
 

 

 

 

令和 3年 4月 23日 

（一社）日本百貨店協会 

【阪急阪神百貨店】 

 [『TOKYO CAKE DIARY』阪急阪神百貨店のケーキ宅配が東京進出（4/19～）] 

4 月 19 日、東京都内で生ホールケーキの通年宅配サービスを新たに開始。 

 [阪急メンズ大阪が関西の百貨店で初めて「エコマーク」を取得（3/19）] 

阪急メンズ大阪は 3 月 19 日、関西の百貨店ではじめて、公益財団法人日本環境協会が制定

するエコマーク「小売店舗向け」認定を受けた。 

 [高槻阪急、地元飲食店を応援する「グルメピクニック」開催（4/1～4/11）] 

高槻阪急は、「コロナ禍で苦戦を強いられる地元の飲食店を少しでも元気に！」をスローガ

ンに、地元の飲食店を盛り上げる催し「高槻グルメピクニック」を開催。 

[宝塚阪急、「宝塚すみれクッキー」販売開始（4/1～）] 

市の地域活性化プロジェクトに宝塚阪急が参画。共創の結晶 ‟宝塚すみれクッキー”が本

格デビュー。 

【小田急百貨店】 

[オンラインショッピング・新コンテンツ「お取り寄せパン」展開スタート（4/14～）]  

小田急百貨店 ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」で、4月 14日から、 

「バイヤーが選んだお取り寄せパン」の展開がスタート。 

[パンケーキ専門カフェ「CAFE KRUZE」が都内に初出店（4/7～）]  

小田急百貨店新宿店本館４階婦人服フロアで、4月 7日に千葉県市原市のパンケーキ専門

カフェ「CAFE K RUZE （カフェクルゼ）」をオープン。 

【三越伊勢丹】 

[「三越伊勢丹のランドセル 2022」〜三越伊勢丹オンラインストアで販売開始（4/1～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでは、4月 1日より 2022年春入学のお子さま向けのランド

セル販売を開始した。 

[母の日「三越伊勢丹デジタルメッセージカード」スタート（4/2～5/25）] 

 お母さんへのありがとうを花ことばで贈る、母の日「三越伊勢丹デジタルメッセージカ 

ード」を 4 月 2 日よりスタート。 

【髙島屋】 

 [浅田真央サンクスツアー展（4/28～5/10）]  

日本橋髙島屋で「浅田真央サンクスツアー展」を開催。浅田真央自身が全てをプロデュー

スしたショーは、“リンクから展覧会へ”カタチを変えて想いを伝える。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[初の大規模な現代アート展「ART! ART! OSAKA」開催（4/7～4/25）]  

大丸梅田店全館で、“ Be Colorful ”をテーマに「現代アート」の大規模な展示即売会を初

開催する。 

各社の直近の重点施策 
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[「誕生 65 周年記念 ミッフィー展」開催（4/28～5/10）]  

2020 年、誕生 65 周年記念 ミッフィー展を開催する。テーマは“With”。初来日を含む 250

点以上が集合する。 

[大丸梅田店、初の自転車専門店「ベストスポーツ」オープン（3/17～5/10）]  

大丸梅田店で、初の自転車専門店＜ベストスポーツ＞が 3 月 17 日にオープン。 

[第 76 回春の院展開催（4/10～4/18）] 

松坂屋名古屋店で、日本美術院主催公募展覧会「第 76 回春の院展」を 2 年ぶりに開催  

[松坂屋名古屋店 410 周年祭（4/7～4/20）] 

松坂屋名古屋店で、創業 410 周年の新たなスタートとして「五感の時間」をキーワードに、 リ 

アル店舗の新しい価値に挑む体験型のイベントを開催。 

[期間限定極印入り 純金 金シャチ 大判小判（4/10～）] 

松坂屋名古屋店で、名古屋城天守の金シャチを展示する「名古屋城金シャチ特別展覧」に合わ 

せて、名古屋城の金鯱をモチーフにした純金製の大判小判の受注販売を開始。 

[2021 洋菓子フェスタ in Kobe（4/29～5/5）] 

大丸神戸店では、「洋菓子フェスタ in Kobe 」を 2 年ぶりに開催。会場には、おうち時間を少 

し贅沢でもっと楽しいものにしてくれる、多彩なテイクアウトスイーツが登場する。 

[Think GREEN の取り組み「エコフリサイクルキャンペーン」「エシカルフレグランス 」] 

地球温暖化が進み様々な環境問題を抱えている社会状況を考慮し、環境負荷の少ないサステナ

ブルな商品・サービスを提案する活動「Think GREEN」 

 [「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」内覧会（4/16）]  

マーベルヒーローたちを象徴するアイテム展示や、その世界観を楽しめる体験型イベント 

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」の内覧会開催 

[神戸旧居留地 LIVE「知る人ぞ知る！神戸おすすめギフト」（4/23）]  

神戸・旧居留地を感じられる「知る人ぞ知る」おすすめの商品をライブ配信にてご紹介。 

【松屋】 

[5.9 Thanks Mother's Day 松屋銀座の「母の日」ギフト（4/21～5/9）]  

今年の母の日は「ECで贈る家ナカ充実ギフト」「おうちで贅沢グルメ」 

 [松屋浅草 江戸の食フェア＆浅草下町みやげ（4/28～5/4）] 

コロナ禍のＧＷ 美味しいグルメ｢お持ち帰り｣で浅草応援。「浅草もの繋ぎプロジェクト」 

コラボ企画も初開催。 
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[施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

[『TOKYO CAKE DIARY』阪急阪神百貨店のケーキ宅配が東京進出（4/19～）] 

4月 19日、東京都内で生ホールケーキの通年宅配サービスを新たに開始。 

阪急阪神百貨店は 4 月 19 日、東京都内で生ホールケーキの通年宅配サービスをスタート

した。阪急百貨店公式通販サイト HANKYU E－STORES 内の専用ページから注文を

受け付ける。（リリース） 

[阪急メンズ大阪が関西の百貨店で初めて「エコマーク」を取得（3/19）] 

阪急メンズ大阪は 3月 19日、関西の百貨店ではじめて、公益財団法人日本環境協会が

制定するエコマーク「小売店舗向け」認定を受けた。 

阪急メンズ大阪は、公益財団法人日本環境協会が制定するエコマーク「小売店舗向け」認

定基準をクリアし、関西の百貨店として初の認定を受けた。環境配慮型商品の幅広い品揃

えや、お客様と一体となった環境配慮活動などを推進している店舗に付与される。（リリース） 

[高槻阪急、地元飲食店を応援する「グルメピクニック」開催（4/1～4/11）] 

高槻阪急は、「コロナ禍で苦戦を強いられる地元の飲食店を少しでも元気に！」をスロー

ガンに、地元の飲食店を盛り上げる催し「高槻グルメピクニック」を開催。 

「コロナ禍で苦戦を強いられる地元の飲食店を少しでも元気に！」をスローガンに、地元銀

行・企画会社と共同で、地元の飲食店を盛り上げる催し「高槻グルメピクニック」を開催。期

間中、地元飲食店が自慢のメニューをご提供、テイクアウトメニューも充実。（リリース） 

[宝塚阪急、「宝塚すみれクッキー」販売開始（4/1～）] 

市の地域活性化プロジェクトに宝塚阪急が参画。共創の結晶 ‟宝塚すみれクッキー”が

本格デビュー。 

兵庫県の補助金制度異業種交流活性化支援事業を活用した「華野彩 （はなのいろどり） 」

ブランド開発に参画。地域の事業者たちとの共創で、市花のすみれを食べられる花＝エデ

ィブルフラワーとして使用した“宝塚すみれクッキー”が誕生。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[オンラインショッピング・新コンテンツ「お取り寄せパン」展開スタート（4/14～）]  

小田急百貨店 EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」で、4 月 14 日から、 「バ

イヤーが選んだお取り寄せパン」の展開がスタート。 

4 月 14 日から、EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」で、「バイヤーが選んだお

取り寄せパン」の展開がスタート。それぞれの店のこだわりや商品の魅力をたっぷり紹介する。

（リリース） 

[パンケーキ専門カフェ「CAFE KRUZE」が都内に初出店（4/7～）]  

小田急百貨店新宿店本館４階婦人服フロアで、4 月 7 日に千葉県市原市のパンケーキ

専門カフェ「CAFE K RUZE （カフェクルゼ）」をオープン。 

小田急百貨店新宿店本館４階婦人服フロアで、4 月 7 日に 千葉県市原市のパンケーキ専

門カフェ 「CAFE K RUZE」 をオープン。幅広いパンケーキメニューを楽しめるカフェ形態

を導入。都内では初出店。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[「三越伊勢丹のランドセル 2022」〜三越伊勢丹オンラインストアで販売開始（4/1～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでは、4月 1日より 2022年春入学のお子さま向けのランドセ

ル販売を開始した。 
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三越伊勢丹オンラインストアでは、2022年春⼊学のお⼦さま向けのランドセルを 4⽉1⽇より

販売開始。伊勢丹新宿店では 4⽉1⽇よりサンプルを展示し、28⽇から販売開始するほか、

オンライン接客サービスで、おうちでも安⼼してお選びいただける。（リリース） 

[「母の日「三越伊勢丹デジタルメッセージカード」スタート（4/2～5/25）] 

お母さんへのありがとうを花ことばで贈る、母の日「三越伊勢丹デジタルメッセージカード」

を 4月 2日よりスタート。 

4⽉2⽇〜5⽉25⽇、⺟の⽇キャンペーンとして特設オンラインサイトで「三越伊勢丹⺟の⽇

デジタルメッセージカード」をお⺟さんへ送付できるサービスをスタート。カードデザインは 4

種類、名前とメッセージを⼊⼒しオリジナルメッセージカードを作成できる。（リリース） 

 

【髙島屋】 
[浅田真央サンクスツアー展（4/28～5/10）]  

日本橋髙島屋で「浅田真央サンクスツアー展」を開催。浅田真央自身が全てをプロデュー

スしたショーは、“リンクから展覧会へ”カタチを変えて想いを伝える。 

「浅田真央サンクスツアー展」では、大型映像と華やかな衣装をアイスリンクに見立てた５つ

のステージで紹介する。ここでしか見ることのできないエピソードやオフショット、展覧会撮り

下ろし映像なども満載。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[初の大規模な現代アート展「ART! ART! OSAKA」開催（4/7～4/25）]  

大丸梅田店全館で、“ Be Colorful ”をテーマに「現代アート」の大規模な展示即売会を

初開催する。 

大丸梅田店では、“Be Colorful”をテーマに、Ｘ世代からＺ世代までより多くのお客様にお

楽しみいただける「現代アート」の大規模な展示即売会を初開催する。。（リリース）  

[「誕生 65周年記念 ミッフィー展」開催（4/28～5/10）]  

2020 年、誕生 65 周年記念 ミッフィー展を開催する。テーマは“With”。初来日を含む

250点以上が集合する。 

2020 年、誕生 65 周年を迎えた絵本の主人公ミッフィー。今回、”with” をテーマに、ミッフ

ィーをとりまく家族や友達が一緒に紡いでいく物語を、貴重な直筆原画やスケッチ、創作メ

モなどの資料を通して紹介する。（リリース） 

[大丸梅田店、初の自転車専門店「ベストスポーツ」オープン（3/17～5/10）]  

大丸梅田店で、初の自転車専門店＜ベストスポーツ＞が 3月 17日にオープン。 

大丸梅田店で、初の自転車専門店＜ベストスポーツ＞が 3 月 17 日にオープン。紳士のフ

ァッションブランドでも、自転車とも相性のよいファッションが続々登場し、アクティブなフロア

となる。（リリース） 

[第 76回春の院展開催（4/10～4/18）] 

松坂屋名古屋店で、日本美術院主催公募展覧会「第 76回春の院展」を２年ぶりに開催。 

松坂屋名古屋店で、日本美術院主催公募展覧会「第 76回春の院展」を２年ぶりに開催。入

選 309点の中から約 130点を展示。（リリース） 

[松坂屋名古屋店 410周年祭（4/7～4/20）] 

松坂屋名古屋店で、創業 410周年の新たなスタートとして「五感の時間」をキーワードに、 

リアル店舗の新しい価値に挑む体験型のイベントを開催。 

松坂屋名古屋店では、創業 410周年の新たなスタートとして「五感の時間」をキーワードに、 

リアル店舗の新しい価値に挑む体験型のイベントを開催。伝統や歴史と、最新デジタルテク
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ノロジーを掛け合わせた演出は時代の変化に応える百貨店の新しい姿を表現。（リリース） 

[期間限定極印入り 純金 金シャチ 大判小判（4/10～）] 

松坂屋名古屋店で、名古屋城天守の金シャチを展示する「名古屋城金シャチ特別展覧」 

に合わせて、名古屋城の金鯱をモチーフにした純金製の大判小判の受注販売を開始。 

松坂屋名古屋店では、16 年ぶりに地上展示されることになった名古屋城天守の金シャチを

展示する「名古屋城金シャチ特別展覧」に合わせ、名古屋城の金鯱をモチーフにした純金

製の大判小判の受注販売を開始する。（リリース） 

[2021 洋菓子フェスタ in Kobe（4/29～5/5）] 

大丸神戸店では、「洋菓子フェスタ in Kobe 」を 2年ぶりに開催。会場には、おうち時間 

を少し贅沢でもっと楽しいものにしてくれる、多彩なテイクアウトスイーツが登場する。 

大丸神戸店では、「洋菓子フェスタ in Kobe」を 2年ぶりに開催。全国の有名ブランドから地

元の人気ブランドまで、多彩なテイクアウトスイーツが登場する。パティシエたちの技が光る

デコレーションケーキコンテストなど、「洋菓子のまち・神戸」を体感できる。（リリース） 

[Think GREENの取り組み「エコフリサイクルキャンペーン」「エシカルフレグランス 」] 

地球温暖化が進み様々な環境問題を抱えている社会状況を考慮し、環境負荷の少ない 

サステナブルな商品・サービスを提案する活動「Think GREEN」。 

大丸松坂屋百貨店は、環境負荷の少ないサステナブルな商品・サービスを提案する活動 

「Think GREEN」 に取り組んでいる。リサイクル・リユース活動＜エコフ＞リサイクルキャン

ペーンを、大丸・松坂屋 10店舗で順次開催する。（リリース） 

[「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」内覧会（4/16）]  

マーベルヒーローたちを象徴するアイテム展示や、その世界観を楽しめる体験型イベント 

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」の内覧会開催 

マーベルヒーローを象徴するアイテムが身近に展示され、その世界観の中で写真を撮りな

がら楽しんでいただける体験型イベント。2021年 4月 17日から開催される同展の内覧会を

開催。（リリース） 

[神戸旧居留地 LIVE「知る人ぞ知る！神戸おすすめギフト」（4/23）]  

神戸・旧居留地を感じられる「知る人ぞ知る」おすすめの商品をライブ配信にてご紹介。 

ハイセンスなフラワーギフトや、神戸・兵庫のいいモノを大丸神戸店がピックアップし、おす

すめの商品をライブ配信にてご紹介。気に入った商品は大丸松坂屋オンラインショッピング

で即時購入が可能。（リリース） 

 

【松屋】 
[5.9 Thanks Mother's Day 松屋銀座の「母の日」ギフト（4/21～5/9）]  

今年の母の日は「ECで贈る家ナカ充実ギフト」「おうちで贅沢グルメ」 

コロナ禍でなかなか直接会えない今年の母の日。 松屋銀座では、 離れて暮らすお母さん

に、ご自宅からギフトを送る「EC で贈るギフト」や、おうち時間を充実させる家ナカギフト、お

うちで贅沢グルメを展開する。（リリース） 

[松屋浅草 江戸の食フェア＆浅草下町みやげ（4/28～5/4）] 

コロナ禍のＧＷ 美味しいグルメ｢お持ち帰り｣で浅草応援。「浅草もの繋ぎプロジェクト」コ

ラボ企画も初開催。 

外出が制限されるゴールデンウィーク。松屋浅草では、浅草界隈のグルメを持ち帰り、おうち

で美味しく楽しい気分を味わう「江戸の食フェア」を開催。例年の観光客の売上を見込めな

い名店への応援にも繋がる。また、観光客が激減した浅草の町の活性化を目的に活動する 

「浅草もの繋ぎプロジェクト」の応援企画を初開催。（リリース） 

 

以上 
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２０２１年４月１４日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

東京初！百貨店が“生ケーキ”の宅配サービスを通年で！ 

『TOKYO CAKE DIARY』 4 月 19 日からスタート 
阪急百貨店公式通販 HANKYU E-STORES 

 

株式会社阪急阪神百貨店（本社・大阪市北区）は 4月 19日（月）、東京都内で生ホールケーキの通年宅配サ

ービスを新たに開始します。 

同社は百貨店業界初のサービスとして、2019年 10月に関西のエリア限定で生ホールケーキを通年宅配する

「阪急のケーキ宅配」、2020年 10月にデパ地下のケーキを冷凍で全国にお届けする「CAKE LINK」を開始しま

した。配達エリア、取り扱いブランドを順次拡大し、2020年度下期の両サービスの受注数は前年同期比約 4 倍

に伸長、また、サービス開始からの累計受注数は 2021年 3月に 2万台を突破しました。 

今回、そんなケーキ宅配事業のさらなる拡大を目指し、生ケーキの宅配事業を関東（東京都の一部地域からス

タート）でも展開します。阪急百貨店公式通販サイト HANKYU E-STORES内の専用ページから注文を受け付

け、まずは中央区など 8つのエリア限定で、阪急うめだ本店洋菓子売場と、海外の有名パティスリー、街の人気

パティスリー合計 12ブランドのケーキをお届けします。 

今後、ブランド数、配達エリアを順次増やし、関東でも生ケーキのギフト需要や宅配需要を開拓していきます。 

  

○サービス名 ： 「TOKYO CAKE DIARY」 

○サイトＵＲＬ ： https://web.hh-online.jp/estores/campaign/cake_diary/index.html (4月 19日から) 

○取扱ブランド ： 合計 12 ブランド 

            「ピエール・エルメ・パリ」「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」「パティスリー カメリア銀座」 

「日本橋 千疋屋総本店」「アンリ・シャルパンティエ」「シーキューブ」「カサネオ」 

「パティスリー モンシェール」「新宿高野」「ア・ラ・カンパーニュ」「HIBIKA」 

「パティスリー ラ・ヴィ・ドゥ―ス」  

○送 料 ： 税込み 990 円 

             ※4 月 19 日から 5 月 16 日まで税込み 495 円 

○配 達 区 域 ： 中央区、千代田区、港区、新宿区、 

                 品川区、目黒区、渋谷区、江東区 

                 ※冷蔵でお届け 

○時 間 指 定 ： 1 便（午前 10時～午後 1 時） 

             2 便（正午～午後 4時） 

                3便（午後 3 時～7時） 

○予 約 開 始 ： 2021年 4月 19 日（月） 

○お 届 け 日 ： 2021年 4月 24 日（土）～ 

<お問い合わせ先> 

株式会社阪急阪神百貨店 阪急本店広報担当   ＴＥＬ：０６-６３１３-９２２７  

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部  ＴＥＬ：０６-６３６７-３１８１ 

       

 

「ピエール・エルメ・パリ」ミロワール イスパハン 

（直径 15ｃｍ×高さ 4ｃｍ） 税込み 6,048 円 
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２０２１年３月２３日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

  

「阪急メンズ大阪」が関西の百貨店で初めてエコマークを取得 
 

株式会社阪急阪神百貨店（本社・大阪市北区、山口俊比古社長）が運営する「阪急メンズ大阪」が、      

公益財団法人日本環境協会が制定するエコマーク「小売店舗向け」認定基準をクリアし、3月19日（金）付

で関西の百貨店として初の認定を受けましたのでお知らせいたします。 

エコマークは、様々な商品（製品およびサービス）の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフ 

サイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境

ラベルです。 

今回、阪急メンズ大阪が取得したエコマーク「小売店舗向け」（エコストア）は、環境配慮型商品の

幅広い品揃えや店舗の運営における環境への取組み、お客様と一体となった環境配慮活動を推進して

いるお店に付与されるものです。 

阪急メンズ大阪では、今後も環境にやさしいお店として、従業員一同、環境に配慮した取り組みを

推進してまいります。 

 

◎ エコマーク「小売店舗 Version 2.1」 
 
認定番号：第 20 501 001 号 
 
認定日 ：2021年 3月 19日（金） 
 

阪急メンズ大阪での環境への取り組み活動一例： 
 

＜ お客様向け ＞ 

・環境にやさしい「持ち帰り方」を考える、スマート          

ラッピングキャンペーンご協力のお願い 

・日本のモノづくりを伝えるトレーサビリティ企画展示の 

実施 

・商品を長く使い続けていただくためのリペア＆メンテ 

ナンスイベントの実施 
 

＜ 従業員向け ＞ 

・従業員自身がパーソナリティーを務めるライブ放送「HANKYU SDGs LIVE」（開店前の店内 

 放送）による啓発活動 

・館内全従業員が参加するエコマーク説明会や、開店前の朝礼や掲示板を利用した取り組み 

の見える化と情報共有 

・廃棄物の分別収集、節電キャンペーン 

        

（ご参考）●阪急メンズ大阪 

住所・電話番号 大阪市北区角田町 7番 10号 ０６－６３６１－１３８１（代表） 

営業時間    平日 午前 11時～午後 8時 ／ 土曜日・日曜日・祝日 午前 10時～午後 8時 

                ※営業時間は、変更になる場合がございます。 

       ホームページ  https://www.hankyu-dept.co.jp/mens/ 
 

●公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 

ホームページ  https://www.ecomark.jp/ 
 

  

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１  

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
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2021年 3月 29日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

コロナ禍を乗り越え、街を元気に！！
１９店が一堂に！高槻阪急「高槻グルメピクニック」 
場所：高槻阪急４階催場、期間：４月１日（木）～１１日（日） ※最終日は 16 時閉場 

株式会社 阪急阪神百貨店(大阪市北区)が運営する高槻阪急は、「コロナ禍で苦戦を強いられる地元の 

飲食店を少しでも元気に！」をスローガンに、地元銀行・企画会社と共同で、地元の飲食店を盛り上げる催し

「高槻グルメピクニック」を開催します。期間中、地元飲食店が自慢のメニューをご提供、テイクアウトメニューも

充実させました。 

2020年 8月より高槻阪急 店内で立ち上げた「たかつき地域共創プロジェクト」では、高槻エリアとより広く、

より深い繋がりを創り上げることを目的に、行政・学校・商店街・病院・サークルといった地元企業・団体や  

生産者・クリエイターなどの個人と連携し、「～行ってみたい・住んでみたい～いつも元気である街づくり活動」

に取り組んでいます。 

株式会社 阪急阪神百貨店 高槻阪急 営業企画部  ＴＥＬ０７２（６８４）５３５４ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１

＜この件に関するお問い合わせ先＞
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２０２１年３月３１日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

  

市の地域活性化プロジェクトに宝塚阪急が参画 

共創の結晶 ‟宝塚すみれクッキー”が本格デビュー 
 

 株式会社阪急阪神百貨店が運営する宝塚阪急（兵庫県宝塚市）は、宝塚商工会議所が窓口となり  

兵庫県の補助金制度異業種交流活性化支援事業を活用した「華野彩（はなのいろどり）」ブランド開発に 

参画。地域の事業者たちとの共創で、市花の‟すみれ”を食べられる花＝エディブルフラワーとして 

使用した、同ブランド第 1 号商品となる‟宝塚すみれクッキー”がこのたび誕生しました。4 月 1 日

（木）から宝塚阪急にて本格デビューいたします。 

宝塚阪急は、阪急百貨店の支店の中でもいち早く、地元の生産者の産品を紹介する「宝塚マルシェ」

などを開催し、地域とのつながりを大切にしてきた店舗です。これからも地域とともに地域の活性化

に取り組んでまいります。 

 

◎ 宝塚すみれクッキー 
 
2019 年に、宝塚市内で飲食店のオーナーを務める坂上 晶彦 氏と、料理家・健康カウンセラーであり、

フレンチ×タイ料理レストラン「マグノリア」のオーナーシェフ 大岩 旺邑子（ゆみこ） 氏により、市内で

栽培されたエディブルフラワーを使って商品開発を行う、オリジナルブランド「華野彩」のプロジェクト

がスタート。2020年には宝塚阪急も同プロジェクトに参画し、‟宝塚すみれクッキー”が誕生。 

使用されるエディブルフラワーは、農林水産省のガイドラインに基づき農薬不使用の土で育てられた 

もので、手摘みされ、無添加・無着色。一般的にビタミンが豊富と言われています。 

2月 24日（水）からテスト的に販売をスタートさせたところ、40代前後の、店の中心顧客よりも若い方

を中心に売れており、その後歌劇のファンの方からの情報発信でさらに人気が高まり、4 月から本格的に

販売することとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バタークッキー、アイシングクッキー、5色のディアマンクッキー入り。            

バタークッキーの一部は宝塚産の食用すみれの花びらをトッピング 

した‟宝塚すみれクッキー”。ほかにも、食用ビオラ（園芸用すみれ）で 

着色したディアマンクッキー（青）など。 
 

・「マグノリア」宝塚すみれクッキー（21枚入り）税込み 1,501円 

・販売場所：宝塚阪急 食料品売場 銘菓銘品日本の味コーナー 

 

 

 

 

株式会社阪急阪神百貨店 宝塚阪急 フード販売部 ＴＥＬ０７９７（８１）１２３３（代表） 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１  

 

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 
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報道関係資料                             2021 年 4 月 14 日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日の食卓にパンが欠かせないという方は多いはず。小田急百貨店の EC サイト「小田急百貨

店オンラインショッピング」では、4 月 14 日（水）から、「バイヤーが選んだ お取り寄せパン」

の展開がスタートします。それぞれの店のこだわりや商品の魅力をたっぷり紹介するコンテンツ

で、スタート時は 8 ブランドの商品を取り揃え、随時ブランドを追加しながら通年販売します。 
 

◆小田急百貨店オンラインショッピング「バイヤーが選んだ お取り寄せパン」 

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0725 

 

 

新宿駅西口で長年親しまれてきた人気店のセットが登場！ 

 このコンテンツのイチオシは、新宿の人気店『墨繪（すみのえ）』の「人気パン 12個セット」

です。新宿駅西口に隣接していたメトロ食堂街（2020年 9月閉館）で『レストラン墨繪』として

営業しながら、食事と一緒に店内で作る焼きたてのフランスパンを提供したことが始まりで、1994

年に売店でのパンの販売をスタート。近隣にお住まいの方や、通勤やショッピングで新宿駅を利

用する方など、多くのファンから愛されてきました。当社の新宿店が同じ新宿駅西口に位置する

というご縁から、当社の EC サイトでの販売が実現しました。 

 

●『墨繪』 

人気パン 12個セット 3,600円（送料込・冷凍） 

フランスパン生地にドライフルーツやナッツなど具材

を練り込んで焼き上げるのが墨繪パンの特徴で、かみし

めるほどに甘みが感じられます。一番人気のチョコレー

トパンをはじめ、いちじくパン、オニオンパン、オレンジ

パン、くるみパン、ぶどうパンなど人気商品を詰め合わせ

ました。 

 
 

新宿駅西口で長年親しまれてきた人気パンが登場！ 

オンラインショッピングバイヤーが厳選した 
「お取り寄せパン」の展開がスタート！ 
～小田急百貨店オンラインショッピングの新コンテンツ～ 
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バイヤーが厳選！全国各地の美味しいパンが味わえます！ 

せっかくお取り寄せするなら、日頃なかなか味わえないパンに出会いたいもの。全国各地から、

アイテムが重ならないようバイヤーが厳選しました。食パンをはじめ、ドイツパンやベーグル、

メロンパン、カレーパンといった豊富なラインアップです。各店の商品一例を紹介します。 

 

●『とみたメロンハウス』 

こだわりメロンパン 20個入（要調理） 4,980円（送料込・冷凍） 

北海道の富良野にある、1988年創業のメロン専門店『とみたメロ

ンハウス』。濃厚な甘さの赤肉メロン、さわやかな甘みの青肉メロ

ンの果肉ピューレをたっぷり使ったクリームが入った 2 種類のメ

ロンパンを 10 個ずつ詰合せました。発酵してオーブンで焼くだけ

で、簡単に焼き立てメロンパンが出来上がります。 

 

●『ココベーグル』 

人気ベスト３ベーグルセット 3,460 円（送料込・冷凍） 

沖縄の素材と北海道産小麦で作る、無添加のもちもちベーグ

ル専門店。「白玉紅芋あん」「きなこチョコ」「えだまめチーズ」

の人気ベスト 3のほか、基本の「プレーン」、パリパリとモチモ

チを追求した「もちもち」の 5種類のベーグルを、各 2個合計 10

個詰め合わせました。 

 

●『パン ド サンジュ』 

とびばこパンセット 3,154円（送料込・冷凍） 

 2012年に大阪にオープンしたパン屋で、店名は「おサルのパン」と

いう意味のフランス語。人気の「とびばこパン」の 6個入りのセット

です。製造過程の段階で蒸して瞬間冷凍する工程を挟むことが冷凍パ

ンの美味しさの秘密で、水分量を多く含んだ状態で提供でき、“しっ

とり、ふっくら”を味わっていただけます。 

 

●『リンデ』 

本格派ドイツパンセット 2,160円（送料込）   

 1997 年に吉祥寺にオープンしたドイツパン専門店。ドイツマ

イスターの指導のもと、日本風にアレンジせず本場ドイツの味を

再現しています。ライ麦パンシリーズの最も代表的なドイツパン

「ロッゲンフォルコンブロート」「ロッゲンミッシュブロート」

各 1個、ドイツ定番「プレッツェル」2個を詰め合わせました。 

 

●『八天堂』 

くりーむグラパン 10個詰合せ 4,212円（送料込・冷凍） 

 1933年創業の広島の老舗。くりーむパンが定番人気ですが、外は

カリっと、中はもちもちの“お食事パン”シリーズが登場。まろや

か仕立てのホワイトソースとトマトソースがチキンと絡んで食べ

応えたっぷりの「くりーむグラパンチキン」4個と、「くりーむグラ

パンベーコン」3個、「くりーむグラパンカレー」3個のセットです。 
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●『コーナーポケット』 

コーナーポケットオリジナル食パンセット 3,540円（送料込） 

 1983年に創業した山梨・八ヶ岳のパン屋。美味しい水や空気をた

っぷり閉じ込めて焼き上げたパンをお届けします。ハチミツと牛乳

を使って、甘めにふんわり仕上げた「八ヶ岳ゴールドブリオッシュ」

と、「黒玉ねぎ食パン」「全粒粉入りクロワッサンブレッド」の贅沢

なバラエティ食パン 3点セットです。 

 

●『代官山シェ・リュイ』 

カレーパンセット 4,500 円（送料込・冷凍） 

 1975年に代官山に第一号店を開店し、フランス菓子・パン、フラ

ンス料理を提供。お子さまにも優しい福神漬けが入った特製フィリ

ング「レギュラー（甘口）」10個と、カレーパングランプリにおいて

金賞を受賞した「辛口」5個のセットです。出来立ての美味しさをそ

のまま冷凍でお届けします。 

 

 

 

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327 FAX：03-5325-3670  

Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 
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報道関係資料 

2021 年 4 月 7 日 

株式会社小田急百貨店 

▲「パンケーキ デ サンド®」 

（テイクアウト限定）※イメージ 

▶クルゼスペシャル 1,500円 

新鮮ないちごと一緒に特製ベリーソースと

ピスタチオの風味広がるクリーム、練乳を合

わせたオープン限定スペシャリテ。フルーツ

の酸味とピスタチオクリームの優しい甘み

が春らしさを演出するパンケーキです。 

▲「季節のフルーツパンケーキ」 ▲「お好み焼きパンケーキ」 

（ランチ限定） 

パンケーキ専門カフェが都内に初出店！ 

「CAFE KRUZE（カフェクルゼ）」がオープン 
～ 本館 4階に４月 7日（水）オープン！いちごとピスタチオの限定パンケーキも ～     

 

 小田急百貨店新宿店の本館４階婦人服フロアでは、本日、4月 7日（水）に千葉県市原市

のパンケーキ専門カフェ「CAFE KRUZE（カフェクルゼ）」をオープンします。旬のフルーツ

を使用したフワフワ食感のパンケーキやランチ限定メニューを提供します。 

 これまで、期間限定の食料品売場での催事やバレンタインイベントでのテイクアウトの

パンケーキサンド販売が好評であったことから、今回はより幅広いパンケーキメニューを

楽しめるカフェ形態の導入に至りました。都内では初出店となり、注目を集めそうです。 

 
■フワフワ食感のパンケーキメニューを展開「CAFE KRUZE」 
人気メニューのフルーツパンケーキは、選りすぐりの卵を使用し、コシのあるメレンゲ

で作ったしっとりフワフワの生地に、農園から直接仕入れた新鮮なフルーツをトッピング

し、甘さ控えめのミルキーな生クリームを合わせました。フワフワパンケーキの食感と採

れたてフルーツの瑞々しさを味わえます。 

デザート系のパンケーキのほか、ランチ限定の“お食事パンケーキ”やサラダ、スープ、

ドリンクを展開します。また、たっぷりのフルーツが断面からのぞく見た目がかわいいと

SNSで話題の「パンケーキ デ サンド®」をテイクアウト限定で販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜オープン記念の限定メニューやプレゼント企画も！＞ 

オープンを記念して 4 月７日（水）～21 日（水）の期間、限定メニューの提供と先着で

ミニエコバッグのプレゼントを実施します。 

 

●【4月 7日（水）～21日（水）期間限定メニュー】 
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●【ミニエコバッグプレゼント】 

4月 7日（水）～21日（水）の期間中、『CAFE KRUZE』（店内飲食・

テイクアウト）をご利用の各日先着５０名様にミニエコバッグを

プレゼントします。 

 

 

 

 

 

【店舗概要】 

１．店 舗 名  『CAFE KRUZE（カフェ クルゼ）』 

２．オープン ２０２１年４月７日（水） 

３．場 所 小田急百貨店新宿店本館 4階婦人服フロア 

４．営業時間 １０時～２０時３０分（日・祝は２０時まで） 

※ランチ 11時 30分～14時 30分 

５．展開商品一例（税込表示） 

 季節のフルーツパンケーキ 1,300円 

 和風パンケーキ 1,100円 

 お好み焼きパンケーキ 1,200円 ※ランチ限定 

 スーププレート 1,200円 ※ランチ限定 

 お子様パンケーキ（アイス、ドリンク付）700円 ※小学生以下対象 

 彩り気まぐれ野菜のシーザーサラダ 1,100円 

 塩麹のあっさりスープ 600円 

 ドリンク 約 15種 500円から 

 パンケーキ デ サンド® 約 15種（日替わり・季節商品あり） ４５０円から ※テイク

アウト限定 

６．お客さまからの問合せ先   ０３-６２５８－０７８１（直通） 

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327 FAX：03-5325-3670 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 
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「三越伊勢丹のランドセル2022」4⽉1⽇（⽊）〜三越伊勢丹オン「三越伊勢丹のランドセル2022」4⽉1⽇（⽊）〜三越伊勢丹オン
ラインストアで販売開始！ラインストアで販売開始！

三越伊勢丹のオリジナルから⼈気の⼯房系、ファッションブランドのランドセル約900点をご紹介三越伊勢丹のオリジナルから⼈気の⼯房系、ファッションブランドのランドセル約900点をご紹介

★三越伊勢丹オンラインストア：4⽉1⽇（⽊）〜販売開始★三越伊勢丹オンラインストア：4⽉1⽇（⽊）〜販売開始

★伊勢丹新宿店：4⽉1⽇（⽊）〜サンプル約100点展⽰開始、4⽉28⽇（⽔）〜店頭販売開始★伊勢丹新宿店：4⽉1⽇（⽊）〜サンプル約100点展⽰開始、4⽉28⽇（⽔）〜店頭販売開始

三越伊勢丹オンラインストアでは、4⽉1⽇（⽊）より2022年春⼊学のお⼦さま向けのランドセルを販売を開始します。

オンラインストアでは、⼈気のパターンオーダーや、⼯房系、⼈気ブランドとのコラボレーションランドセルなど、約9

00点からお好みのランドセルを探すことが可能です。三越伊勢丹オンラインストアでご購⼊いただくと、⼩学校卒業ま

での6年間無料で修理を承ります。(⼀部対象外ブランドあり)

伊勢丹新宿店では4⽉1⽇（⽊）より約100点のサンプルを展⽰、28⽇（⽔）から販売を開始するほか、LINEやZOOMを

活⽤したオンライン接客サービスもご⽤意。おうちでも安⼼してお⼦様のランドセル選びをしていただけます。

【三越伊勢丹オンラインストア】https://www.mistore.jp/shopping/feature/baby_kids_f3/randoseru_bk

上記サイトでは、商品紹介のほか、「ラン活」基本情報や、売れ筋情報、素材の違いについてご紹介しています。

2022年のおすすめ商品2022年のおすすめ商品

ロイスター クラリーノキューブランドセルロイスター クラリーノキューブランドセル

ベーシックなデザインのキューブ型ランドセル。重厚感があるデザインで必要な機能はすべて搭載。軽量で背負い⼼地に

もこだわったランドセルです。豊富なカラーバリエーションも魅⼒。

PRESS RELEASE

報道関係各位

2021年04⽉09⽇
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
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三越伊勢丹オリジナル＜ロイスター＞クラリーノキューブランドセル 各58,300円 

トリコテ RIDEトリコテ RIDE A WAVE  A WAVE ランドセルランドセル

「ニットの温かさをもっと⽇常に」という思いからブランドをスタートした<トリコテ>。ディティールにもきちんとデ

ザインが⾏き届き、内装までかわいい。鮮やかな⾊合いの中に、優しさがあふれたランドセルです。

三越伊勢丹オリジナル＜トリコテ＞RIDE A WAVE ランドセル 各73,700円

アニエスベー キューブランドセルアニエスベー キューブランドセル

幅広い世代に愛されるフランスブランド＜アニエスベー>。落ち着いた美しさを感じさせてくれるカラーが特徴です。か

ぶせ裏のボーダー柄や、サイドに打たれた鋲がデザインのアクセントに。

17



三越伊勢丹オリジナル＜アニエスベー＞キューブランドセル 各92,400円

 

背負って試せる！「伊勢丹ランドセルフェスティバル 2021背負って試せる！「伊勢丹ランドセルフェスティバル 2021」 」 

4⽉28⽇（⽔）〜5⽉5⽇（⽔）、「伊勢丹ランドセルフェスティバル」を開催！三越伊勢丹オリジナルから⼈気の⼯房

系やブランドとのコラボレーションまで約800点のランドセルを⼀堂にご紹介します。

伊勢丹新宿店の店頭販売スタートは4⽉28⽇（⽔）〜「伊勢丹ランドセルフェスティバル」から。4⽉27⽇（⽕）まで店

頭では、サンプルの展⽰のみいたします。

※イベント終了後は、本館６階 スクール⼦供雑貨でお取り扱いいたします。

【「伊勢丹ランドセルフェスティバル2021」開催概要】

会期：4⽉28⽇（⽔）〜5⽉5⽇（⽔）

会場：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

URL：https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/randoseru_10

 

お家でラン活！伊勢丹新宿店のオンラインサービス お家でラン活！伊勢丹新宿店のオンラインサービス 
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チャット（LINE）接客チャット（LINE）接客

LINEを使った無料のサービス。お客さまお⼀⼈おひとりのご質問に担当がお答えいたします。お客さまのご都合のよい

ときに質問していただき、営業時間内の⼀両⽇中にご返信いたします。

※サービスのご利⽤には、伊勢丹新宿店Baby＆Kids公式LINEを友だち登録が必要です。

【LINE友だち登録】https://works.do/R/ti/p/bebiko@isetanmitsukoshi

テレビ電話接客「おうち de 伊勢丹 for ランドセル」テレビ電話接客「おうち de 伊勢丹 for ランドセル」

ZOOMアプリを使⽤した無料のサービスで、ご紹介できるランドセルは約100点（「伊勢丹ランドセルフェスティバル」

期間中は約800点）。ランドセルの選び⽅について販売員に直接ご相談したい場合などにおすすめ。三世代でテレビ電話

によるご相談も可能です。

※ご利⽤時間は40分となります。

【予約ページ】https://reserve.mistore.jp/reservation/service/3c18e0e8-b42d-4294-b654-b1d1aa5a8e27

※商品はすべて後⽇のお渡しです。

※価格はすべて税込です。

※イベントの内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。予めご了承ください。

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001677.000008372.html

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

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 広報・PR担当

TEL 03-3225-2474 FAX 03-3225-3646

【本件に関するお客さまからのお問合せ先】

伊勢丹新宿店 03-3352-1111 ⼤代表
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お⺟さんへのありがとうを花ことばで贈る、⺟の⽇「三越伊勢丹デお⺟さんへのありがとうを花ことばで贈る、⺟の⽇「三越伊勢丹デ
ジタルメッセージカード」を4⽉2⽇よりスタートジタルメッセージカード」を4⽉2⽇よりスタート

⺟の⽇に、直接会えないお⺟さんに、⾯と向かってもなかなか⾔えないお⺟さんに、気軽に「ありがとう」を⺟の⽇に、直接会えないお⺟さんに、⾯と向かってもなかなか⾔えないお⺟さんに、気軽に「ありがとう」を
伝えられるメッセージカードです。伝えられるメッセージカードです。

三越伊勢丹は4⽉2⽇（⾦）〜5⽉25⽇（⽕）までの期間、⺟の⽇キャンペーンとして特設オンラインサイトにて「三越三越伊勢丹は4⽉2⽇（⾦）〜5⽉25⽇（⽕）までの期間、⺟の⽇キャンペーンとして特設オンラインサイトにて「三越

伊勢丹⺟の⽇デジタルメッセージカード」をお⺟さんへ送付できるサービスをスタートいたします。カードのデザインは伊勢丹⺟の⽇デジタルメッセージカード」をお⺟さんへ送付できるサービスをスタートいたします。カードのデザインは

4種類から選択し、名前とメッセージを⼊⼒してオリジナルのメッセージカードを作成することができます。4種類から選択し、名前とメッセージを⼊⼒してオリジナルのメッセージカードを作成することができます。

三越伊勢丹 ⺟の⽇ デジタルメッセージカードはこちら↓

【URL】【URL】https://mi-messagecard.jp/mothersday/ https://mi-messagecard.jp/mothersday/ 

 

 

PRESS RELEASE

報道関係各位

2021年04⽉13⽇
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
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5⽉の第2⽇曜⽇は「⺟の⽇」。その起源には諸説ありますが、よく知られているのは「100年ほど前の アメリカ・ウェ

ストヴァージニア州で、亡き⺟を追悼するため、 フィラデルフィアの教会で⽩いカーネーションを配ったのが始まり」

という話です。それから約100年の⽉⽇を経て、2021年三越伊勢丹の⺟の⽇キャンペーンでは、

花をテーマにした「⺟の⽇デジタルメッセージカード」をご紹介いたします。

⺟の⽇にちなみ5⽉に咲く、⽇本にゆかりが深い4種類の花のアイコンから、お⺟さんのイメージに合う花ことばを選び

、名前とメッセージを⼊⼒してオリジナルのデジタルメッセージカードを作成することができます。

デジタルメッセージカードは、SNSやメールで送信できるので、紙のメッセージカードが付けられないギフトをプレゼン

トする際、オンラインでのギフトでも気軽に贈ることができます。

メッセージカードのデザインは、フランスと⽇本を拠点に幅広く活躍するグラフィックアーティストのカンタ・デロシュ

⽒。⾃⾝が⼿掛けた三越伊勢丹⺟の⽇のビジュアルは、⺟への感謝をリボンに込め、結ばれず、吹き抜ける⾵になびくさ

まは⾃由な⼥性としての⺟親を表現。本年のデジタルメッセージカードでは、オリジナリティのある花のビジュアルを描

き下ろします。

⾯と向かっては照れくさくて伝えられなかったり、会いたい時に会えなかったりする今こそ、⾔葉で感謝を伝えることが

本当に嬉しかったりするもの。コロナ禍でなかなか会えないお⺟さんに、プレゼントと共にありがとうの気持ちを花こと

ばに乗せて贈ってみてはいかがでしょうか。
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三越伊勢丹⺟の⽇キャンペーン三越伊勢丹⺟の⽇キャンペーン

実施店舗：三越伊勢丹グループ各店

会期：4⽉2⽇（⾦）〜5⽉25⽇（⽕）※メッセージの閲覧は5⽉31⽇(⽉）まで 三越伊勢丹オンライン特設ページ 

【デジタルメッセージカード】https://mi-messagecard.jp/mothersday/

【三越伊勢丹オンライン⺟の⽇ギフト】

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/mothersday_sp

 

 

カード柄の花の種類は４種類から選べます。カード柄の花の種類は４種類から選べます。

①⾺酔⽊（アセビ）=いつも親⾝な⺟

 

②⽊通（アケビ）=才能あふれる⺟
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③サフィニア=笑顔がすてきな⺟

 

④⾦鳳花（きんぽうげ）=輝いている⺟
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⾔葉に添えて。三越伊勢丹オンラインストアよりおすすめの3選⾔葉に添えて。三越伊勢丹オンラインストアよりおすすめの3選

⾔葉だけでは物⾜りない！お⺟さんをイメージしてゆっくりプレゼントを探すのもまた⺟への想いの時間。三越伊勢丹オ

ンラインストアでは、今年の⺟の⽇にぴったりなプレゼントを厳選してご紹介しております。

 

〈ニコライ バーグマンフラワーズ & デザイン〉三越伊勢丹限定プリザーブドフラワーBOX10,670円（税込）〈ニコライ バーグマンフラワーズ & デザイン〉三越伊勢丹限定プリザーブドフラワーBOX10,670円（税込）

2021年三越伊勢丹限定デザイン。優しい⾊合いのボックスに、ピンクのバラやカーネーションを美しいグラデーション

で配置し、モダンに仕上げました。
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https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000001645324.html

 

 

 

〈メゾン・ド・モンシェール〉薔薇のアップルタルト5,400円（税込）〈メゾン・ド・モンシェール〉薔薇のアップルタルト5,400円（税込）

サクサクのタルト台に薄切りにしたリンゴをバラのように並べた華やかな⼀品です。

https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000001609509.html
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〈第⼀園芸〉カーネーション＆〈フィーカ〉ハッロングロットル（ストロベリー）80点限り 6,545円（税込）〈第⼀園芸〉カーネーション＆〈フィーカ〉ハッロングロットル（ストロベリー）80点限り 6,545円（税込）

（花材：カーネーション/ ピンク/ ５号、お菓⼦：〈フィーカ〉ハッロングロットル（ストロベリー）賞味期間：製造⽇

より45⽇）

⺟の⽇フラワーセットの中でも⼈気の詰合せ。

https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000001636304.html

その他の贈り物はぜひ三越伊勢丹オンラインストアで。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/mothersday_sphttps://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/mothersday_sp

※諸般の事情により本イベントは変更、中⽌させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※価格はすべて税込みです。 

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001672.000008372.html

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

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

広報・PR担当

TEL 03-3225-2474

【本件に関するお客さまからのお問合せ先】

伊勢丹新宿店 03-3352-1111 ⼤代表
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 2021年 3月 

 

 

【会期・会場】 

2021年 4月 28日（水）～5月 10日（月） 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.本館 8階ホール 
 ※都合により変更になる場合がございます。最新の情報は日本橋髙島屋S.C.のHPをご覧ください。 

【入場料】前売券・当日券とも、特典付き（オリジナルミニファイル） ※（ ）内は前売料金 

    通常入場券：一般 1,000円（800円）／大学・高校生 800円（600円）／中学生以下無料 
      日時指定入場券（前売券・当日券）は、イープラスにて販売。 

発売期間については、当社HPをご覧ください。 

   HPのURL： https://www.takashimaya.co.jp/store/special/asadamao/index.html 

入場料の一部を新型コロナ感染症感染拡大防止の最前線で尽力する医療従事者へのご支援と    

して公益社団法人日本医師会に寄付いたします。 

▼浅田真央サンクスツアー展 e+券売URL及びQRコード https://eplus.jp/maotour_exhibition/ 

【主催】浅田真央サンクスツアー展制作委員会  

【特別協賛】株式会社ＳＧＣ  【協力】ＢＳフジ    【企画制作】オーク 

 

今まで応援してくださった皆さまに感謝を伝えたい！  
浅田真央が今まで滑ってきたプログラムの中からもう一度滑りたいプログラムを選び、メドレーという形で

キャストのスケーターと繋いでいく「浅田真央サンクスツアー」。浅田真央自身が全てをプロデュースした

ショーは、2021年でひと区切りを迎え、“リンクから展覧会へ”カタチを変えて想いを伝えます。 

迫力の大型映像と華やかな衣装をアイスリンクに見立てた５つのステージでご紹介。ここでしか見ること

のできないエピソードやオフショット、展覧会撮り下ろし映像も満載！サンクスツアーをあますことなくお

楽しみいただけます。 

 

巡回予定 

2021年 8月 11日（水）～8月 23日（月） 大阪髙島屋 7階グランドホール 
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３６０°サンクスツアーの魅力満載のイベントをご紹介 

 

＜One more Rink＞ 
サンクスツアーで浅田真央が実際に着

用した衣装と演技を、５つのリンクでじっ

くり巡ることができます。細やかで美しい

装飾や、ダイナミックな技の数々を心

ゆくまでご堪能ください。 

 

 

 

＜Team MAO＞ 
浅田真央がオーディションで選抜した９

名の大切な仲間“Ｔｅａｍ ＭＡＯ”と創

り上げるサンクスツアー。メンバーがま

とった華やかな衣装と、華麗なスケー

ティング映像をご覧ください。 

 

 

 

＜Making of Thanks Tour＞ 
サンクスツアーの全てをプロデュースした浅田真央。 

そこには、様々なドラマがありました。開催地での 

エピソードやオフショットなど、リンクでは見られない 

浅田真央や“Ｔｅａｍ ＭＡＯ”の姿をご紹介いたします。 

 

 

 

 

＜Thanks Tour Special Theater＞ 

サンクスツアーの演技をを迫力の大型スクリーンで 

上映。スピン、ジャンプなど等身大の浅田真央の 

ダイナミックな演技を体験することができます。 

 
※画像はイメージです。 

 

 

 

サンクスツアー展特設ショップ 
展示会限定のオリジナルグッズをはじめ、サンクスツアーグッズ、オフィシャルグッズなどを多数販売致

します。 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

本リリースについてのお問い合わせは、㈱髙島屋 日本橋店 企画宣伝部 広報・ＰＲ担当   

媒体でご紹介くださる際は、  ℡０３－３２１１－４１１１（髙島屋日本橋店代表） 
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ニューノーマル時代、おうち時間を大切にする人が増え、価値のあるものには投資を惜しまない

人増加。食、心地よい時間、空間にもこだわる。お気に入り、誰かを応援するなど、自分にとって価
値のあるものへの消費意欲は衰えておりません。

そこで、大丸梅田店では、今話題の「現代アート」に注目！
百貨店を謳歌してきたＸ世代（1960年代～1970年代半ば高度成長期に育った世代）から、今どき
のＺ世代（1990年半ば以降に生まれた世代）までより多くのお客様に、お楽しみいただきたけるよ
う、「現代アート」の大規模な展示即売会を初めて開催します。（入場無料）
資産価値として投資する方、これから活躍が期待される若手のアーティストを応援したいと思って
いただける方、今注目のアートを観てみたい方、ぜひ、ご覧ください。
その期間、大丸梅田店では、「現代アート」にインスピレーションを受けた“弾けるカラー”で、
ファッションから食まで全館、盛り上げます。

PRESS RELEASE 2021年３月25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 大丸梅田店

★アートを楽しむ、投資する方が増えています。

大丸梅田店は、“現代アート”に注目！

初の大規模な「現代アート展」を開催！約250点の作品を登場！
～展示即売・入場無料です！～

ART!ART! OSAKA開催！

大丸梅田店全館は、“Be Colorful”をテーマに展開！

●4 月7日（水）→25日（日） ●15階大丸ミュージアム＜梅田＞
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第1弾 コンテンポラリーアート
会期：4月7日（水）→18 (日） 大丸ミュージアム＜梅田＞15階

バンクシー「Very  Little Helps」 シルクスクリーン
50.6×37.4cm ed. 299 2008年

Hime「Seize the day」 シルクスクリーン
53×42.4ｃｍ

奥村彰一 「Tropical Skier」
116.7×90.0cm 絹本に岩絵具 2020年

オオガフミヒロ 「瞬きのおと」 45.５×45.5cm ミズテツオ 「LIUBICE」 65.2×50cm 

菅井 汲「VITTESSE A VITTESSE B」
二点一組 各22×21.8ｃｍ

関根信夫 「G15-316 二つのＸ」 65.2×5３cm 

クタニズム

KUTNism（クタニズム）とは、久
谷焼の産地である石川県小松市と
能美氏が共同で伝統工芸“久谷
焼”の魅力を伝える企画です。 大岩 千珠「侵食」

Ｗ40×Ｄ37×Ｈ38cm 
武田 茜 「共生」
Ｄ11×Ｈ10cm 

船木 大輔「土の脳溝『山童』
Ｗ26×Ｄ18×Ｈ33cm 
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第２弾 Daimaru 大現代アート展
会期：4月7日（水）→18 (日） 大丸ミュージアム＜梅田＞15階

バンクシー「LOVE IN THE AIR」 シルクスクリーン
50×70 cm ed. 500 2003年

岡本太郎「石と樹」 エッチング
27.5×35.5 cm ed. １00 1982年

Jamie Reid Billy childish 
「God save Margaret thatcher」
シルクスクリーン112×77cm ed. 500 2015年

元永定正「みどりのさんかくから」
シルクスクリーン
55×45 cm ed. 80 1982年

靉 嘔「 「富嶽噴火 凱風虹快晴」 木版画
28.7×38.1 cm ed. 300 1982年

アッパレ！アートパレード

今後の活躍が期待される20～30代の若手作家に加え、関西
出身お気鋭の作家も多く出品！現代を生きる作家たちの作品
をお楽しみください。

注目の立体たち

好きなものに包まれたとき
の幸福感。心地よい瞬間、
空間に身をゆだねた時のリ
ラックス間。見ていていやさ
れる作品を展示します。

野原邦彦 「オムレツマント」
FRP 168×70×70cm 

“
ふ
わ

ふ
わ

”

MARIA「さよなら、またいつか／
Goodbye,see you again someday.」

ペン、水彩、色鉛筆、紙、木製パネル30×30 cm 

高橋祐次「旅の記憶」アクリル、砂
91×727cm 
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meet your art
会期：4月7日（水）→20(火） 1階東特設会場

ブレイク 前夜展
会期：4月21日（水）→27(火） 1階東特設会場

【この件に関するお問い合わせ先】 大丸梅田店 広報担当 樋口陽子

ＴＥＬ：06-6343-5699 E-mail：yoko.higuchi@jfr.co.jp

オンラインショップ：「MEET YOUR ART」で検索！
http://shop.mu-mo.net/MEETYOURART/
Twitter:@MEETYOURART

アートYoutube番組「MEET YOUR ART」は、「アートと出会う」をコンセプト
に、アーティストインタビューやアート解説をしています。また、番組併設のオンラ
インショップでは、紹介アーティストの作品を実際にご購入いただけます。視聴
者の皆さんがアーティストの活動を支援するプラットフォームを目指します。

【アート・現代美術】油絵・日本画・写真・彫刻・インスタ
レーション・現代陶芸・アニメーション・盆栽・・・この番組は、
世界へと羽ばたく「ブレイク前」のアーティスト作品、制作風
景、こだわりなどを毎週紹介しています。日夜、作品を没頭
しているアーティストたちの熱い想いを感じてください。今展で
は、番組で過去に紹介したアーティストたちの中から選抜し、
展示販売します。

木原千春「赤のタブロー／CAT」 72.7×50 cm 2021年

高山 夏希「3－19」
Acrylic on canvas 91×91 cm  

2019 年

洋菓子人気ＮＯ１の＜ツマガリ＞の飴細工アマビ
エや孔雀など見ごたえのある作品も登場予定！

大丸梅田店全館は「現代アート」にインスピレーション。
“ゼット世代・ニューリッチ”に向け、“弾けるカラー”でカラフルに♪

■4月7日（水）→27(火）
アートに刺激されながら、ファッションや食も楽しむ・・・♪
情報化社会の中、人口知能の発達でＡＩ時代と言われ、ファッション業界でも、商
品の需要予測やＥＣ上でのリコメンドなど活用が広がっているようです。2021年春
夏のトレンドカラーは、心から美しい思える色、ビューティフルカラー。その中でも特に、
情報が高速度で粒子が飛び交うような、光を感じる鮮やかなカラーに注目！
グリーンや、イエロー、ピンク、ブルーまで、美しいカラーで、アクティブで楽しい気分に
なるような、気持ちが輝く空間となります。ぜひ、お楽しみください。
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“ＢE COLRFUL をテーマに、思わずなるような商品が続々登場します！例）

各フロアでも、「現代アート」にインスピレーション。
“弾けるカラー”Be カラフルに”♪ アートと感じるもの見つけてください！

↑●12Ｆ＜銀雪の里＞見てるだけで物語を妄想しそうなクッキーが♪
◇4月7日（水）→13日（火）知る人ぞ知る！造形作家がつくる即完売する焼き菓子。アートなクッ
キー缶だけでなく、陶器も登場します！

●４F＜PETS ROCK（tm）＞なんだか笑える雑貨いろいろ♪
◇4月7日（水）→27日（火）
セレブに愛用されているロンドン発の雑貨店。ペットと様々な著名人を独創的な写真とデ
ザインで組み合わせたユニークな商品です｡キャンパスアート、Tシャツ､トートバッグ､スマホ

ケース、ポーチまで、思わず笑っちゃうアートな雑貨がそろいます。

☆デパ地下のNEWショップからも、カラフルFOODが見つけました！

■B２＜いずみピクルス＞3/３オープン！
ピクルスのつめ方も、もはやアート！！カラフルな映えるドレッシングも♪
大阪・泉州産の水なすや玉ねぎ、フルーツを使ったピクルス、アロマドレッシングなど、30種類以上をラインアップ。フルー
ティな水なすと昆布だしのうまみが絶妙。

■B１＜デリス＞3/17オープン！
フルーツでアートするタルト。
フルーツ盛りだくさん、夢のようなタルト専門店。
こぼれ落ちそうなフルーツや、口どけの良い上品な
クリームをふんだんに使った宝石のようなタルトがず
らり。
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３F/アートなバッグは置くだけでも絵に。

10F 帽子やインナーにビビットカラーが

6F婦人服 アートな刺繍がすてき

10F アートな
おむつケーキ
は笑顔になる。

4Fスニーカーやパンプスにもさりげなくネオンカラーを☆

５F かぶると

アート好きのに
になる。

☆派手に！さりげなく！？ あなたの好きなアートなモノをお楽しみください！

■５F＜ジェイティード＞“美しすぎるアートスムージー！”として大人気です！
カラーを選ぶ美味しすぎるスムージーは、オーダーしてどんなデザインなのかはお楽しみ。
飲むのがもったいないぐらい美しい、そして美味しすぎるスムージーです。

■B２＜メルカート ピッコロ＞3/26オープン！
美味しいジャムのお店の“萌え断”のフルーツサンドは、断面で食欲そそる！
日本の果物の美味しさを伝えたくて。すべてが国産原料のジャムや、お菓子、調味料が揃います。

34



大丸梅田店全館は「現代アート」にインスピレーション。
“弾けるカラー”Be カラフルに”♪

全館のフォーカススポットが、ペン
キがこぼれたように、ダイナミックに
誘導！

８Ｆ14色ゴルフウエア＜ジャックバニー＞

ご案内掲示や、店内からシースルーとなるパブリックスペースに、
ゲリラ的に、アートが楽しめるマネキンを配置していくなど企画中。

（Be Colorful なもの一例です）
■15F 「ARTART OSAKA 」現代アート展開催！
◇12Ｆ 知る人ぞ知る！＜銀雪の里＞アートなクッキー缶だけでなく、陶器も登場！4/13まで
◇10F ベビーギフトはもやはアート「おむつケーキ」/ランドセルにもアートな刺繍が。
◇9 F     アーティストペイントTシャツ
◇8Ｆ ゴルフウエア＜ジャックバニー＞14色のカラフルなポロシャツが登場！

NEWショップ＜Ｇ／ＦＯＲＥ＞より、カラフルな手袋や防止が登場！
◇8Ｆ NEWショップ自転車専門店＜ベストスポーツ＞曲線美が美しい折りたたみ自転車！
◇7Ｆ 大人な婦人服フロアに、洋菓子＜ツマガリ＞の飴細工が登場！「アマビエ」まで！
◇5 F    美しすぎるアートスムージー＜ジェイティード＞
◇4F    セレブ人気の＜PETS ROCK> キャンバスアート、トートバッグ、スマホケースなど。
◇2F    コスメ＜ボビーブラウン＞や＜シュウウエムラ＞などアーティスティックなメイクを提案！
■1F    「ブレイク前夜展」現代アート展開催！
◇B1 アートなお菓子にキュン！ <ヴィタメール＞かわいいてんとう虫のケーキなど。
◇B2 NEWショップ＜いずみピクルス＞カラフルな野菜・フルーツ、

NEWショップ＜メルカート ピッコロ＞フレッシュな野菜のサンドウィッチ
＜フレッシュワン＞イキイキとしたカラフル野菜が勢ぞろい！35



 
 

「誕生65周年記念 ミッフィー展」 
 

テーマは、“With” 。 初来日を含む250点以上が集合！ 
 
 

●2021年4月28日（水）→5月10日（月）  
 

●大丸ミュージアム<梅田>大丸梅田店15階／物販会場 13階特設会場 

 
 

PRESS RELEASE 
2021年4月12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 大丸梅田店 
 

 

 2020年、絵本の主人公ミッフィー（うさこちゃん）は誕生65周年を迎えました。 
オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんが描くあたたかい物語は、世界中の人々
に愛され続けています。 
本展のテーマは、”with”。ミッフィーをとりまく家族や友達が一緒に紡いでいく物語
を、貴重な直筆原画やスケッチ、創作メモなどの資料を通して紹介します。そのほ
か、日本の絵本文化にも大きな影響を与えたブル−ナさんの思い出と創作の魅
力を、日本との関わりからも紐解きます。 

◆『ゆきのひの うさこちゃん』の原画の数々を展示！ 
 
ミッフィーの初期４作品のひとつで、冬の装いが特徴の『ゆきのひの うさこ
ちゃん』（1963年）。これまで１枚しか来日したことがない同作の原画を、
多数展示します。ブルーナさんが、手塗りで絵本を作っていた時代のぬくも
りを感じていただきます。 
 

◆初来日の原画や資料で、創作の秘密に迫る！ 
 
『うさこちゃん おばけになる』（2001年）、『うさこちゃんは じょおうさま』（2007年）、ミッフィーが登場す
る最後の作品となった「うさこちゃんと ふがこちゃん』（2011年）の原画はいずれも初来日です。 
『うさこちゃん ひこうきにのる』（1970年）、『うさこちゃんと にーなちゃん』（1999年）も加え、ミッフィー
がおばけごっこをしたり、飛行機に乗ったりと、家族や友だちと過ごす物語を紹介します。あわせて、言葉を
何度も推敲した様子がわかるメモや、絵本には採用されなかったカットなどで、ブルーナさんの創作の過程を
たどります。 

『うさこちゃんは じょおうさま』  
（左）スケッチ 2006年、（右）印刷原稿 2007年 

『うさこちゃんと ふがこちゃん』  
  印刷原稿 2011年 

『うさこちゃんは おばけになる』  
印刷原稿 2001年 

『ゆきのひの うさこちゃん』 原画 1963年 

 『うさこちゃん おばけになる』 
      印刷原稿 2001年  
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1927年、オランダ・ユトレヒト生まれの絵本作家・グラフィック
デザイナーとして世界的に活躍したディック・ブルーナさん。 
2017年2月に生涯を閉じるまでに、120タイトルを超える
絵本を刊行。全世界で約50ヵ国語に翻訳され、8,500万
部以上のロングセラーとなっています。ブルーナさんの作品は、
あたたかみのある手描きの線、鮮やかな色使い、観る者の
想像力に訴えるシンプルで大胆な構成で、世界中の子供
から大人まで幅広く愛されています。 
実は、日本は、世界でもいち早くブルーナさんの絵本を出版
した国のひとつです。（『ちいさな うさこちゃん』は、オランダで
は1963年、日本は翌年出版） 
また、ブルーナさんは生前何度か日本を訪れ、日本の作家
たちと交流する機会がありました。本展では、児童文学者で
絵本の翻訳をした石井桃子さんや絵本作家の五味太郎さ
ん、ミッフィーを読んで育った世代のさくらももこさんらのブルー
ナさんへの思いをパネルや原画などで紹介します。 

◆ブルーナさんと日本の関わりについて紐解く！ 

『うさこちゃん おばけになる』 
ストーリーメモ 2001年 

◆展覧会オリジナルグッズが大集合！ 

展覧会グッズが600種類以上ほか多数の“ミッフィーグッズ”を販売いたします。 

↑メディコム・トイによる初期４作品のフィギュアセット。展覧会オリジナルBOX付き。 
 UDFミッフィー４体セット 税込4,400円 

↑ながぐつ裏に「65」の刺繍が入り！   
  『ゆきのひの うさこちゃん』 
  ぬいぐるみ 税込3,300円 

↑カラフルな消しゴムセット。 
 カラー消しゴム 税込825円 

↑学校にもオフィスにも万能なリングメモ。 
ロルバーン ポケット付きメモ Mサイズ税込638円、Lサイズ税込803円  
（ご購入はお１人様につき１柄３冊まで） 
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誕生65周年記念 ミッフィー展 

【この件に関するお問い合わせ先】  大丸梅田店 広報担当  樋口陽子 

ＴＥＬ：06-6343-5699  E-mail：yoko.higuchi@jfr.co.jp 

半角1つ分アケ 

＊本展覧会は、混雑緩和、安全対策のため、全日程午前中のみ「日時指定制」とさせていただきます。 
入場券のご購入にあたり、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力賜れますようお願い申し上げます。 
 
■展覧会名：誕生６５周年記念 ミッフィー展 
■会場：大丸ミュージアム＜梅田＞ 大丸梅田店 15階 ※物販会場：13階特設会場 
■会期：2021年4月28日（水）→5月10日（月） 
 
■開場時間（15階展覧会会場）：午前10時→午後8時00分  
※入場開始は、午前10時10分から  
※最終入場は閉場時間の1時間前まで※最終日は午後6時閉場。（入場は午後5時まで） 
※ご招待券でのご入場、および、株主ご優待、大丸松坂屋お得意様カードご利用のお客様、障がい者手帳、 
特定疾患医療受給者証をお持ちのお客様、アサヒメイト会員様のご入場は、正午以降とさせていただきます。 
※開場時間は変更になる場合がございます。 
 
■開場時間（13階物販会場）：午前10時→午後8時00分 
※13階物販会場はどなたでもご入場いただける「一般ゾーン」と、展覧会をご観覧されたお客様のみご入場いただ
ける「展覧会オリジナルゾーン」がございます。 
※「展覧会オリジナルゾーン」は、展覧会会場出口でお配りする「展覧会オリジナルゾーン入場券」をお持ちの方の
みご入場いただけます。予めご了承くださいませ。 
※開場時間は変更になる場合がございます。 
 
■入場料 (税込)：一般900（700）円、大高生700（500）円、中学生以下無料 
※前売券は、全国のローソン・ミニストップ設置Loppi（Lコード：５８０８０）で、2021年3月6日（土）か
ら2021年4 月27日（火）まで販売いたします。 
※ただし日時指定制入場券については各日時の枠が予定枚数に達し次第、販売を終了させていただきます。 
※会場では、会期中、当日券（午後のみ）の販売を行います。 
※小学生以下のお子様は必ず保護者の方同伴でご入場ください。 
※状況により営業日や時間、イベント内容等に変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。 
 
★ほか、詳細はミッフィー展公式HP、または、大丸梅田店ホームページをご覧ください。 
ミッフィー展公式HP：https://miffy65.exhibit.jp/ 
大丸梅田店HP：https://www.daimaru.co.jp/umedamise/ 
主催：朝日新聞社 
企画協力：ディック・ブルーナ・ジャパン、Mercis bv 
協賛：フェリシモ、野崎印刷紙業  
協力：福音館書店、講談社 
 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、ご来場のお客様には、マスクのご着用や入店時のサーモグラフィによる検温、
アルコール消毒、ご入場待機やお並びの際の「ソーシャルディスタンス」などのご協力を願いしております。 
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

   

 
★画像を使用の際には、キャプションや下記のコピーライトとの記載をお願いします。 
  
 
 
 ◎コピーライトの表記  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

半角1つ分アケ 
『うさこちゃん おばけになる』 

半角２つ分アケ 

スペースなし 

◎ディック・ブルーナの写真のクレジットは、 です。 

◎作品名は、うさこちゃんの後が、「半角１つ分アケ」です。→ 
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PRESS RELEASE 2021年４月12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 大丸梅田店 
 

  
ニューノーマル時代。自転車ライフを充実させる人増えています。 

あ 

大丸梅田店 初の自転車専門店「ベストスポーツ」オープン！ 
Ｄ 

フォールディングバイク売れてます！人気の欧米ブランド<DAHON><Tern>が登場！ 
Ｄ 

●大丸梅田店 ８階  3月17日（水)〜  

 

 コロナ禍において、電車に変わる交通手段として自転車のニーズが高まっている中、大丸梅田店では、 

初の自転車専門店＜ベストスポーツ＞が３月17日（水）にオープンしました。紳士のファッションブランドでも、
自転車とも相性のよいファッションが続々登場し、アクティブなフロアになります。 

ベストスポーツ大丸梅田店では、通勤・通学用から、スポーツサイクリング、アウトドアを楽しむためのモデルな
ど、幅広いモデルを展示。お客様のライフスタイルに合った１台をご提案します。 

オプショナルパーツも多数取り揃え、自転車のカスタムもお客様に楽しんでいただけるような場をご提供すると
共に、耳をふさがない骨伝導ヘッドフォンAfterShokzやメンズライクでハイドロ銀チタンを織り込んだタオルブラ
ンドＷＡＲＰなど、自転車以外の関連商品も販売します。 

～ベストスポーツとは～ 

自転車をアウトドア、レジャーとしてとらえ、新しい生活様式を
彩るライフスタイルとして提案。世界的に有名な折りたたみ自転
車（フォールディングバイク）のパイオニアブランドＤＡＨＯＮ（ダ
ホン）、ＤＡＨＯＮより巣立ち、独自の進化を遂げるＴｅｒｎ(ターン
)などの折りたたみ、ミニベロ自転車を専門的に扱い、カスタム
パーツや関連商品を取り揃えております。 
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ベストスポーツさんに聞きました！おすすめベスト３はコレ！ 

〜おすすめその１〜 

●＜DAHON＞Route 50,490円/エントリーモデル 

だからこそ上位モデルのテクノロジーを採用。 

重量12、2kg/ホイールサイズ20inch/ 

変速数7Speed/展開時全長151㎝ 

/折りたたみサイズw89×H64×D34 

 

すこ〜し、 

試乗体験できます！ 
今なら、ちょこっとですが、 

乗り心地、ハンドル回り、 

体験できます。 

ぜひ、体験してください♪ 

 

〜おすすめその２〜 

●＜tern＞VERGE P10 137,610円/他社を寄せ付
けない進化を実現。tern中上位クラス最高傑作。 

重量11,7 kg/ホイールサイズ20inch/ 

変速数10Speed/展開時全長156㎝ 

/折りたたみサイズw80×H74×D38  

〜おすすめその３〜  

●＜DAHON＞K3 84,150円 

/14 インチコンパクトフォールディングバイク
の理想型3段変速を装備しながらも本体重
量7kg台を実現。フレームへの負担を軽減
させるテクノロジーを搭載。 

重量7,8kg/ 

ホイールサイズ14 inch/ 

変則数3Speed/展開時全長119㎝/ 

折りたたみサイズw65×H59×D28  
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自転車ラブのファッションも続々。リモートワークからの流れも。 

●＜タケオキクチ＞ジャケット44,000円 パンツ22,000円 

●＜ベストスポーツ＞ＤＡＨＯＮ折りたたみ自転車56,100円 

●＜コムサ メン＞カーディガン20,900円、パンツ25,300円 

●＜ベストスポーツ＞ＤＡＨＯＮ折りたたみ自転車152,900円 

◆14ｲﾝﾁバイク愛用の楠木開発バイヤーよりコメントです◆ 
 

「ロードバイク(ロードサイクル)からの乗り換えで フォールディ
ングバイクに乗っています。 

アウトドアやBBQ時に車に載せていって現地でゆるく乗ったり、
輪行バッグに入れて電車に載せ街をブラブラ 

するのに使ったり、休日子供達と海までゆるくポタリング(ゆるく
乗り回すこと)するのに使ったりと… 

幅広く使えます。夫婦で購入して、ドライブ+ポタリングをするの
もお薦めです。 

また、基本的にギアの切り替えができますので、 

スピードを出したり、坂をしっかり登れたりと 

スムーズに漕ぐことが可能です。」 

【この件に関するお問い合わせ先】  大丸梅田店 広報担当  樋口陽子 

ＴＥＬ：06-6343-5699  E-mail：yoko.higuchi@jfr.co.jp 

「ワイヤレス 骨伝導ヘッドホン」は、耳を塞ぎません！ 

●＜アフターショックス＞ 

AEROAPESX 19998 円（左）OPENMOVE(右）9,999円 
ストレッチがきいてて、洗えるジェケットパンツは動きも快適。 

●＜SPALDING＞ジャケット20,900円・パンツ9790円 
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    日本美術院は、岡倉天心が中心になって

1898（明治 31）年に創立した日本画の研究

団体です。日本美術院が主催運営する公募展

覧会「春の院展」は昨年コロナ禍で開催中止と

なり、今年は 2 年ぶりの開催となります。第 76 回

目を迎える本展では、入選作品 309 点の中から

約 130 点を展示いたします。今年のみどころは、

受賞作品の中でも日本美術院春季展賞(郁夫

賞)、日本美術院春季展賞、外務大臣賞の３

つの賞をそれぞれ地元にゆかりのある方が受賞さ

れていることです。(愛知県出身１名、愛知県在

住 2 名)ぜひ取材にお越しください。 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

第 76 回  春の院展 
会 期：2021 年 4 月 10 日（土）～18 日（日） 

10 時～19 時 30 分  （最終日は 18 時閉館、入館は閉館の 30 分前まで） 

会 場：松坂屋名古屋店  南館７階 松坂屋美術館  

主 催：松坂屋美術館、中日新聞社、東海テレビ放送、公益財団法人日本美術院  

入館料：（税込）一般 700 円、高・大生 500 円、中学生以下無料  

2021 年 4 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  

 

 

《葡萄》 清水由朗  
（この作品は、全作品集の表紙絵です。） 

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  松井  

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955  FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

※ギャラリートーク＆サイン会は開催いたしません。 

日本美術院は、地域連携教育プログラムの活動として、

所属作家が出前授業というかたちで中学校などに出向

き、日本画を紹介しています。その成果ともいえる、現役の

中学生が日本画の技法である岩絵具と膠（にかわ）で

制作した日本画作品も、今回の展覧会で展示します。 
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松坂屋名古屋店では、創業 410 周年の新たなスタートとして「五感の時間」をキーワードに、リアル店舗

の新しい価値に挑む体験型のイベントを開催します。マツザカヤホール内の床面積 520 ㎡の広さに最新の

テクノロジーで映し出す音と光が融合する「デジタル空間体験」や高さ 16ｍ50cm の吹き抜けのイベント会

場＜オルガン広場＞では開放的な空間で自由に演奏が楽しめる街角ピアノ展示他、松坂屋 410 年のあ

ゆみや歴史に触れられるコレクション展示など、松坂屋名古屋店が持つ空間の広さを活かしたイベントが見

どころです。これまで培った伝統や歴史と最新デジタルテクノロジーを掛け合わせた演出は時代の変化に答え

る百貨店の新しい姿を表現しています。ぜひご取材ください！ 

  

  

【会場に放映する内容】 

「松坂屋 410 周年絵巻」 「四季と小袖」 (一部撮影 NG シーン有り) 10 分 

３シーン(花火⇒花⇒宇宙) 

① 花火   壁:手をかざすと花火が出る 床:歩くと花火が開閉  

② 花    壁:手をかざすと花が舞う  床:歩くと桜が避ける 

③ 宇宙   壁:手祖かざすと粒子が出る 床:クリスタルを踏むとエフェクトが出る 

10 分 

２０２１年４月 1 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  

 

 
＼ リアル店舗ならではの「五感」を刺激する体験イベントが目白押し！ ／ 

松坂屋名古屋店 410 周年祭 
期 間：２０２１年４月７日（水）〜４月２０日（火） 

場 所：松坂屋名古屋店 全館   協力：一般財団法人 J.フロント リテイリング史料館 

歴史×デジタルの映像体験 

◆音と光が融合するデジタル空間体験  
 
マツザカヤホール会場全体(520 ㎡)を埋め尽くす高
精細な４K 映像で放映される約 20 分間の光や音
で表現されるプロジェクションマッピング映像がリピート
再生されます。手をかざすなどの動作で映像が動くリ
アルタイムトラッキングの映像演出も。 
 
◆南館 8 階 マツザカヤホール 
◆4 月 7 日(水)〜２０日(火)10 時〜20 時 
※16 日 (金 )はイベント準備日のためマスコミ関係
者・一般客は終日入場不可。 

※10 日(土)・１７日(土)はイベント開催の為一般
客は入場制限有り。マスコミ関係者の方は取材のみ
可。撮影は不可。(イベントは下記参照) 

◆ｅｎｒａ パフォーマンス 
 
映像とパフォーマンスのみで構成し、言語を使用しない
enra の映像とシンクロした身体表現が美しいパフォーマ
ンスショーを開催。 
enra・・・スクリーンに映し出される映像と、ダンスやアク
ションなどの身体表現がシンクロするパフォーマンスは国
内外で高い評価を受け、欧米諸国、アジア、中東な
ど、世界中の舞台で活躍するパフォーマー集団。 
 
◆南館 8 階 マツザカヤホール 
◆4 月 10 日(土)①14 時〜②16 時〜 
◆1 公演約 30 分 100 席 
◆入場制限有り。(整理券配布有り) 
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吹き抜け空間に響く街角ピアノ♪ 

◆松坂屋コレクション*×ファッションショー 
 
松坂屋が所蔵する歴代の小袖や着物を着用するモデルに
重文小袖柄などの絵柄をプロジェクションマッピングする新し
いスタイルのファッションショー。映像による着物絵柄の投影
で、着物という伝統とテクノロジーのデジタル技術が融合した
ファッションショーを展開します。合計 7 着が登場。 
 
◆南館 8 階 マツザカヤホール 
◆4 月 17 日(土) 

①12 時 30 分〜②15 時〜③17 時 30 分〜 
◆1 公演約 20 分 100 席 
◆入場制限有り。(整理券配布有り) 

◆マツカドピアノ 
 
2008 年にイギリスのアーティストが「Play me, I’m yours」
と題して始め、今では世界中に広がっている誰でも自由に弾
くことが出来る＜街角ピアノ＞が松坂屋に登場。 
松坂屋コレクション*の柄「慶長小袖」を施したグランドピアノ
「スタインウェイ」を、高さ 16m50cm の吹き抜けたガラス張り
の開放的な空間で自由に演奏できます。 
 
◆南館 1 階オルガン広場 
◆4 月 7 日(水)〜20 日(火) 10 時〜20 時 
◆会場内のイベント都合等によりご利用できない時間が有
ります。 

春⇒夏⇒秋⇒冬と四季を表現する演出構成  

春 夏 秋 冬 

プロジェクションマッピング×ファッションショー 

デジタル空間体験  (会場全体 ) 

enra ステージ 

ＯＵ

Ｉ
Ｎ

 

ＯＵＴ  

マツザカヤホール会場図

かいほ 
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松坂屋史料室が持つ貴重なコレクション展示 

 
・松坂屋史料室が持つ、松坂屋の 410 年の歩みと歴史が
感じられる貴重な史料の写真や年表のパネル展示を行いま
す。 
 
・時代ごとのトレンドの移り変わりが感じられる歴代の松坂屋
案内係員の制服(1984〜2005 年)を 12体展示。またデ
ジタル画面上で制服を試着できるヴァーチャルフィッティング
も体験できます。 
 
◆南館 1 階オルガン広場 
◆4 月 7 日(水)〜20 日(火)10 時〜20 時 

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 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955  FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

※写真は全てイメージです。 

＊松坂屋コレクションとは 
 
高級呉服のデザインの参考にする
ため、全国から収集した江戸時
代以前の染色工芸品 1500 点
の収集品。国の重要文化財指
定の衣装も含む。2011 年より一
般財団法人 J.フロント リテイリン
グ史料館が保存しています。 
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松坂屋名古屋店では、16 年ぶりに地上展示されることになった名古屋城天守の金シャチを展示する

「名古屋城金シャチ特別展覧」と銘打たれた栄会場の実施 4月 10日に合わせて、名古屋城の金鯱をモ

チーフにした純金製の大判小判の受注販売を開始いたします(名古屋城金シャチ特別展覧の公認エンブ

レムが彫刻された期間限定極印入り)。「金」自体も、金相場が過去最高水準にあり、資産継承のために

も注目を集めていることから話題の製品になりそうです。事前の商品の撮影・取材も可能です！ 

＊極印(ごくいん)=江戸時代より製造者や製造時期、品質を表すための刻印   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

２０２１年３月 31 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  

 

 
名古屋城外の地上に降ろされるのは 150 年ぶり！今注目を集める金シャチ 

期間限定極印入り 純金 金シャチ 大判小判 
期 間：２０２１年４月１０日（土）より受注販売開始 

場 所：松坂屋名古屋店 北館５階 宝飾品売場 

 

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 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955  FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

 
今回発売する公認エンブレムが彫刻された＜純金金シャチ

大判小判＞は、歌川広重が名古屋城の金シャチを満月と熱田
の海を背景に描いた浮世絵を純金素材の大判小判へ立体的に
表現しています。「引き寄せる」「満たす」を意味する満月に尾張
藩徳川家の合印㊇（まるはち）を「末広がり」として用いて、現
在の名古屋市章と縁起の良い図柄となるようにデザインされてい
ます。 
＊合印(あいいん)=徳川御三家を区別するための紋  

2020 年 8 月 8 日(まるはちの日)より販売開始した＜純金金シャ
チ大判小判＞は小売業不振の昨今でありながら 
2021 年 2 月末までの半年間で大判 41 枚、小判 76 枚、販
売合計額は 7 千 2 百万円と予想を上回る金額に。金相場の高
騰が資産継承の一つとして注目され、また金シャチが持つ厄除けや
金運などの縁起物のイメージも購入の要因でした。 

㊧「コロナ禍で傷ついた街や人々を元気に」との思いから疫病退散と復興
に導くシンボルとして３月８日に 16 年ぶりに名古屋城天守の金シャチが
名古屋城内に降ろされました。名古屋城の外へ展示されるのは明治 4
年(1871)以来の 150 年ぶりとなります。 

※納期は 1.5 ヶ月～2 ヶ月  

※金地金価格の変動により価格改定又は販売中止する場合がございます 

名古屋城天守閣寄付金(金シャチ募金)への取り組み 
 
販売する大判・小判の売上の一部を寄付します。 
(大判 1 枚８ｇ・小判１枚２ｇの純金分の金額を寄付） 
寄付金は名古屋城天守閣の木造復元に活用され、名古屋のシンボル
である名古屋城の継承と保存に役立てられます。 
 
◆購入特典◆ 
 
大判・小判をご購入の方先着 30 名様に「名古屋城金シャチ特別展
覧」の入場チケット(税込 500 円)をプレゼントします。 
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大丸神戸店では、ゴールデンウィークの始まりを告げる「洋菓子フェスタ in Kobe」を 2年ぶりに開催します。 

会場には、全国の有名ブランドから地元の人気ブランドまで、おうち時間を少し贅沢でもっと楽しいものにしてくれる、 

多彩なテイクアウトスイーツが登場します。 

パティシエたちの技が光るデコレーションケーキコンテストや、飴細工製作を間近で見ることができる「神戸洋菓子職人道」、 

例年大人気のパティシエによるケーキ教室などにも注目です。ぜひ、「洋菓子のまち・神戸」をご体感ください。 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 15回 デコレーションケーキコンテスト 

◎投票期間：4月 29日(木・祝)→5月 3日(月・祝) ※最終日は 18時まで 

◎表彰式：5月 5日(水・祝) 16時～16時 30分／9階イベントホール内 

パティシエ達の技が光る、デコレーションケーキの作品をご披露します。 

「洋菓子のまち・神戸」がさらなる高みへと向かうよう、お客様にも審査員として、優れた作品をお選びいただき 

ご投票いただきます。 

 

■神戸洋菓子職人道  

◎日時：4月 30日(金) 11 時～16時 

   飴を使った作品をお客様の目の前で制作する、手に汗握る 5時間です。 

作品は期間中イベントホール内に展示します。 

 

■工芸菓子展示 

◎期間：4月 29日(木・祝)→５月５日(水・祝) ※最終日は 15時まで 

神戸はもちろん兵庫県下からもパティシエによる工芸菓子を出品します。 

 

2021 洋菓子フェスタ in Kobe 

会期：４月２９日(木・祝)→５月５日(水・祝)  各日 10時～20時 

※最終日は 17時閉場（工芸菓子展示は 15時閉場） 

場所：9階イベントホール 

J.フロントリテイリンググループ 

2021年 4月 15日 

日 

◎工芸菓子製作 

ケーキハウスツマガリ 「ツマガリ工芸マイスター」 

岩佐康雄 作 「KOBE SWEETS」 

第 14回（2019 年度）デコレーションケーキ 

コンテスト兵庫県知事賞受賞作品 

ケーキハウスツマガリ 皆川千織 氏 
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■Sweets Street 

テイクアウトスイーツも約 20 ブランドご用意していますので、お家でごゆっくりとお楽しみください。 

※イートインはございません。予めご了承ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■パティシエのケーキ教室 

◎日時：5月 1日(土)→4 日(火・祝) ①午前の部 10時 30分～、②午後の部 14時～ 

◎参加費：税込 550円 ◎参加人数：各回 30名 

人気店のパティシエからケーキの作り方を教わることができる毎年大人気のケーキ教室を今年も開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 PR広報担当 長谷川  TEL. (078)333－2266 

〈コウジラボパタジェ〉 生糀フィナンシェ 各税込 237円 

甘みが効いたオリジナルの生糀を使うことにより砂糖を減らしたり、使わなかったり。 

身体に優しくて美味しいお菓子やパンを作っています。 

〈杵屋〉 書生 千年杉（1本入）税込 1,296円 

創建 1300年･･･書寫山圓教寺御用達の創作バーム。 

あんこクリームのフィリングバームをチョコとアーモンドで包みこみました。 

  ＜ご来場のお客様へのお知らせ＞ 

・会場入口にてご用意致しますアルコール消毒液をお使いの上、ご入場ください。 

・マスク着用でご来場いただきますようお願いいたします。また、咳やくしゃみをする際に口元を覆う「咳エチケット」への 

ご協力をお願いいたします。 

・咳・のどの痛み・体のだるさ・発熱などの体調不良をお感じの場合、ご来場をお控えいただくようお願いいたします。 

・会場内の混雑を適正に保てるよう、入場者数の制限をさせて頂く場合がございます。合わせて入場制限の為に、 

入場整理券を配布させていただく場合がございます。 

・会場勤務者は、マスクを着用およびアルコール消毒・うがい・手洗いを徹底しております。 

・会場内のお客様が直接触れる機会の多い箇所におきまして、毎日除菌作業を行っております。 

・大丸神戸店全館における安全・安心対策はこちらよりご確認ください。 

https://www.daimaru.co.jp/kobe/news/214071.html ※4月15日時点。今後変更になることがございます。 

※新型コロナウイルスの感染状況ならびに予防対策のため、開催期間は変更となる場合がございます。 

その場合、公式サイトにて発表します。 
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2021年 4月 6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・松坂屋が推進する未来へのアクション＞ 

Think GREEN の取り組みについて 
「エコフ リサイクルキャンペーン」 

大丸・松坂屋10店舗で順次開催 

「エシカルフレグランス」 

大丸・松坂屋9店舗で順次開催 
 

 

https://dmdepart.jp/think_green/ 
 

大丸松坂屋百貨店では、地球温暖化が進み異常気象が多発するなど様々な環境問題を抱えている

社会状況を考慮し、環境負荷の少ないサステナブルな商品・サービスを提案する活動「Think 

GREEN」に取り組んでいます。  

その取り組みのひとつであるリサイクル・リユース活動＜エコフ＞は、ECO 活動を通じて、お客

様への負担や地球への負荷を OFF する持続可能な参加型プロジェクトです。2016 年からスタート

した「エコフ リサイクルキャンペーン」では、いらなくなった衣料品やくつ、バッグなどを、大

丸・松坂屋店頭にお持ちいただき、回収することで、ご参加いただいたお客様に代わって環境のた

めに役立つ活動をしています。昨秋開催までに計 9 回実施し、これまでの回収点数は合計約 285 万

点、約 835 トンに達しました。前回に引き続き、コロナ禍の状況での開催を踏まえ、お客様の安

全・安心を第一に考えた、『お気軽に・お得に』エコに取り組める回収方法を実践いたします。ま

た、今回は香り付き手指消毒で自然を感じていただける「エシカルフレグランス」を各店に設置い

たします。日常生活で当たり前になった手指消毒ですが、フレグランスを活用することで、感染防

止だけではなく楽しくお客様をお迎えいたします。 

今後も大丸松坂屋百貨店では、様々な取り組みを通じて「Think GREEN」活動を推進してまい

ります。 
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安全・安心な新しい回収方法で再開！ 

ご不用になった衣料品・くつ・バッグを店頭にお持ちいただくことで、 

気軽にエコ活動にご参加いただける、「エコフ リサイクルキャンペーン」。 

今回から、非接触への配慮をした回収 BOX を設置いたします。                                    

ショッピングサポートチケットは、レシート 1 枚につき 

税込 11,000 円のお買いあげごとに 1 枚、最大 9 枚までご利用いただけます。 

※ご利用対象外売場：食品、レストラン、喫茶、一部化粧品・特選ブランドなど 

※詳しくは売場係員におたずねください。 
 

[デジタルサポートチケット対象店舗] 

＜大丸＞ 心斎橋店・梅田店・京都店・神戸店・東京店・札幌店 

＜松坂屋＞ 名古屋店・上野店・静岡店 

                   

                  

Think GREEN の取り組みについて① 

                                  

お引き取り 1 アイテムにつき 

「ショッピングサポートチケット」を 1 枚プレゼント！ 

●大丸・松坂屋アプリ会員様には「デジタルサポートチケット」でお渡しいたします。 

 

ご利用にならないショッピングサポートチケットで、環境活動支援募金を！ 

お買い物にお使いにならないチケットは、チケットご利用期間中、各店に設置の「チケットポスト」へ

ご投函ください。チケット 1 枚につき 100 円を、(株)大丸松坂屋百貨店から下記の 4 団体へ寄付いた

します。 

※寄付額は合計上限 100 万円とさせていただきます。 

※「デジタルサポートチケット」は環境活動支援募金にはご利用いただけません。 
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開催店舗 回収場所 回収期間 

大丸心斎橋店 本館 9 階 特設カウンター 4 月 16 日（金）→20 日（火） 

大丸梅田店 15 階 特設会場 5 月 26 日（水）→30 日（日） 

大丸京都店 6 階 イベントホール 
4 月 14 日（水）→19 日（月） 

 

最終日は午後 5 時閉場 

大丸神戸店 9 階 イベントホール 
5 月 7 日（金）→11 日（火） 

 

  最終日は午後 6 時閉場 

大丸東京店 12 階 八重洲側エレベーター前 
4 月 8 日（木）→12 日（月）  

 

各日午前 10 時〜午後 8 時 

大丸札幌店 1 階 正面玄関特設会場 4 月 7 日（水）→13 日（火） 

大丸下関店 2 階 イベントスペース 4 月 9 日（金）→13 日（火） 

松坂屋名古屋店 南館 1 階 オルガン広場 5 月 19 日（水）→23 日（日） 

松坂屋上野店 本館 4 階 イベントスペース（エレベーター前） 4 月 29 日（木・祝）→5 月 5 日（水・祝） 

松坂屋静岡店 本館 8 階 特設会場 
3 月 31 日（水）→4 月 4 日（日） 

 

※終了いたしました 

 

 

●衣料品・くつ・バッグ（お一人様合計 9 点まで） 
 

※大丸東京店・松坂屋上野店のみ、会期中お一人様 1 回限り、合計 9 点まで 

ご不用の衣料品・くつ・バッグ（婦人・紳士・子供）を、各店のエコフ特設カウンターへお持ちください。

お引き取り 1 アイテムにつき「ショッピングサポートチケット（1,000 円分）」を 1 枚お渡しいたします。 
 

※リサイクルを有効に行えるよう、店頭にお持ちになる前に洗濯をお願いします。 

※一度お預かりした品物は、ご返却できません。 

※ハンガー・ビニールなどは外した状態で、くつ箱から出した状態でお持ちください。 

※ショッピングサポートチケットの有効期限は 2021 年 5 月 31 日（月）まで。ただし、大丸梅田店・神戸店、松坂屋

名古屋店・上野店は、2021 年 6 月 30 日（水）まで。 

※期間中、店頭にお持ちいただいた場合のみの対応となります。郵送での引き取りは承っておりません。 

回収品目 

くつ下、ベルト、財布、革小物、手袋、マフラー、ストール、帽子などの洋品雑貨、肌着、水着、ガウ

ン、きもの、下着、キャリーケース、スーツケース、ぞうり、下駄、サンダル（クロックス含む）など 
対象外 

緑の募金 

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 

(WWF ジャパン) 

公益社団法人日本環境教育フォーラム 

(Japan Environmental Education Forum：JEEF) 

一般社団法人 JEAN 

◆エコフショッピングサポートチケットについて 

各店の対象外売場・対象外ブランドおよびチケットポストの設置場所については 

エコフ リサイクルキャンペーンサイト（https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/）をご確認ください。 
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●メガネ（会期中お一人様 1 回、合計 5 点まで） 

■回収期間：4 月 29 日（木・祝）→5 月 5 日（水・祝） 

ご不用のメガネを、本館 7 階メガネサロンへお持ちください。 

お引き取り 1 点につき「ショッピングサポートチケット（1,000 円分）」を 1 枚お渡しいたします。 

※一度お預かりした品物は、ご返却できません。 

※ショッピングサポートチケットの有効期限は 2021 年 6 月 30 日（水）になります。 

※期間中、店頭にお持ちいただいた場合のみの対応となります。郵送での引き取りは承っておりません。 

伊達メガネ・破損メガネなど、一部お引き取りできないものがございます。 対象外 

お引き取り 1 アイテムにつき 

「ショッピングサポートチケット」を 1 枚プレゼント！ 

松坂屋上野店限定 

●ショッピングサポートチケットは、レシート 1 枚につき税込 11,000 円のお買いあげごとに 1 枚お使いいた

だけます。 

●食品、レストラン、喫茶、一部ブランド・売場を除きます。詳しくは売場係員におたずねください。 

●1 回のお買いあげにつき 9 枚までのご利用とさせていただきます。 

※ 回収場所は各店舗の営業時間に準じています。 

※ご注意 衣料品・くつ・バッグの大量持ち込みなど、エコフ企画趣旨と著しく異なると当社が判断した

場合は、受取りをお断りさせていただく場合がございます。 

「エコフ リサイクルキャンペーン」 

お問い合わせ窓口：0120-002-294 

受付期間：3 月 19 日（金）午後 2 時→5 月 30 日（日） 

受付時間：各日午前 10 時〜午後 8 時 

https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/ 

 

 

東京都公安委員会許可 第 306609702603 号 
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開催店舗 開催期間 

大丸心斎橋店 4 月 16 日（金）→20 日（火） 

大丸梅田店 5 月 26 日（水）→30 日（日） 

大丸京都店 4 月 14 日（水）→19 日（月） 

大丸神戸店 6 月 4 日（金）→22 日（火） 

大丸東京店 4 月 8 日（木）→11 日（日） 

大丸札幌店 開催中→4 月 13 日（火） 

大丸下関店 開催中→4 月 12 日（月） 

松坂屋名古屋店 5 月 19 日（水）→31 日（月） 

松坂屋静岡店 6 月 2 日（水）→22 日（火） 

 

 

 

  

Think GREEN の取り組みについて② 

                                  

Think GREEN 仕様のオリジナル消毒用什器に手をかざすと、 センサーに反応してフレグランスが噴霧

されます。また、上部からは Think GREEN の デザインが投影され、消毒する手のひらに浮かび上がり

ます。エシカル・フレグランスブランド＜クヴォン・デ・ミニム＞の癒しの香り「アクアインペリ」を

お楽しみいただけます。 

手指消毒も、香りとともに癒しのひとときに！ 

エシカルフレグランス 

※松坂屋上野店での実施はございません。
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新型コロナウイルス感染症の流行後、初の開催となった 2020 年秋のキャンペーンでは、非接触に配

慮し、安全・安心を第一に配慮した形で実施いたしました。お引き取り時の接触を極力減らすために、

非接触の回収ＢＯＸを開発し設置。お客様には直接投入いただくようにしました。投入数は BOX 内の

センサーにより自動でカウントします「リボード」という厚手のダンボールを使用し、BOX そのもの

も、極力リサイクルが可能な循環型の設計になっています。 

参加いただいた方に感想をお聞きすると「どんな風に回収するのかなと思っていたが、とてもスムー

ズにできた」と好評でした。 

通常お渡ししている紙製のショッピングサポートチケットを、一部店舗では「デジタルサポートチケ

ット」でお渡しすることも、この 2020 年秋に開始しました。大丸・松坂屋アプリ会員の方はスマホで

2 次元コードを読み込んでいただくと、非接触でチケットを受け取り利用することができます。 

エコフ キャンペーンには、積極的な外出を控える傾向が強く残るなかでしたが、多くの方にご協力い

ただきました。お話を伺ったお客様から感じたのは「環境や他人のために何かしたい」という意識。こ

うした状況下だからこそ、リサイクルや助け合いの気持ちが高まっているように感じました。大丸・松

坂屋では、今後もお客様のお気持ちに寄り添える活動を続けていきたいと思います。 

2020 年 ECOFF の取り組み 

                                  

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

大丸松坂屋百貨店 広報担当 長野・南 TEL:（03）6895-0816  E-mail:kouhou@jfr.co.jp 
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最新作『ブラック・ウィドウ』の公開を待ちきれないファン必見‼  ︎

マーベル映画の世界に入り込む“体感型”イベント開催 
 

 

 

 

 
 

2021 年 4 月 17 日（土）から 2021 年 5 月 12 日（水）の 26 日間、大丸東京店 11 階催事場にて、「MARVEL 

STUDIOS：A UNIVERSE OF HEROES マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」が開催されます。 

尚、イベント期間中は新型コロナウイルスの感染防止のため十分な対策を実施いたします。  

 

破格のメガヒットを続出させ、世界の映画史を塗り替えてきたマーベル・スタジオ。2019 年に公開された『アベンジャ

ーズ／エンドゲーム』は世界中のファンを熱狂させ、公開時、歴代興行収入記録を塗り替え世界 No.１に輝きました。

そして 2021 年、同作で衝撃の決断を下した美しき最強のスパイ“ブラック・ウィドウ”の過去と秘密が描かれる最新作

『ブラック・ウィドウ』の公開を控えファンの期待が MAX に高まるなか、マーベル映画の世界を体感できるイベント、「マ

ーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」が遂にオープニングを迎えます。                                                  

 

本イベントは、最新作の公開を控え話題のブラック・ウィドウ他、キャプテン・アメリカ、アイアンマン、ソーなど、マーベ

ルヒーローたちを象徴するアイテムが身近に展示され、その世界観の中で、写真を撮りながら楽しんでいただくことが

できる体感型のイベントです。ドクター・ストレンジの“魔術”を映像で体験したり、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』

のグルートと一緒にダンスしたり、インタラクティブな要素も。世代や性別、そして国境をも超えて熱く胸をうつマーベ

ル・スタジオ映画作品のヒーローたちの世界をお楽しみください。 

 

開催に先立ち、マーベル作品ファン代表としてメイプル超合金の安藤なつさん、カズレーザーさんをスペシャルゲスト

にお迎えし、オープニングイベントを実施いたします。また、イベント終了後 12 時４５分よりマスコミの皆様に会場内の

展示をご取材いただける“メディア内覧会”をご用意しております。 

つきましては、是非「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」をご取材いただきたく、ご案内申し上げます。 
 

 

【日 程】 2021 年 4 月 16 日（金） 
【会 場】 「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」大丸東京店 11 階催事場 （千代田区丸の内 1-9-1） 

【受付】  会場入場口 マスコミ受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 
 

              
 

ご取材に関する注意事項は、次ページをご確認ください 

4 月 16 日（金） オープニングイベント／メディア内覧会 ご取材のお願い 

【登壇ゲスト(敬称略)】 メイプル超合金  （安藤なつ、カズレーザー）   
【スケジュール】 11:30  マスコミ受付    ／ 11:45      マスコミ進行説明 

12:00  イベントスタート   ／ 12：30 頃   終了予定 

＊イベント終了後 メイプル超合金様の個別取材を予定しております。ご希望の方は担当者までご連絡ください 
※ 新型コロナウィルス感染予防の観点から、誠に勝手ながらオープニングイベントのムービー取材に関しましては、オフィシャ
ルカメラでの撮影のみとさせていただきます。オフィシャル映像素材は当日データにて提供させていただきます。 
なお、イベント会場には原則１媒体につきディレクター様、記者様 1 名のみのご入場とさせていただきます。 
※ 当日はソーシャルディスタンスを優先のうえ、イベント会場外に設置するモニター観覧でのご取材をご案内させていただく 
場合がございます。なお、モニター観覧の皆様にはフォトセッション時にイベント会場内にご移動の上、撮影いただけるよう調整
致します。あらかじめご了承のほどお願いいたします。 

【スケジュール】  12:30 〜マスコミ受付   12:45 頃〜14:15 の間、ご取材いただけます 
 

※ムービー、スチールとも撮影いただけます。ご取材の内容によっては、事前に取材時間のご相談をさせていただく場合がございます。   

オープニングイベント 

メディア内覧会 

上記のお時間以外のご取材、その他のご相談につきましては、下記宛にお問い合わせください。 

【お問合せ】 「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」制作委員会事務局 

PR 広報： contact@bv-com.com 
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【マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ 展示例】 
マーベル・スタジオ映画のヒーローたちの世界を体感できる展示をご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

             

                

     

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

  

© 2021 MARVEL 
注）展示内容は会場の都合で一部異なる場合があります。 

①『アイアンマン』  

トニー・スタークのラボに格納されたアーマー群     

③『ドクター・ストレンジ』 
“魔術”を映像で体験 

②『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』 
 サノスと６つのインフィニティ・ストーンを紹介 ④『アベンジャーズ／エンドゲーム』 

トニー・スタークのインフィニティ・ガントレット   

⑤『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』   
グルートと一緒にダンス 

      ©HARLEY-DAVIDSON® 

⑥『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』  
ハーレーダビットソンの電動スポーツバイク LiveWire®   

【ご取材に関する注意事項】 ※必ずお読みください 
 

※新型コロナウィルス感染予防の観点から、ご取材に関しましては事前にお申し込みをいただいた媒体様に限らせていただ

きます。最終ページの「ご取材申請書」にご記入のうえ、お申し込みください。なお、オープニングイベントは、先着順の受

付の定員制とさせていただきます。 

※イベントをご取材いただくスタッフは、最少人数でご来場ください 。※駐車場のご用意はございません。 

※本リリースをお送りした媒体の方のみ、イベントをご取材いただけます。 

※当日はマスク着用（不織布マスク推奨）必須の上、受付にてアルコール消毒をお願い致します。フェイスシールドの着用を

お願いする場合がございます。 

※咳や発熱がある等、体調がすぐれない方、また 2 週間以内に感染が拡大している国や地域への訪問歴がある方はご来

場をお控えください。新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある場合、また同居家族や身近な知人に

感染が疑われる方がいらっしゃる場合も同様です。 

※受付での体温計測にご協力をお願いします。37.5℃を超える方はご取材頂く事ができません。 

※事前に健康チェックシートをご記入の上、当日ご持参ください。 

※ご取材者同士で距離を空けて頂く事になります。セッティング時にスタッフよりご調整させて頂きます。 

※有料課金制サイト内でのご紹介はご遠慮ください。 
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【マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ 開催概要】 
 

展覧会名   ：MARVEL STUDIOS：A UNIVERSE OF HEROES 

                     マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ 

 

会期・会場  ：2021 年 4 月 17 日（土）から 2021 年 5 月 12 日（水）まで 

       ：「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」大丸東京店 11 階催事場 

 

入場時間： 

＜全日＞ 午前 10 時→午後 7 時 30 分まで（午後 8 時閉場） 

※最終日、5 月 12 日(水)は午後 5 時 30 分まで（午後 6 時閉場） 

※状況により大丸東京店の営業日・営業時間が変更になる場合がございます。 

 最新情報は大丸東京店のホームページをご覧ください。 

 

入場料＜税込＞： 一般 1,300 円（1,100 円） 高大生 1,000 円（900 円） 小中生 600 円（500 円）  

一般ペア(2,000 円) 未就学児は無料 

※( )内は前売料金および大丸・松坂屋のクレジットカード、大丸・松坂屋アプリ会員のサファイ

アランク、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証、 

ディズニー★JCB カードをお持ちの方のご優待料金です。 

 

前売券      ： ローソンチケットにて４月 16 日（金）まで販売。 

            ※前売券の会場窓口での販売はございません。 

 

前売券・一般ペア購入特典： 

本展オリジナルステッカー1 セット（2 種を各１枚ずつ)を会場でプレゼント！ 

一般ペアは２セットプレゼントいたします。 

 

当日券      ： 4 月 17 日(土）～ ローソンチケットおよび会場窓口にて販売 

            ※4 月 19 日(月)以降は、フジテレビダイレクト、チケットぴあ、イープラスでも販売。 

           

日付指定券   ： 4 月 17 日（土）、18 日（日）のみ日付指定券でのご入場となります。 

            ※上記期間中、他の入場券はご利用いただけません。 

            ※チケット販売の詳細は公式サイトにてご確認ください。 

     

主催        ：「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」東京実行委員会 

特別協力     ： ウォルト・ディズニー・ジャパン 

協力        ： ハーレーダビッドソン ジャパン   

企画制作     ：「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」制作委員会 

コピーライト表記 ：© 2021 MARVEL 

公式サイト    ：https://dmdepart.jp/marvel_tokyo/ 

 

◇諸般の事情により急遽、中止や延長、一部内容が変更になる場合があります。注意事項は公式ＨＰ 

もご覧ください。 

◇本イベントで販売する商品については、大丸松坂屋カードのポイント、大丸松坂屋お得意様ゴールド 

 カードのご優待は対象外でございます。 

◇本イベントグッズ販売コーナーへは展覧会にご入場いただいたお客様のみの利用とさせていただきます。 

  予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承願います。 

 

＜大丸・松坂屋各店における安全・安心への取り組み＞ 

・最大限外気を取り入れた、館内の換気を実施しています。 

・手すりやドアノブなどは定期的なアルコール消毒を実施しています。 

・お買物カゴやカートなどはご利用ごとにアルコール消毒を実施しています。 

・一部売場に飛沫感染を防ぐためのシールドを設置しています。 

・レジ付近などにソーシャルディスタンシングマークを設置しています。 

・レストスペースの席数を通常より少なくしソーシャルディスタンスを確保しています。 

・従業員の感染予防対策と健康管理については十分留意しています。 
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＜ご来場いただくお客様へのお願い＞ 

・会場入口にてご用意致しますアルコール消毒液をお使いの上、ご入場ください。 

・会場内ではマスクを着用いただくようお願いいたします。 

・咳・のどの痛み・体のだるさ・発熱などの体調不良をお感じの場合、ご来場をお控えいただくよう 

お願いいたします。 

・会場内の混雑を適正に保てるよう、入場者数の制限をさせて頂く場合がございます。合わせて入場制限の為に、入

場整理券を配布させていただく場合がございます。 

・会場勤務者は、マスクを着用およびアルコール消毒・うがい・手洗いを徹底しております。 

・会場内のお客様が直接触れる機会の多い箇所におきまして、毎日除菌作業を行っております。 

・東京店全館における安全・安心対策はこちらよりご確認ください。 

 https://www.daimaru.co.jp/news/214001.html 

 ※今後変更になることがございます。 

 

※新型コロナウイルスの感染状況ならびに予防対策のため、開催期間やご案内方法が変更となる場合ございます。

その場合、公式サイトにて発表します。 

 
 

【関連情報】 

マーベル・スタジオ最新作『ブラック・ウィドウ』 
7 月 9 日（金）  映画館 and ディズニープラス プレミア アクセス同時公開 

※プレミア アクセスは追加支払いが必要です。 

 
「アベンジャーズ／エンドゲーム」のマーベル・スタジオ最新作。 

孤独な暗殺者ブラック・ウィドウはなぜ、アベンジャーズになったのか―― 

ブラック・ウィドウの前に突如現れた“妹”エレーナ。  

姉妹は、自分たちを暗殺者に育てたスパイ組織レッドルームの秘密を知ったことで命を狙われる。 

唯一の味方は、かつて組織が生み出した“偽りの家族”だけ。 

だが、この家族の再会によって、レッドルームの恐るべき陰謀が動きだす！ 

ブラック・ウィドウの作られた過去との戦いが、世界の命運を握る。 

 

7 月 9 日（金）映画館 and ディズニープラス プレミア アクセス同時公開 
※プレミア アクセスは追加支払いが必要です。 

 

監督：ケイト・ショートランド 出演：スカーレット・ヨハン

ソン、フローレンス・ピュー、レイチェル・ワイズ 配給：

ウォルト・ディズニー・ジャパン コピーライト表記：

©Marvel Studios 2021  
公式サイト：marvel-japan.jp/BlackWidow 

 

 

 

 

＜展覧会に関するお問い合わせ先＞  

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」東京実行委員会事務局   

大丸東京店 03-3212-8011（大代表） 

PR 広報 TEL 03-3217-4705 FAX 03-3217-4706 

首都圏 PR 広報 dmaa243@jfr.co.jp 

＜本リリース、映画『ブラック・ウィドウ』に関するお問い合わせ先＞ 
「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」制作委員会事務局 

PR 広報：contact@bv-com.com 

お問い合わせ先 
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《取材申請書》 

 

ご取材いただく際は、こちらの申請書に必要事項をご記入のうえ、 

4 月 15 日（木） 正午までに 
「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」制作委員会事務局 

  contact@bv-com.com 宛に 

メールにてお申し込みください。 
 

◆日時：4 月 16 日（金）  

      12:00-12:30   オープニングイベント （11:30  マスコミ受付） 

             12:45-14:15   メディア内覧会 

   ◆場所 大丸東京店 11 階催事場 （千代田区丸の内 1-9-1） 
 

＊ご希望の取材内容に、“☑ ”︎を入れてください 

    □12:00-12:30 オープニングイベント   

 □12:45-14:15   メディア内覧会 

※メイプル超合金様の個別取材をご希望の方は、担当者までご連絡ください。 
 

 

―ご取材の皆様へ―  誠に勝手ながら、感染予防対策の観点から以下のように実施致します。予めご了承ください。 

オープニングイベントのご取材について   

※ご取材は事前にお申し込みを頂いた媒体様に限らせていただきます。 

※先着順の受付の定員制とさせていただきます。 

※イベントスペースに限りがございます為、当日はソーシャルディスタンスを優先のうえ、 

イベント会場外に設置するモニター観覧でのご取材をご案内させていただく場合がございます。 

なお、モニター観覧の皆様にはフォトセッション時にイベント会場内にご移動の上、撮影いただけるよう調整致します。 

※誠に勝手ながらオープニングイベントのムービー取材に関しましては、オフィシャルカメラでの撮影のみとさせていただき

ます。オフィシャル映像素材は当日データにて提供させていただきます。 

※イベント会場には原則１媒体につきディレクター様、記者様 1 名のみのご入場とさせていただきます。 
メディア内覧会のご取材について 

※ムービー、スチールとも撮影いただけます。※ご取材の内容によっては、事前に取材時間のご相談をさせていただく場合がございます。   

貴社名  

貴媒体名  

取材形態 □ スチール   □ムービー（ENG／ﾃﾞｼﾞ）  □記者 

代表者お名前  参加人数  

TEL 
 

携帯          

E-mail    ＠ 

イベントのムービー撮影はオフィシャルカメラのみとなり、

当日オフィシャル映像をご提供いたします。 

4 月 16 日（金） オープニングイベント及びメディア内覧会  

上記のお時間以外のご取材、その他のご相談につきましては、下記宛にお問い合わせください。 

【お問合せ】 「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」制作委員会事務局 
PR 広報：contact@bv-com.com  
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GWや母の日を迎えるにあたり、一緒に暮らすご家族や離れた場所にいる大切な方に、またご自身のご褒美に、 

贈り物をされる方も多いのではないでしょうか？ 

「昨年の GWは帰省ができず母の日の贈り物も充分にできなかった…今年はどうしよう？」 

そう思っている方にもおすすめしたい、ハイセンスなフラワーギフトや、地元神戸・兵庫のいいモノを大丸神戸店が 

ピックアップ。神戸・旧居留地を感じられる「知る人ぞ知る」おすすめの商品をライブ配信にてご紹介いたします。 

ぜひ、スマートフォンやパソコンからライブ配信をお楽しみください。 

また、気に入った商品は大丸松坂屋オンラインショッピングで即時購入が可能。ご自宅からショッピングをお楽しみ 

いただけます。 

大切な方にハッピーなサプライズをお届けしませんか？ 

 

 

 

 

 

■フラワーギフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真：フレッシュフラワーアレンジボックス、生糀と全粒粉のパウンドケーキ(ミックスナッツとジンジャー) 税込 5,830円） 

〈ボンシックボングー〉 ご注文承り期間：４月 22日(木)10時～5月 2日(日)10時 

季節感のある花をMIX した Bouquet  

税込 8,800円、11,000円、16,500円 ※別途送料：税込 495円 

季節の花々を詰め込んだ Bouquet。 

忘れかけていた春の息吹や彩りや安らぎを与えてくれる素敵な贈り物。 

〈コウジラボパタジェ〉 ご注文承り期間：４月●●日(●)●●時～4月 30日(金)10時 

・フレッシュフラワーアレンジボックス 

生糀と全粒粉のパウンドケーキ(ミックスナッツとジンジャー) 税込 5,830円 

・フェイクフラワーアレンジ(花器付き) 

生糀と全粒粉のパウンドケーキ(ミックスナッツとジンジャー) 税込 9,350円 

 ※別途送料：税込 495円 

オリジナルボックスにフレッシュフラワーを詰め込んだスタイリッシュなデザインの 

フレッシュフラワーアレンジボックスと、ウォッシュホワイトのストーン調の花器に入った 

フェイクフラワーアレンジに、こだわりの生糀と十勝産全粒粉を使用して焼きこんだ 

香り高いパウンドケーキをセットにしました。 

ドライフラワーをボトル詰め込んだ terrarium  

税込 4,400円 ※別途送料：税込 495円 

季節の花々をボトルに詰め込みました。 

m。 

 

神戸旧居留地 LIVE「知る人ぞ知る！神戸おすすめギフト」 

ライブ配信日時：4月 23日(金)  20時 30分～ 

J.フロントリテイリンググループ 

2021年 4月●日 

日 

大丸神戸店でライブコマースを初開催！母の日にもおすすめ♪ 

（写真：季節感のある花をMIXしたBouquet 税込16,500円） 

 

【ライブ配信会場】 

https:// 

●ライブ配信時間：4月 23 日(金)  20 時 30分～  

※ライブ配信終了後も 5月 1日(土)23時 59分までアーカイブで視聴いただけます。 

60



 

 

 

 

 

 

 

■神戸・兵庫のいいもの 

〈ザ ハーブス〉 ご注文承り期間：４月 22日(木)10時～当面の間 

Delaplante HERBS OIL（20ml）各税込 11,000円 ※別途送料：税込 495円 

オーガニックハーブを新鮮な植物オイルに 2週間漬け込み、植物の成分を 

じっくりと抽出した天然エキストラオイルとピュアな精油を配合。 

年齢を重ねたお肌のハリツヤを補い、明るく健康的なお肌に導く香りのよい 

オイルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈ル モンド・デュ テ〉 ご注文承り期間：販売中(当面の間) 

アールグレイティーバッグ・ベリーミックスギフト(神戸タータンパッケージ)  

税込 2,484円 ※別途送料：税込 495円 

アールグレイティーバッグとフリーズドライのベリーミックスセット。 

アールグレイは大変人気の神戸タータンパッケージ。 

紅茶にベリーを浮かべてフルーツティーとして楽しめるセットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：【左上】長財布・犬 【右上】長財布・猫 

【左下】ミニ財布・うさぎ 【右下】ミニ財布・金魚） 

〈神戸酒心館〉 ご注文承り期間：４月 22日(木)10時～5月 2日(日)10時 

福寿 母の日限定セット 税込 2,412円 ※別途送料：税込 495円 

お酒が好きなお母さんへ。 

六甲山の水と兵庫県産「山田錦」から生み出された神戸の銘酒「福寿」の 

母の日限定ギフトです。300ｍｌの手軽なサイズ感も魅力です。  

〈KIICHI〉 ご注文承り期間：４月 22日(木)10時～●月●日(●)●●時 

ZISHI ART×Kiichi コラボ財布 (犬、猫、うさぎ、金魚) 

長財布（L字）各税込 16,500円 

ミニ財布（L字）各税込 8,800円  

※別途送料：税込 495円 

「made in Japan」にこだわる「made in Kobe」をコンセプトに 

神戸元町で生まれたレザーブランド。 

台湾デザインユニット「ZISHI ART」と神戸の革職人「Kiichi」の 

初コラボレーション企画です。 

 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 PR広報担当 長谷川 

TEL. (078)331－8121（代表） 

 

〈ベイユヴェール〉 ご注文承り期間：販売中～5月 2日(日)16時 

ガトー・オ・ブーケ 税込 10,800円、ガトー・オ・ブーケ ハーフ 税込 6,480円 

（種類：オランジュ、モーブ、ロゼ） ※別途送料：税込 715円／冷凍便 

花びら一枚一枚をバタークリームで繊細に仕上げたフラワーケーキ。 

花束の下には、バタークリームと相性の良い、オリジナルレシピのダクワーズ生地と 

フランボワーズのジャムがアクセントになっています。 

 

 

（写真：ガトー・オ・ブーケ ロゼ 税込 10,800円） 
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コロナ禍でなかなか直接会えない今年の母の日。松屋銀座では、離れて暮らすお母さんに、ご自宅からギフトを送る

「ECで贈るギフト」やおうち時間を充実させる家ナカギフト、おうちで贅沢グルメを展開します。 

 

 

 
 

アンケート結果では、回答者の約 72％が「コロナ禍では母親に会う回数が減った」と回答※。なかなか会えない中で

も、約 88％の人が母の日に何か贈りたいと考えています。今回初めてとなる ECでの「母の日特集」では、コロナ禍で

生活の意識が変化している中、ECで贈る家ナカ母の日ギフトを展開します。 

※別紙「2021年 母の日に関する意識調査」参照 

▼松屋オンラインストア 母の日 URL：https://store.matsuya.com/goods/list.html?cid=md 

■公開日時：4月 21日（水）10時 30分～5月 4日（火・祝）17時 

■商品数:約 40 アイテム 

■母の日オンライン特典：対象商品全国送料無料 

 

 

 

〈ニールズヤード レメディーズ〉リードフレグランスディフューザー カーミング(200ml) 7,480 円 〔写真①〕 

自宅で過ごす時間が長くなり、高まっているお家での香りのニーズ。ダマスクとセンチフォリア、2 種のローズやゼラニウムなど

の天然オイルをブレンドした、みずみずしく優雅な香りが空間に広がるリードディフューザー。 

 

 

〈ラ・カスタ〉ヘッドスパブラシ ビューティギフト 4,070円 〔写真②〕 

おうちでいつもより＋αの時間をかけて行う美容として、注目されているヘッドスパブラシ。ヘッドスパブラシ、ブラシ専用クリ

ーナー、ヘアエマルジョン（髪の美容液）ミニサイズをセット。 

 

 

〈生活の木〉インナービューティセット 6,804円 〔写真③〕 

ハーブティー「女性の味方ブレンド 30 ヶ入」と、酵素ドリンク 150 種の素材「金の巡」の詰め合わせセット。乳酸菌と植

物の恵みでワンランク上の日々を。 

 

 

〈SOU・SOU×Wacoal〉ワンピース  11,000 円 〔写真④〕 

デザイン、生地、縫製のすべてを MADE IN JAPAN にこだわったインテリアウエア。生地表面の毛羽を取る加工をほどこした強

撚天竺素材は、強撚糸の持つシャリ感が涼しげでやわらかく肌あたりのよい風合いが特徴。 

 

 

今年の母の日は「EC で贈る家ナカ充実ギフト」「おうちで贅沢グルメ」 

5.9  Thanks Mother's Day 松屋銀座の「母の日」ギフト 
4 月 21 日（水）～5 月 9 日（日） 松屋銀座各階 

1. EC での「母の日特集」初開設 家ナカ充実ギフトを中心に取り揃える 

① ② ③ ④ 
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アンケート結果でもトップ 5 にランクインしたお菓子・贅沢おうちご飯。外食せずに、おうちで華やかな食卓が楽し

めるちょっと贅沢なグルメや、毎年ダントツ 1位人気のお花をモチーフにしたグルメを提案します。 

 
 

料亭の味 

〈紫野和久傳〉母の日飯蒸し 三種 7,020 円 ■地下 1 階銘店ギフト  

天然鯛と海老の赤飯蒸し、五月鱒と釜揚げしらすの飯蒸し、雲丹と烏賊の玄米飯蒸しの三種。紅白の

彩りの食材を取り合わせ、料亭ならではの飯蒸しに仕立てて、香り高い朴の葉で姿よく包みました。

栄養価が高いといわれる玄米の餅米を少し混ぜ合わせたものを使用し、健康に気遣うお母さんにも。              

※配送限定 送料別 

販売日：5月 1日（土）～ 9日（日） 

予約期間：4月末まで予定 ※無くなり次第終了 

 

〈茶懐石 三友居〉母の日弁当 3,996 円 ■地下 1階弁当・惣菜 

京都・銀閣寺のほとりに構える仕出し専門店。上段には手まり寿司、煮物、出汁巻き卵、焼いたサー

モンなどのおかずを中心に。下段には、鯛小豆ご飯、ごま豆腐とくり抜いた果物に入れたなますを。 

販売日：5月 7日（金）～9日（日） 

 
 

お花モチーフ 
 
〈アンフィニ〉ジャルダン 4,720円 ■地下1階洋菓子 〔写真⑤〕 
赤スグリと柑橘のムース。バイオレットとゼラニウムが香る、ブラックベリーとカシスのコンポート

にラベンダーとアーモンドのブリュレ。トップにはゼラニウムとベルガモット。ラベンダーやバイオ

レットが香る、まるで花園のようなフローラルケーキです。 

販売日：5月 8日（土）・9日（日） 

 
〈キャンティ〉母の日ショートケーキ4,860円 ■地下1階洋菓子〔写真⑥〕 
カーネーションに見立てたデコレーションが美しいショートケーキ。 

販売日：5月 8日（土）・9日（日） 

 
〈チーズ王国〉プティアグールカーネーションスタイル 2,160円 
■地下 1階グルマルシェ 〔写真⑦〕 
今が旬の羊乳を使用した、フランス・ピレネー産のチーズをジロールで薄

く削りカーネーションの様に仕上げました。見た目も美しく旬のミルクの

風味が口いっぱいに広がります。 

販売日：5月 1日（土）～5月 9日（日） 

 

 

 

 

母の日のメッセージを入れたスペシャルギフトボックス 
〈モエ・エ・シャンドン〉「THANK YOU」ロゼ アンペリアル 750ml 9,020円 ■地下１階和洋酒 
ギフトにぴったりな「THANK YOU」の文字をプリントした、メタリック仕上げのスペシャルボックスに入れ

てお届けします。「THANK YOU MOM」の文字入れボトルもご用意。 

※無くなり次第終了  

 

〔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・小笠原由佳・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 

2. おうちで贅沢グルメ 

※価格は全て税込み 

⑤ 

⑥ ⑦ 

 
松屋オリジナルメッセージカード 
人、環境、社会にやさしいものづくりに取り組む〈プリスティン〉の Re-COTTON ペーパーを使用した 

メッセージカード。再生パルプと製品の製造工程で出る糸や生地などを回収し、粉砕したものを混合して 

再生した素材は、手漉きをした和紙のような、味わいのある風合いです。  
※母の日オンライン商品にもお付けしてご配送 ※準備数が無くなり次第終了 
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引き続き外出が制限されるゴールデンウィーク。松屋浅草では、浅草界隈のグルメを持ち帰っておうちで美味しく楽しい

気分を味わっていただきたいと「江戸の食フェア」を開催します。例年の観光客の売上を見込めない名店への応援にも

繋がります。また、観光客が激減した浅草の町の活性化を目的に活動する「浅草もの繋ぎプロジェクト」を応援する企画

を初開催。浅草の新旧名店の夢のコラボレーショングルメが期間限定登場です。 
 

 

 

 

浅草近隣の江戸の下町で古くから親しまれている名店の味を一堂に揃えました。 

 

 

 

 

 

湯島みつばち 「あんみつ」 1 個 432 円                             産地にもこだわった濃厚黒蜜でいただく人気商品。 

柳橋 小松屋 「一と口あなご」45ｇ 2,001 円   天然活けあなごを醤油、砂糖、みりんだけで煮上げ、一切れでご飯がすすむ本格江戸前佃煮。 

とんぼ 「天ぷらの盛り合わせ」2 人前 864 円         昭和 8 年創業の割烹料理屋。四季折々の料理をご用意しております。 

福寿家 「福寿家の特製伊奈利」 6 個入 1,080 円 香ばしく炙ったお揚げに、和山椒の香りと白ごまの風味が豊かな特製いなり寿司。 

喜福堂 「あんぱん（つぶ・こし）」 各 216 円             初代より手作りであることにこだわった喜福堂一番人気の商品です。 

湯島花月 「かりんとう単衣」 90ｇ 540 円            三度揚げをした生地に飴を絡めることで独特の食感を生み出しています。 

 

 

 

 
 

２月からＳＮＳ上で始まった、伝統ある浅草の名店や浅草の将来を担う次世代の活動を紹介することで、 

浅草の魅力を発信する「浅草もの繋ぎプロジェクト」。松屋浅草もこの活動を支援。プロジェクトの繋がり 

から生まれた新商品を期間限定で販売します。 

～浅草もの繋ぎプロジェクト～ 

銀座の老舗和菓子店「木挽町よしや」斉藤大地さんがコロナ禍始めた「銀座もの繋ぎプロジェクト」から 

派生し今年２月に始動。活動するのは浅草の人気スパイスカレー店「スパイススペースウガヤ」オーナー 

の宇賀村敏久（うがむらとしひさ）さん。浅草生まれで三社祭や金龍の舞など街と深く関わる宇賀村さんの 

視点で、フェイスブックやＳＮＳで伝統の技や老舗の味を丁寧に紹介し、街の魅力を伝えています。 

コロナ禍のＧＷ 美味しいグルメ｢お持ち帰り｣で浅草応援！ 

「浅草もの繋ぎプロジェクト」コラボ企画も初開催！ 

松屋浅草 江戸の食フェア＆浅草下町みやげ  

４月２８日(水)～５月４日(祝・火) 松屋浅草 地階食品、１階和洋菓子  

■会期：４月 28 日(水)～5 月４日(祝・火)  
                ■会場：１階 催物会場「スペース・オブ・アサクサ」    
  

 

江戸の食フェア 

■ 

【同時開催】                    ■会期：4 月 28 日(水)～5 月 4 日(祝・火)  

浅草もの繋ぎ応援コーナー   ■会場：１階 催物会場「スペース・オブ・アサクサ」 
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～浅草もの繋ぎプロジェクト企画 第１弾～ 

スパイススペースウガヤ×ケーキショップテラサワ  

「スパイススペースウガヤ(①)」と浅草の老舗洋菓子店「ケーキショップテラサワ(②)」 

による、浅草もの繋ぎコラボ商品第一弾。カレー屋とパン屋が何度も試行錯誤を 

繰り返し行き着いた至高のスパイスカレーパンを是非ご賞味あれ。 

松屋浅草限定 究極のスパイスカレーパン 牛すじ（辛口） 501 円 

ウガヤの看板メニュー「スパイス牛スジカレー」をカレーパン用に再構築。黒毛 

和牛など 3 種の牛肉を使い、甘み・食感までとことん拘り、数十種類のスパイス 

で今までにないスパイシーなカレーと、クミンを練り込んだ薫り高いブリオッシュ 

生地のバターの甘みが口内で渾然一体となる唯一無二のカレーパン。 

松屋浅草限定 スパイスキーマ焼きカレーパン（中辛） 401 円（③） 

雑誌やメディア等でも取り上げられるウガヤのもう一つの看板メニュー「ドライ 

キーマカレー」とテラサワで大人気の「もちもちパン」のコラボ。厳選したスパイス 

と刻んだココナッツがスパイシーかつクリーミーなキーマ。もちもち生地とひき肉 

が相性抜群。                                  

履物さんえす 仲見世通り唯一の和装専門履物店が期間限定出店。下駄をはじめ、土に還る天然素材を８割以上で使用した 

サステナブルなオリジナルサンダル「地球履優（ちきゅうりゆう）」など、三代目の佐藤天翔さん（④）が店頭で販売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①常盤堂雷おこし本舗 「浅草祭（雷おこし詰合せ）」 1 箱（320ｇ）1,620 円 

                    江戸時代末の創業以来、浅草の歴史と共に歩んできた老舗の銘菓「雷おこし」は広く知られています。 

②欧風洋菓子店Shimizu 「浅草ブランデーケーキ」 1本2,214円 ブランデーの味がしっかりと感じられる下町を代表する銘菓。 

③梅園 「あんみつ」 1 個 540 円     安政元年、浅草寺の別院(梅園院)で創業。食感の良い寒天と、濃厚な黒蜜が味の決め手。 

④銀座文明堂 「浅草三笠山」 8個入 1,718円     北海道産大納言を炊いたつぶ餡を「浅草」の焼印を押した皮で包みました。 

⑤志゛満ん草餅 「草餅」 （あん入り 4 個/あんなし 3 個入）1,301 円     創業明治二年。ひとつひとつが手作りの草餅です。 

⑥船橋屋 「くず餅」 中箱 896 円                      亀戸で「くず餅」ひとすじ 200 余年の名店の味をお楽しみください。 

⑦舟和 「詰合せ」 （芋ようかん 4 個/あんこ玉 10 個）1,383 円 

 舟和といえば、芋ようかんとあんこ玉。おなじみの甘味が並んだ「浅草の味」詰合せです。 

⑧菓匠 青柳正家 「菊最中」 2 個入 648 円                            十六菊花ご紋章をかたどった銘菓。 

⑨浅草今半 「あさくさ歳時記〈三社祭〉」 756 円   佃煮２種類を浅草の季節のイベントに合わせたパッケージで。今回は三社祭。 

⑩海老屋総本店 「ＢＡ－15」 1,620円       今半と並ぶ浅草佃煮の老舗。若煮あさり、うなぎ大和煮、若煮昆布の 3種セット。 
 

 

 

価格は全て税込 

浅草・下町みやげも充実！ ①～⑧１階「浅草すいーつ小町」 ⑨⑩地階「浅草ごちそう横丁」  

 

    

  

 

〔問い合わせ〕 松屋 総務部広報課 矢吹直子・大原純・福原裕紀・小笠原由佳・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 

① ② ③ 

⑤ ⑦ ⑧ ⑩ ⑥ ⑨ 

④ 

① 

② 

③ 

④ 
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