世界のソーセージ 
松屋限定 山梨 上野原／hayari（ハヤリ） 

初登場  「ソーセージで世界旅行 2021 おせち編」 

   29,160 円 （3～4 人前） 

    化学調味料に頼らず食材が持つ本来の旨味を活かした 

   おせち。イタリア、アルゼンチン、ミャンマー、トルコ、 

   台湾など約 10カ国のソーセージ料理で世界を堪能。 
 

 

【一の重】 ミャンマー  ミャンマー風お米のソーセージ 酢飯仕立て 

   チェコ   野菜のピクルスとチェコ風ビクルスソーセージ 

   ドイツ   海老と蟹のズルチェ 

   インド   タンドリーチキンのボロニア 

   台湾   台湾腸詰 

   古代ローマ帝国 古代ローマ復刻ソーセージとスペルト小麦のブルグル 

 

【二の重】 アルゼンチン アルゼンチンチョリソと赤ビーマンロースト 

   アイスランド アイスランドラムのリブラルビールサ 

   日本   尾崎牛のすき焼き ～ソーセージ仕立て～ 

   トルコ   トルコ風ケバブソーセージとトマトの香草オイル漬け 

   古代ギリシア セボリーの粗挽きハム仕立て ヒヨコ豆のフムスと 

   日本   柚子の詰め物 ～チキンと味噌と～ 

 

【三の重】 イタリア  ザンボーネ 

   日本   酒粕漬け熟成和腸詰 

   フランス  ブータンヲショコラ 

                  計 15品 
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２．生産者の顔が見える安全・安心なおせち 
 

新型コロナのみならず食の安全・安心が注目される昨今、おせちでも使われる食材に

対するトレーサビリティ（生産者・産地の追跡可能性）は重要です。日本の生産者の

努力とその食材のおいしさを追求したおせちを初めて用意しました。 

 

 

 初登場 恵比寿／ビストロダルブル  

   「ニッポンの“美味しい”を巡るおせち二段重」 

   32,400 円 （2～3 人前） 

    46年続くフレンチビストロの無藤哲弥シェフ 

   が日本各地を行脚して出会った生産者たち。 

   それぞれの地域ではぐくまれた希少な食材で 

   仕立てたおせち。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．取り分けいらず、一人一段のおせち 
 

家族間での新型コロナの感染が懸念される中、一つのお重からお箸で取り分けること

も避けた方が無難です。同じお重が一人一段の「個食」のおせちは、そのような需要

にピッタリで、例年以上に注目度が高まっています。 

昨年の 1.5倍の種類を揃えました。 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

無藤哲弥シェフ 

松屋限定 初登場   

内幸町／レ・ストゥディ 

「1 人前オードブル（2 折）」 

 21,600 円 （1 人前×2） 

 

 

神楽坂／アンジェラ 

「1人前オードブル（2折）」 

15,120 円 （1 人前×2） 

 

京都／泉仙 

「迎春重詰来客 二客」 

11,880 円 （1 人前×2） 
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４．「おせちを贈る」 全国配送のおせち 

 

東京から地方への帰省を自粛される方もいらっしゃるため、地方に住むご両親へおせ

ちを送る（贈る）需要も見込まれます。 

昨年の 1.5倍の種類を用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔問い合わせ〕 
松屋銀座 総務部広報課 矢吹直子・大原純・福原裕紀・桐岡ひかる 

〒104-8130 東京都中央区銀座 3-6-1 TEL:03-3561-0070（広報直通）・FAX:03-3535-6027 

洋のおせち  初登場  

新宿／ラ・ベットラ ペル トゥッティ 

「洋風オードブル」 

12,420 円 （3～4 人前） 

 

和のおせち 

日本料理／なだ万 

「冷凍おせち一段重 多久味」 

16,200 円 （約 3 人前） 

 

中華のおせち 

赤坂離宮 

「中華おせち一段重」 

12,960 円 （約 2～3 人前） 

ホテルのおせち 

ハイアットリージェンシー大阪 

「和洋三段生おせち」 

39,960 円 （約 4～5 人前） 
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初売りの風物詩である福袋。１年で最初のお買い物となる初売りで、お客様への感謝をこめて１月２日に福袋を販売す

るのは百貨店の大切な文化と考えます。コロナ禍の「２０２１年松屋の招福袋」は、店頭の混雑緩和のため、一部福袋を

年内に販売、年内事前予約・年明け広い会場でのお渡し、抽選販売などを実施し、安心安全にお買い物を楽しんでいた

だける環境作りに配慮いたします。 

 

～2021 年松屋の招福袋～ 

■福袋販売個数 前年比 8 割  

■販売方法  

①事前予約   （１）インターネット予約 

会期：12 月 9 日（水）～20 日（日） 

種類：10 種類     

                決済方法：（１）来店  12 月 26 日（土）～30 日（水） 各売場にてお渡し 

                       （２）電話  年内配送対応 クレジットカード決済 

                       （３）代引き 年内配送対応 

（２）店頭予約 

   会期：12 月 26 日（土）のみ 各売場にて整理券配布（入金、商品お渡しは 1 月 2 日（土）） 

  ②年内販売   会期：12 月 26 日（土）～12 月 31 日（木） 各売場にて販売 

             販売個数：①と合わせて福袋全体の約 50％ 

  ③年始販売   会期：1 月 2 日（土）～1 月 3 日（日） 

             販売個数：福袋全体の約 50％ 

             ～初売り 例年と異なる販売方法～ 

             （１）整理券対応、別場所にて引渡し…食品を中心に年内に整理券を配布。 

1 月 2 日（土）8 階お渡し会場にて入金、お渡し。 

                （２）会計所設置（1 階スペース・オブ・ギンザ）…1 階化粧品、アクセサリーの会計混雑緩和。 

                （３）抽選販売（3 階リタズダイアリー福袋など）…例年 70 個が 1 分で完売する人気福袋。 

 

■福袋テーマ  「応援（エール）」 

 

今までとは違う生活を強いられた 2020 年。新しい生活様式に対応しつつお買い物の楽しさを、 

日本のものづくりの素晴らしさを、街の魅力を詰め込んだ福袋を作成いたしました。松屋の招福袋は、 

「福袋」を通して、頑張るお客様にエールを贈ります。また、買っていただくことが「誰か」「何か」「どこか」

を応援することに繋がります。 

 

コロナ禍の福袋は 2割減。年内と年始に半分ずつ分散販売。初売りでの販売も密回避で実施 

 2021年松屋の招福袋 
～「応援」をテーマに、福袋で多くの人にエールを贈ります～ 
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コロナ禍において需要が減少した全国の生地生産者や縫製工場。世界中から高い評価を受ける 

日本のものづくりは、途絶えさせてはいけない熟練の技術です。松屋銀座紳士では、今こそ高い 

技術とこだわりを知って身に着けていただきたい、日本全国 12 カ所の生産者別の福袋を作成。 

現地の伝えたい思いが詰まった動画と、地域の名産品もセットに販売いたします。 

①青森県応援！「パターンオーダースーツ」福袋 66,000円 限定 5袋 （13～18万円相当）  紳士 

5 階紳士フロアにて展開中のブランド「サンライン ジャパン」から、生地 10 種類から選べて有料オプションも込みのパターンオーダー 

スーツ(サルト仕立て)一着と、青森県のヒバを使ったハンガー1 本と、名産品のセット。 

②神奈川県応援！「ビルベリーデニムアイテム」福袋 66000円 限定 3袋 （126,000円相当） 紳士  

  松屋銀座紳士フロア〈アトリエメイド〉にニューオープンした神奈川県に拠点を置くデニムブランド「ビルベリー」のデニムジャケット、デニム

ベスト、デニムスラックス、2way デニムのエプロン 2 着と名産品のセット。 

③東京都応援！「クラフトマンレザー」福袋 22000 円 限定 3袋（約 8万円相当） 紳士  

  東京・十条に工房を構える革工芸一家の 3 代目井戸崇史氏が手掛けるオリジナルブランド「レディオアオーダー」の、革財布２種、 

他東京ブランドのレザーバッグ、レザークラッチバッグと名産品のセット。 
 

ほか、長崎県応援！「パターンオーダースーツ」福袋（44,000 円限定 3 袋）／青森県応援２！「パターンオーダースーツ」福袋（33,000 円限定

5 袋）／愛知応援！gim(ジム）の「愛知県産ニット」福袋（11,000 円限定 3 袋）／山形県応援！gim（ジム）の「山形県産ニット」福袋（11,000 円

限定 3 袋）／京都丹後応援！KUSKA「職人の手仕事」福袋（33,000 円限定 5 袋）／岐阜県応援！「MITSUBOSHI1887」福袋（55,000 円限定

3 袋）／岡山県応援！土井縫工所「シャツ」福袋（22,000 円限定 5 袋）／長野県応援！「パターンオーダーシャツ」福袋（33,000 円限定 3 袋）

／和歌山県応援！「カシミヤニット」福袋（33000 円限定 5 袋）の全 12 種類 

 

 

                                              

④いったつもりの「ご当地レトルトカレー」福袋 4,320円限定 30袋（5,313円相当） 生鮮グロッサリー 

全国各地の特徴的な商品を集めた、旅行気分が味わえる福袋。5 つの都道府県（京椰雲月山繊が薫るカレー、佐賀牛ビーフカレー、 

富山やくぜんカレー ビーフ、五島軒函館カレー中辛、広島名産かきカレー）が各 2 箱ずつ計 10 箱 

⑤いったつもりの「ご当地ラーメン」福袋 2,700円 限定 40袋（3,888円相当） 生鮮グロッサリー  

全国各地の特徴的な商品を集めた、旅行気分が味わえる福袋。①北海道産帆立貝柱だし塩②秋田比内地鶏だし醤鴻③宮城県産わたり

蟹だし塩④千葉県産はまぐりだし塩⑤名古屋コーチンだし鶏塩白湯⑥三重県産真鯛だし塩⑦高知県産柚子だし塩⑧和歌山県産まぐろ中

骨だし⑨長嶋県産炭焼きあごだし醤油⑩鹿児島県霧島黒豚豚骨だし 10 都道府県のご当地ラーメンが各 2 食ずつ 計 20 食 

⑥いったつもりの「ご当地スープ」福袋 3,240円 限定 30袋（4,622円相当） 生鮮グロッサリー  

全国各地の特徴的な商品を集めた、旅行気分が味わえる福袋。①北海道秋鮭の石狩鍋風②秋田比内地鶏鍋風③仙台牛テールスープ 

風④山形いも煮⑤名古屋味噌煮込み鍋風⑥京都 比叡ゆばとくずし豆腐のお椀⑦神戸淡路島たまねぎスープ⑧鳥取県産ずわいがにの 

お椀⑨博多水炊き風⑩鹿児島黒豚とん汁 10 都道府県のご当地スープが各 2 食ずつ 計 20 食 

 

 

⑦Go To トラベル応援福袋 11,000円 限定 40袋（55,000円相当） 紳士雑貨  

国内トラベル向けに 7～8 点のトラベルグッズを詰め合わせた福袋。スーツケース、リュック、ボストンバッグ、サコッシュ、国内向け 

トラベル雑貨３点。 

 

 

松屋銀座 福袋  

全国職人＆ものづくり応援！ 動画＆地域名産品付き ものづくり福袋 全 12種 

旅行気分応援！行ったつもりでご当地グルメシリーズ 

GoToトラベル応援！ 

12/26 

販売 

1/2 

販売 

12/26 

販売 
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⑧生活応援！！靴下１００足福袋 13,200円 限定 7袋 （約 84,000円相当） 紳士雑貨  

靴下をこの機会におまとめ買いできる毎年好評の福袋。ビジネスソックス 50 足、カジュアルソックス 50 足。 
 

 
 

⑨今年の悩み解消！マスク生活を快適に過ごすための福袋  

11,000円限定 30袋（約 2万円相当）婦人雑貨  

毎日着用するマスクの悩みを解消し、マスク生活をおしゃれに、そして快適に過ごす福袋。マスク 7 枚、マスクポーチ、マスクチャーム、 

イヤーカフ、マスクスプレーのセット。 
 

  

⑩「自分応援」目指せ美ボディ！フィットネスセット福袋  

12,650円 限定 5袋（約 4万円相当） ランジェリー  

フィットネスデビューにぴったりのアイテムで、ハイクオリティフィットネスラウンジを体験できる福袋。フィットネス用 T シャツ、ブラトップ、 

タンクトップ、ボトム 2 着、雑貨。リモートカウンセリング＆ジェクサーフィットネスクラブ体験チケット付き。 

 

 

⑪パター上達応援！福袋 55,000円 限定 2袋 （105,000円相当） ゴルフスポーツ 

家でテレビに繋ぐだけで、簡単にセットできる最新の家庭用スクリーンパター練習機と高級パターのセット。EXPUTT（デジタルパター 

練習機）、PXG パター、ボール（半ダース）、ゴルフスクールプライベートレッスン１回分（30 分） 

 

 

 

松屋銀座バイヤーたちが練りに練ったイチオシ福袋と、「銀座もの繋ぎプロジェクト」がコラボレーションし、 

福袋を作成しました。松屋銀座と銀座の街から、お客様にエールを届ける福袋です。 

 

 

⑫親‘密’なカップルを応援！ブライダル福袋 900,000円 限定 2袋 （130万円以上相当） 宝飾・時計 

コロナ禍で結婚式を挙げることができなかったカップルを応援する福袋。エンゲージリングとマリッジリングのリング 3 点に加え、ウエディン

グドレス(衣装提供：NOVARESE 銀座)での記念写真とホテル宿泊、豪華ディナーが付いた東京ステーションホテル「フォト＆ステイパッ

ケージ」、銀座もの繋ぎプロジェクトからもご結婚されるお二人へのエールがセットになっています。 

・東京ステーションホテル 

国指定重要文化財である東京駅丸の内駅舎の中に位置し、100 年以上の歴史を誇る唯一無二の名門ホテル。 

【銀座もの繋ぎプロジェクトからのエール】 

・もの繋ぎ No1「木挽町よしや」『オリジナル焼き印』…オリジナル焼印のどら焼きを結婚のご挨拶に。どら焼き代別途  

歌舞伎座路地裏に店を構える 1922 年創業の老舗和菓子屋。生地からすべて手作りされている半月型のどら焼きは、しっとりとした皮と甘さ 

控えめの餡が特長です。オリジナル焼印のオーダーも可能で、銀座のお店や芸能人御用達。差し入れや贈り物にも利用される名物どら焼き。 

・もの繋ぎ No16「銀座夏野」『夫婦箸』…オリジナル会津塗夫婦箸に新郎新婦のお名前を彫刻 

１９９９年創業、２５００種類の箸と１０００種類以上の箸置き、和食器を取り揃える国内随一の箸の専門店。箸にまつわる生活文化の豊かさに

も焦点をあて、様々な商品を展開しています。 

・もの繋ぎ No22「三笠会館」『ペアランチ券』…フランス料理「榛名」のランチコースを個室でお楽しみいただけるペア食事券 

1925 年創業。複合型レストランとして銀座の歴史にその名を刻み続ける老舗「三笠会館」。フレンチ、イタリアン、中国料理、日本料理など

様々なジャンルの料理で食通たちを魅了しています。 

 

松屋銀座 × 銀座もの繋ぎプロジェクト コラボ福袋  

節約生活応援！ 

マスク生活応援！ 

コロナ太り解消応援！ 

ゴルファー応援！ 

結婚控えたカップル応援！ 

12/26 

販売 

12/26 

販売 

12/26 

販売 

12/26 

販売 

12/26 

販売 
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⑬きものを始めよう！きもの一式&オンライン着付けレッスン付き福袋  

176,000円限定 5袋（24万円相当）呉服  

家で過ごす時間の多い今こそ、自宅できものの着付けを学べる福袋。きもの一式６点（洗えるきもの、帯、長襦袢、帯締め、帯揚、草履）

／着付け小物一式 14 点／オンライン着付け教室（90 分×3 回 プライベートレッスン）。着付け出来るようになったら是非着物で銀座に来

ていただきたい、「ハイアットセントリック銀座東京」からのランチ券もセット。 

【銀座もの繋ぎプロジェクトからエール】 

 もの繋ぎ No8「ハイアットセントリック銀座東京」『ペアランチ券』…3F のダイニング「NAMIKI667」でのスペシャルランチ 

  2018 年にアジア初上陸した話題のライフスタイルホテル。銀座の街を縦横無尽に楽しめる場所に位置し、銀座の方の利用も 

多く、誰もが自分らしいスタイルで銀座を満喫するための旅の拠点です。遊び心溢れたアートワークやインテリアも魅力。 

 

 

⑭Stay Home Stay Beautiful おこもり美容応援福袋 ～アイケア・ネイルケア編～  

11,000円限定 5袋（24,000円相当） 化粧品  

マスク生活が日常となり、より注目されるようになった目元、指先に特化したケア福袋。目元用の美容液、アイケアジェル、アイクリーム 

(サンプル)、ポーチ、ネイルオイルに加えて、東銀座のネイルサロン【リュクス】の選べる施術チケットもセット。 

【銀座もの繋ぎプロジェクトからエール】 

 もの繋ぎ No26「ネイルサロンリュクス」『選べる施術チケット』 

 ネイル専門店として歌舞伎座裏でオープンして１２年。経験値の高いネイリストが細かい拘りと要望を形にし唯一無二のネイルを提供します 

 
 

⑮マスクの中も快適に！ラグジュアリーなオーラルケア福袋 8,800円限定 20袋（16,000円相当） 

化粧品  

マスク生活の中で気になるお口のケア福袋。「マービス」の選べる歯磨き粉、「マービス」マウスウォッシュ、【銀座クリスタルデンタル 

オフィス】でのスペシャルクリーニングチケットをお付けしております。 

もの繋ぎ No27「銀座クリスタルデンタルクリニック」ブランドショップが立ち並ぶ並木通りにある、優雅な時間を過ごせる歯科クリニック。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着物デビュー応援！ 

巣ごもり美容応援！ 

 

銀座もの繋ぎプロジェクト 

 

1922（大正 11 年）創業の老舗和菓子店「木挽町よしや」（中央区銀座３丁目） 

３代目、斉藤大地氏が、2020 年４月２日から展開しているプロジェクト。 

 

新型コロナウイルスの影響による苦境を銀座の街の絆で乗り越えようと、 

店の商品を物々交換し、木挽町よしやの公式 SNS で紹介することで、 

「助け合いの輪」を作ることを目指した企画です。交換を重ねるごとに 

輪は大きく強く広がり、松屋銀座は 98 回目の交換に参加（写真）。 

8 月には 100 回を数えました。 

 

１２月には松屋銀座８階で「銀座もの繋ぎプロジェクト展（仮題）」を 

開催予定です。 

＊詳細は別途発表いたします 

 

 

 

 

12/26 

販売 

1/2 

販売 
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１９３１年創業の松屋浅草は、地元の方の身近な店として、また浅草観光客のお土産をお買い求めいただく場として、

地元密着型の百貨店として８９年に渡りご愛顧いただいております。コロナ禍において観光客が減少した浅草の街を

少しでも安心安全に楽しんでいただきたいという思いから、人力車「えびす屋」、雷おこし「常盤堂」、「雷門旅館」など 

業界を越えた街のお仲間とタッグを組み、コラボ福袋企画が実現しました。 

 

 

⑯新春浅草初詣満喫福袋 20,210円限定 10袋（35,000円相当） 浅草店  

■利用期間：2021 年 1 月 4 日(月)ー8 日(金)、11 日(祝月)ー15 日(金)の計 10 日間 

■限定数：各日 1 組 2 名様限り 計 10 点 

例年初詣に多くの参拝客が押し寄せる「浅草寺」。観光をしつつ、空いたタイミングで初詣が楽しめます。 

・〈雷門旅館〉雷門や仲見世通りを見下ろせるお部屋 12－18 時のデイユース 

・〈浅草みくも〉京都の一流料亭出身の板長の特別和食弁当 1 折×2 個 

・〈葱善〉江戸時代から受け継がれてきた貴重な固定種のネギ『江戸千住葱』1 パック 2 本入×2パック 

・〈えびす屋〉人力車 2 人乗り 13 分プラン 

・〈常盤堂雷おこし本舗〉雷おこし＆人形焼お土産セット 

《予約方法》 

・予約期間：12 月 9 日（水）～20 日（日） ＊以降完売まで浅草店にて承り 

・承り場所 店頭：浅草店：1 階ギフトカウンター  インターネット：松屋銀座インターネット 

・事前予約制になります。ご予約されたお客様へ松屋浅草からご連絡させていただきます。 

 

 

 

⑰新春浅草あそび福袋 11,000円（限定 125袋） 13,500円相当 浅草店  

■利用期間 2021 年 1 月 4 日(月)ー31 日(日)  *11 日(月)、18 日(月)、25 日(月)を除く 計 25 日間 

■限定数 各日 1 組 2 名様×5 点限り 計 125 点 

浅草で様々な体験・あそびを満喫できる福袋。 

・雷 5656 会館にて雷おこし作り体験 40 分程度×2 名様 

・雷一茶のお抹茶体験 40 分程度×2 名様 

・えびす屋の人力車 2 人乗り 13 分プラン×1 

・常盤堂雷おこし本舗の雷おこし＆人形焼お土産セット 

《予約方法》 

・予約期間：12 月 9 日（水）～20 日（日） ＊以降完売まで浅草店にて承り 

・承り場所 店頭：浅草店：1 階ギフトカウンター  インターネット：松屋銀座インターネット 

・事前予約制になります。ご予約されたお客様へ松屋浅草からご連絡させていただきます。 

 

＊価格はすべて税込です 

＊販売日、販売方法は変更になる場合がございます 

 

松屋浅草 × 浅草の街 コラボ福袋  

浅草寺初詣応援！ 

浅草観光応援！ 

〔本件に関するお問い合わせ〕 

 

松屋銀座 総務部広報課 矢吹・大原・福原・桐岡 

〒104-8130 東京都中央区銀座 3-6-1 TEL:03-3561-0070（広報直通）・FAX:03-3535-6027 

 

事前

予約 

事前

予約 
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