
 

 

 

 

令和 3年 6月 22日 

（一社）日本百貨店協会 

【そごう・西武】 

[西武・そごうのコスメ情報サイト「Kireidepart」にバーチャルストアオープン（6/1～）]  

様々なコスメ情報を届ける西武・そごうのコスメ情報サイト「Kireidepart」に、コスメ

のバーチャルストアが期間限定オープン。バーチャル空間で新しいお買い物を楽しめる。 

[そごう広島店でデパ地下デリバリーサービス開始（6/4～）」]  

そごう広島店では、6 月 4 日(金)から食品フロアのデリバリーサービスをスタート。コ

ロナ禍でお客さまのニーズに応える新しいご提案を行う。 

【松屋】 

[2021 松屋銀座のお中元 オンラインストア・ギフトセンター スタート（6/2～）]  

松屋銀座のお中元は、「会えないからこそ贈る」をテーマに、店頭・オンラインストアと

も 6月 2日からスタート。オンラインストアは前年比２割増の品揃えで展開、強化する。 

 [「GINZA の百傘会」優れたものづくりの技術を生かした日本の職人傘を発信（6/8～）] 

半世紀以上続く名物催事「GINZA の百傘会」の今回のテーマは「日本の職人傘」。地域応 

援や上質な傘を永く使い続けるサステナブルの観点からも「日本の職人傘」を多数展開。 

[松屋銀座、浅草両店で「和菓子を楽しむ水無月」フェアを開催（6/9～）] 

日本の歴史や季節感から生まれた伝統文化で、年中行事にも欠かせず、深く結びついてい 

る和菓子。コロナ禍の祈りの菓子「和菓子」のフェアを松屋銀座、浅草両店で開催する。 

[松屋浅草 バイクで即配。「デパ地下グルメお届け便」開始（6/8～）] 

近隣顧客を対象に、バイクによる食品のオンデマンドデリバリーサービスを、６月８日よ 

り松屋浅草にて開始。高品質なお惣菜を注文即日にお届けする。 

【阪急阪神百貨店】 

 [阪急うめだ本店で ZOZOTOWN と初協業（6/10～）] 

 阪急うめだ本店は、6 月 21 日から開催の LOEWE の特別コレクションイベントに合わせ 

て、EC ファッションサイトを運営する株式会社 ZOZO と初めて協業した。 

[阪急百貨店の新企画「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」本格始動] 

 京都の伝統工芸とファッション・アートなど様々なカルチャーを掛け合わせた商品開発

や、イベント開催などを行う「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」が本格始動。 

【小田急百貨店】 

[中国市場ソーシャルリスニングサービスの日本営業代理事業を本格的に開始]  

中国向け越境 EC事業のパートナー「チェンガン」が手掛けるデータ可視化ツール「無料

ダッシュボード」の拡充に合わせ、「中国市場ソーシャルリスニングサービス」の日本営

業代理事業の営業活動を本格的に開始。 

[話題のスィーツ「マリトッツォ」、『高級食パン専門店嵜本』から新発売（6/4～）]  

今年注目のスイーツとして話題の、イタリア・ローマ発祥の伝統菓子「マリトッツォ」

を、新たに 6月 4日から『高級食パン専門店嵜本』で展開スタート。 

[「EMot パスポート」に参加。食料品のサブスクリプションサービス開始。（5/26～）]  

食料品売場で、サブスクリプションサービスの利用を開始。小田急電鉄㈱が提供する電子

チケット「EMotパスポート」に参加、購入時に使える 500円クーポンを提供する。 

[2021 年「小田急のお中元」（EC サイト 5/20～、新宿店 6/9～）]  

小田急百貨店は、ECサイトで 5月 20日から、新宿店は 6月 9日からお中元ギフトセンタ

ーを開設。ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」は全品全国送料無料。 

[新宿小田急に「パティスリー ユウ ササゲ」オープン（5/26～）]  

新宿店本館地下 2階和洋菓子売場に、5月 26日に『パティスリー ユウ ササゲ』がオー

プン。今回が初の外部出店となる。 

各社の直近の重点施策 
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【大丸松坂屋百貨店】 

 [2021 大丸・松坂屋「夏の贈り物」（インターネット 5/7～、店頭 6/1～）] 

2021 年大丸・松坂屋「夏の贈り物」（お中元ギフト）は、6 月 1 日から各店の店頭で承りをス

タート。インターネットでは、5 月 7 日から受注開始。 

[2021 松坂屋 「夏の贈り物」（お披露目会 6/1：松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、2021 年松坂屋「夏の贈り物」お中元ギフトを 5 月 7 日からインター

ネットにてスタート。6 月 1 日からは、本館ギフトセンターにて店頭での承りも開始。 

[あんこの魅力を詰め込んだ初イベント「あんこぱらだいす。」（大丸札幌店 6/23～）]  

大丸札幌店で、進化系から王道まで、あんこの魅力をぎっしり詰め込んだ初イベントを開

催する。 

[「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」（松坂屋名古屋店 8/7～）]  

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」を開催。 

[プライベートジェット旅行企画販売スタート（5/31～）]  

松坂屋名古屋店旅行センターでは 、プライベートジェットでチャーターしたプライベート

個人旅行プランの販売をスタート。ANA ビジネスジェット㈱との共同企画。 

[金製品の一大展示即売会「大黄金展 」（松坂屋名古屋店 6/9～）]  

松坂屋名古屋店にて、黄金の大展示販売会を開催。国内有数の金工芸職人の技が生み出す、

仏具や茶道具、和洋食器のほか、時代を映すオリジナル作品など、数々の逸品が集う。 

[捨てる前に役立てる。『motokasa プロジェクト』始動！（6/23～）]  

『motokasa プロジェクト』－捨てられた傘が生まれ変わる。廃棄傘で作ったバッグが、期

間限定ショップに初登場＜motokasa> & <PLASTICITY> 

[「コスメ de ECOFF」不用品の回収アイテムを拡大（6/2～）]  

いらなくなった化粧品プラスチック容器を大丸・松坂屋が店頭で回収し、ご参加いただい

たお客様に代わって環境保全を行うキャンペーンを実施。 

【東武百貨店】 

[エディブルフラワーを使用したオリジナルメニューを展開（池袋本店 6/16～）」]  

池袋本店では、6月 16日から 7月 7日まで「笑顔の花」をテーマに、エディブルフラワー

（食べられるお花）を使用したスイーツやサラダなど期間限定メニューを展開する。 

[「レトロカワイイ スイーツ＆パン」 食品フロアで開催（池袋本店 6/16～）」]  

池袋本店では、6月 16日から「レトロカワイイ スイーツ＆パン」と題し、ノスタルジッ

クな雰囲気を感じる「レトロ」で「カワイイ」スイーツやパンを販売する。 

【三越伊勢丹】 

[2021 三越伊勢丹のお中元。お届けしたいのは“しあわせなみらい“です。]  

今年のお中元は「つなぐ」をテーマに時代・地域・人をつなぐギフトをご提案。三越伊勢

丹が考えるサステナビリティを形にしたギフトを多数ご用意する。 

[「イセタンユカタ 2021」三越伊勢丹オンラインストアで開幕（6/9～）]  

楽しみ方、五十人五十色。今年の夏は、ダイバーシティにゆかたを楽しもう。450種類を

超える豊富なバリエーションで展開する。 

【高島屋】 

[約 1,100 点の豊富なラインアップ 髙島屋の「出産内祝い」カタログが誕生]  

掲載商品は約 1,100 点、全て髙島屋オンラインストアでお求めいただける。6月 21日よ

り髙島屋オンラインストアで承りスタート、1,400 以上の産院に設置・無料配布。 

 [クリエイティブリユース-廃材・端材からはじまる世界-（日本橋髙島屋 S.C.6/16～）]  

廃材・端材を観察し想像力と創造力によって再び循環させる「クリエイティブリユース」

活動。大月ヒロ子氏と６人のクリエイターによる後期展示を 6月 16日からスタート。 
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[施策概要] 
 

【そごう・西武】 
[西武・そごうのコスメ情報サイト「Kireidepart」にバーチャルストアオープン（6/1～）]  

様々なコスメ情報を届ける西武・そごうのコスメ情報サイト「Kireidepart」に、コスメのバー

チャルストアが期間限定オープン。バーチャル空間で新しいお買い物を楽しめる。 

6月 1日～8月末頃まで、バーチャル空間でお買い物を楽しめる、コスメのバーチャルストア

が期間限定オープン。これからの季節、必需品となるＵＶアイテムをブランドを超えてご紹介。

２３ブランドのＵＶアイテム３０点をまとめてご覧頂け、気に入ったアイテムはその場で、西武・

そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」でご購入頂ける。（リリース） 

[そごう広島店でデパ地下デリバリーサービス開始（6/4～）」]  

そごう広島店では、6 月 4 日(金)から食品フロアのデリバリーサービスをスタート。コロナ

禍でお客さまのニーズに応える新しいご提案を行う。 

6月 4日より、フードデリバリーサービス「Ｗｏｌｔ」と取り組み、そごう広島店のデパ地下に出店

する約 30ショップ 270品の中から、一度に複数のメニューをご注文頂けるデリバリーサービ

スがスタートした。（リリース） 

 

【松屋】 
[2021松屋銀座のお中元 オンラインストア・ギフトセンター スタート（6/2～）]  

松屋銀座のお中元は、「会えないからこそ贈る」をテーマに、店頭・オンラインストアとも 6

月 2日からスタート。オンラインストアは前年比２割増の品揃えで展開、強化する。 

今年のお中元は外出や旅行を自粛する中で帰省や季節のご挨拶も控える時節柄、「会えな

いからこそ贈る」をテーマに、実家のご両親やご友人に贈る「自宅で過ごす時間を豊かにす

るおいしいギフト」を提案。来店を控える方も多いことから松屋オンラインストアも前年比２割

増の品揃えで展開、強化する。（リリース） 

[「GINZAの百傘会」優れたものづくりの技術を生かした日本の職人傘を発信（6/8～）] 

半世紀以上続く名物催事「GINZA の百傘会」の今回のテーマは「日本の職人傘」。地域

応援や上質な傘を永く使い続けるサステナブルの観点からも「日本の職人傘」を多数展

開。 

松屋銀座で昭和初期から始まり、半世紀以上続く名物催事「GINZA の百傘会」。今回のテ

ーマは「日本の職人傘」。日本の職人の手掛ける傘は手間暇かけて 1点ずつ作っていること

から、丈夫で永く使え、修理が出来るものがほとんど。地域応援や上質な傘を永く使い続け

るサステナブルの観点からも、「日本の職人傘」をおすすめし、数多く展開する。（リリース） 

[松屋銀座、浅草両店で「和菓子を楽しむ水無月」フェアを開催（6/9～）] 

日本の歴史や季節感から生まれた伝統文化で、年中行事にも欠かせず、深く結びついて

いる和菓子。コロナ禍の祈りの菓子「和菓子」のフェアを松屋銀座、浅草両店で開催す

る。 

6 月 16 日は「和菓子の日」。6 月 30 日の行事「夏越祓」に食べると魔除けと暑気払いにな

るといわれる縁起菓子の「水無月」。松屋では、６月 9日から「和菓子を楽しむ水無月」フェア

を開催し、コロナ禍だからこそ、 ティータイムを充実させ、健康招福や厄除けを祈願するた

めに、祈りの菓子としての和菓子を提案する。（リリース） 
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[松屋浅草 バイクで即配。「デパ地下グルメお届け便」開始（6/8～）] 

近隣顧客を対象に、バイクによる食品のオンデマンドデリバリーサービスを、６月８日より松

屋浅草にて開始。高品質なお惣菜を注文即日にお届けする。 

緊急事態宣言下で中食の需要が高まる中、百貨店ならではの高品質なお惣菜を注文即日

にお届けすることで、近隣の「馴染み客」の利便性を創出。コロナ禍で来店 客数が減少す

る百貨店の営業活性化及び利益確保も目指す。（リリース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[阪急うめだ本店で ZOZOTOWN と初協業（6/10～）] 

阪急うめだ本店は、6 月 21 日から開催の LOEWE の特別コレクションイベントに合わせ

て、ECファッションサイトを運営する株式会社 ZOZO と初めて協業した。 

阪急うめだ本店は、6 月 21 日から開催のスペインのブランド、LOEWE の特別コレクション

イベントに合わせて、EC ファッションサイトを運営する株式会社 ZOZO と初めて協業した。

阪急阪神百貨店では、OMO（オンラインとオフラインの融合）を進めており、ZOZO との協業

もその一環。（リリース） 

[阪急百貨店の新企画「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」本格始動] 

京都の伝統工芸とファッション・アートなど様々なカルチャーを掛け合わせた商品開発

や、イベント開催などを行う「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」が本格始動。 

「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」取り組み第 1弾として、日本発の気鋭ブランド

「THE WORLD IS YOURS」と、神社や仏閣の装飾などに使用される「金襴生地」のコラボ

レーションで、桶太鼓をモチーフにした限定バッグ「TSUZUMI」を商品化。阪急メンズ大阪

で 6月 16日から期間限定ショップにて初披露している。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[中国市場ソーシャルリスニングサービスの日本営業代理事業を本格的に開始]  

中国向け越境 EC 事業のパートナー「チェンガン」が手掛けるデータ可視化ツール「無料

ダッシュボード」の拡充に合わせ、「中国市場ソーシャルリスニングサービス」の日本営業

代理事業の営業活動を本格的に開始。 

「中国市場ソーシャルリスニングサービス」は、中国の主要 EC や SNS に投稿された情報を

収集し、AI を活用して解析、中国消費者のブランドに対する評価分析や販活動の効果測

定などを行う分析サービス。中国 EC の大規模セールの結果検証ツールとして需要が見込

めることなどから、より幅広い企業へのアプローチを本格的に開始する。（リリース） 

[話題のスィーツ「マリトッツォ」、『高級食パン専門店嵜本』から新発売（6/4～）]  

今年注目のスイーツとして話題の、イタリア・ローマ発祥の伝統菓子「マリトッツォ」を、新た

に 6月 4日から『高級食パン専門店嵜本』で展開スタート。 

お店独自にこだわったパン生地やクリームを使用し、それぞれのお店でオリジナルの味わい

を楽しめる「マリトッツォ」。店内厨房で焼き上げたパン生地にこだわりのホイップクリームで作

り上げた。（リリース） 

[「EMotパスポート」に参加。食料品のサブスクリプションサービス開始。（5/26～）]  

食料品売場で、サブスクリプションサービスの利用を開始。小田急電鉄㈱が提供する電子

チケット「EMotパスポート」に参加、購入時に使える 500円クーポンを提供する。 

「EMot パスポート」は、定額料金を支払うことで 30 日間、小田急沿線のターミナル駅を中

心とした飲食店やフラワーショップ等でのお買い物に 1回 500円程のサービスを利用できる

電子チケット。アプリを利用する小田急沿線を生活圏にされている方との接点を創出し、サ

ービスを利用するお客さまの暮らしの充実に努める。（リリース） 
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[2021年「小田急のお中元」（ECサイト 5/20～、新宿店 6/9～）]  

小田急百貨店は、EC サイトで 5 月 20 日から、新宿店は 6 月 9 日からお中元ギフトセン

ターを開設。ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」は全品全国送料無料。 

例年人気の全国から選りすぐりの名店・レストランのプレミアムな一品のほか、“おうち時間 

の充実で需要が高まる、本格的な味を手軽に味わえる惣菜やスイーツの展開数を増やし強

化。EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」 では「全品全国送料無料」（一部送料

込み）。（リリース） 

[新宿小田急に「パティスリー ユウ ササゲ」オープン（5/26～）]  

新宿店本館地下 2 階和洋菓子売場に、5 月 26 日に『パティスリー ユウ ササゲ』がオー

プン。今回が初の外部出店となる。 

5月 26日、『パティスリー ユウ ササゲ』が新宿店本館地下 2階和洋菓子売場にオープン。 

見た目だけでなく味わいや食感、香りなど、五感に響くお菓子作りを大切にし、フランス菓子

を中心とした季節感のあるお菓子が人気のお店。千歳烏山に店舗を構え、今回が初の外部

出店。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[2021大丸・松坂屋「夏の贈り物」（インターネット 5/7～、店頭 6/1～）] 

2021 年大丸・松坂屋「夏の贈り物」（お中元ギフト）は、6 月 1 日から各店の店頭で承りを

スタート。インターネットでは、5月 7日から受注開始。 

大丸・松坂屋「夏の贈り物」は、自宅で過ごす時間を充実させたいという需要から、「家食」志

向によるデイリー食材やお取り寄せグルメの企画を充実。また、インターネット受注の大幅増

から、食品担当バイヤーが動画でおすすめ商品を紹介する「バーチャルギフトセンター」も

展開。今年の食のトレンド、いちおし商品をいち早く動画でチェックいただける。（リリース） 

[2021松坂屋 「夏の贈り物」（お披露目会 6/1：松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、2021 年松坂屋「夏の贈り物」お中元ギフトを 5 月 7 日からインタ

ーネットにてスタート。6月 1日からは、本館ギフトセンターにて店頭での承りも開始。 

松坂屋名古屋店の昨年のお中元は、オンライン受注が初めて店頭売上を上回った。今年は

更にインターネットでのご注文を充実させるべく、オンライン限定で掲載する商品を増やし、

オンライン受注の新しいコンテンツとして「バーチャルギフトセンター」を導入するなど、コロナ

禍でも楽しくお買い物ができる仕掛けを行っている。（リリース）  

[あんこの魅力を詰め込んだ初イベント「あんこぱらだいす。」（大丸札幌店 6/23～）]  

大丸札幌店で、進化系から王道まで、あんこの魅力をぎっしり詰め込んだ初イベントを開

催する。 

北海道は小豆王国。店頭では、王道のあんこスイーツ、進化系あんこスイーツ、あんこ実演

など、北海道産小豆以外にも、選りすぐりのあんこグルメ、あんこスイーツを用意した「あんぱ

ら。」（あんこぱらだいす。）開催。（リリース） 

[「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」（松坂屋名古屋店 8/7～）]  

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」を開催。 

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。8月 7日から 9月 26日まで、松坂屋美術館（松坂

屋名古屋店南館 7階）にて開催。（リリース） 

[プライベートジェット旅行企画販売スタート（5/31～）]  

松坂屋名古屋店旅行センターでは 、プライベートジェットでチャーターしたプライベート 

個人旅行プランの販売をスタート。ANAビジネスジェット㈱との共同企画。 

海外では旅行の移動手段にプライベートジェットを利用する人が増えており、コロナ禍の密

5



を避けられる移動手段として国内でも注目を集めている。今後、よりプライベート重視の旅行

の需要が高まる可能性を踏まえ、プライベートジェット旅行プランを初企画した。（リリース） 

[金製品の一大展示即売会「大黄金展 」（松坂屋名古屋店 6/9～）]  

松坂屋名古屋店にて、黄金の大展示販売会を開催。国内有数の金工芸職人の技が生

み出す、仏具や茶道具、和洋食器のほか、時代を映すオリジナル作品など、数々の逸品

が集う。 

資産価値として注目を集める金製品の相場は 2020 年に最高値を記録し、平均値でも過去

30年間で最も高い水準を記録。また、金は人工的に作り出せず、地球上に存在する量が限

られている希少性もその価値を担保している。世界に通用するグローバル資産として 今後

ますます注目を集めると予想される金製品を集めた「大黄金展」を開催する。（リリース） 

[捨てる前に役立てる。『motokasaプロジェクト』始動！（6/23～）]  

『motokasaプロジェクト』－捨てられた傘が生まれ変わる。廃棄傘で作ったバッグが、期 

間限定ショップに初登場＜motokasa> & <PLASTICITY> 

環境にも人にも優しい “傘が生まれ変わる”プロジェクト「Motokasa」始動。店内告知不要

傘を引き取り、アップサイクルする取り組み。6/1Motokasa バッグ店内告知スタート。6/23㈱

モンドデザイン 「PLASTICITY」×大丸梅田店 ポップアップ開催。（リリース） 

[「コスメ de ECOFF」不用品の回収アイテムを拡大（6/2～）]  

いらなくなった化粧品プラスチック容器を大丸・松坂屋が店頭で回収し、ご参加いただい 

たお客様に代わって環境保全を行うキャンペーンを実施。 

不用品を店頭で回収する「エコフ リサイクルキャンペーン」同様、非接触で回収できる専用

ボックスをご用意。『お気軽に・お得に』エコに取り組める回収方法を実践する。不用になっ

たプラスチック製化粧品空容器を、各店の「コスメ de エコフ」特設カウンターへお持ちいた

だくことで、気軽にエコ活動にご参加いただける。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
[エディブルフラワーを使用したオリジナルメニューを展開（池袋本店 6/16～）」]  

池袋本店では、6月 16日から 7月 7日まで「笑顔の花」をテーマに、エディブルフラワー 

（食べられるお花）を使用したスイーツやサラダなど期間限定メニューを展開する。 

外食を控える方が多いなか、おうちごはんを華やかにし、明るく元気な気持ちになっていた

だきたい、エディブルフラワーをお客様やお取引先に知っていただきたいという想いを込め

て、東武限定品を企画した。食品フロア、レストラン街、各階喫茶にて展開する。（リリース） 

[「レトロカワイイ スイーツ＆パン」 食品フロアで開催（池袋本店 6/16～）」]  

池袋本店では、6月 16日から「レトロカワイイ スイーツ＆パン」と題し、ノスタルジックな雰 

囲気を感じる「レトロ」で「カワイイ」スイーツやパンを販売する。 

若い世代を中心に、昭和や平成に流行した「レトロ」なアイテムがブームになっているなか、

昔懐かしい純喫茶を彷彿させるスイーツ＆パンなど東武限定品を中心に数多く展開する。

当時を知る方から若い世代まで、幅広い年代にお楽しみいただける企画。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[2021三越伊勢丹のお中元。お届けしたいのは“しあわせなみらい“です。]  

今年のお中元は「つなぐ」をテーマに時代・地域・人をつなぐギフトをご提案。三越伊勢丹

が考えるサステナビリティを形にしたギフトを多数ご用意する。 

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、ユニバーサルデザ

インフードなど、多彩なギフトをご提案する。また、太鼓判 100 と銘打ったバイヤーの一押し

商品を、カタログに掲載された二次元バーコードから動画でご覧いただき、そのままオンラ 

インで購入いただける新しいデジタルの取組みもスタートする。（リリース） 
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[「イセタンユカタ 2021」三越伊勢丹オンラインストアで開幕（6/9～）]  

楽しみ方、五十人五十色。今年の夏は、ダイバーシティにゆかたを楽しもう。450 種類を

超える豊富なバリエーションで展開する。 

三越伊勢丹オンラインストアでは、「イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE」 を 6

月 9 日～8 月 31 日まで開催。「多様性」をキーワードに、既存の枠にこだわらない個々の

「好き」を詰め込んだ自由な着こなしや、着用シーンにとらわれず日常的に取り入れられる新

しい和のウエアなど、誰もが自由に楽しめる夏のスタイリングをご提案する。（リリース） 

 

【髙島屋】 
[約 1,100 点の豊富なラインアップ 髙島屋の「出産内祝い」カタログが誕生]  

掲載商品は約 1,100 点、全て髙島屋オンラインストアでお求めいただける。6 月 21 日よ

り髙島屋オンラインストアで承りスタート、1,400 以上の産院に設置・無料配布。 

「リアル店舗」「ネット」だけでなく、お客様との新たな接点を創出する場として、日本全国にあ

る 1,400 以上の「産院」にて「出産内祝い」専用のオリジナルカタログを設置・無料配布する

ことで、出産準備中のプレママや、そのご家族との接点を拡大してアプローチをするとともに、

百貨店の強みであるギフトニーズへの対応を強化する。（リリース） 

[クリエイティブリユース-廃材・端材からはじまる世界-（日本橋髙島屋 S.C.6/16～）]  

廃材・端材を観察し想像力と創造力によって再び循環させる「クリエイティブリユース」活

動。大月ヒロ子氏と６人のクリエイターによる後期展示を 6月 16日からスタート。 

倉敷市玉島の古民家を改装して、国内初のクリエイティブリユースの拠点「IDEA R LAB」を

開設し、活動を行っている大月ヒロ子氏の監修のもと、クリエイティブリユース活動の一端を

ご紹介。大月氏が選定した６プロジェクトのユニークなクリエイティブリユース作品や、髙島屋

創業 190 年をテーマとして、廃材を用いて作られたオブジェを展示する。（リリース） 

 

 

以上 
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バーチャル空間で新しいお買い物体験 
西武・そごうのコスメ情報サイト「Ｋｉｒｅｉｄｅｐａｒｔ」 

コスメのバーチャルストア期間限定オープン 
毎月様々なコスメ情報をお届けしている、西武・そごうのコスメ情報サイト「Ｋｉｒｅｉｄｅｐａｒｔ」にて６月１日（火）～８月末頃 

まで、バーチャル空間でお買い物を楽しめるコスメのバーチャルストアがオープンいたします。これからの季節、必需品となる 

ＵＶアイテムをブランドを超えてご紹介するほか、ＵＶの基礎知識や紫外線対策についてご紹介いたします。 

お客様は店頭で商品を探し回る事なく、２３ブランドのＵＶアイテム３０点をまとめてご覧頂く事ができ、気に入ったアイテム

はその場で西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」でご購入頂けます。 

また、基礎知識やケア方法もあわせてご紹介する事で、初めてＵＶ商品の購入を検討する方や、ＥＣサイトで購入する際

の「何を選べば良いか分からない、正しいケア方法を知りたい」といったニーズにもお応えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

２０１３年２月 
 

 

 

 

 

 

２０１３年２月 
 

 

 

 

 

 

  

Press Release 
     

          

           

２０２１年５月 
 

 

 

 

 

  

＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【展開概要】 
■会期：６月１日（火）午前１０時～８月末頃までを予定 
■品揃え：２３ブランドのＵＶアイテム約３０点 ※商品内容は入れ替わる可能性がございます。 
■「Ｋｉｒｅｉｄｅｐａｒｔ」ＵＲＬ：https://www.sogo-seibu.jp/kireidepart/ ※6/1（火）に「Ｋｉｒｅｉｄｅｐａｒｔ」内にオープン。 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 【バーチャル画面イメージ】 

ＵＶの基礎知識や紫外線対策についてアニメーションでご紹介 

２３ブランドのＵＶアイテム３０点を種類別にご紹介 

商品をクリックすると仕様確認ができる機能も（一部商品のみ） 
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そごう広島店では、6月 4 日(金)から食品フロアのデリバリーサービスをスタートいたします。 

コロナ禍で行動制限が多い中、需要が高まっているフードデリバリーに着目し、デイリー利用の多い食品売場の商品を対象に 

「自宅に居ながらデパ地下の味を楽しみたい」という、お客さまのニーズに応えるサービスとしてご提案いたします。 

そごう広島店に出店する約 30 ショップの 270品の中から一度に複数のカテゴリー、ブランド、メニューから選んで注文ができ、 

即日配達・日時指定予約配送でお届けいたします。 
 

「デパチカ デリバリーサービス」 

■開 始 日：2021年 6月 4 日(金) 

■注文受付時間：午前 10 時 30分～午後 6時 30分  

■対象売場：本館地下 1階・地下 2階 各対象商品 

■お届け対象地域：広島市中区全域、ほか（そごう広島店から約４㎞圏内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜受注できる商品＞ 

食品売場（和・洋・中華総菜、弁当、パン、野菜・フルーツ、スイーツ、ワイン、など）約 270品 ※随時追加予定 
 

＜キャンペーン＞ 2021年 6月 4日(金)～6月 17日(木) 

今回の取り組み開始を機会に、２週間限定でお得にご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。 

●キャンペーン１：期間限定でお寿司をワンコイン(税込 500円)でご提供いたします。※各日 20パック限定 ※おひとりさま３パックまで 

●キャンペーン２：期間限定でご注文の商品を配送料無料にてお届けいたします。 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ  
 

(株)そごう・西武 
そごう 広島店  

＜お問い合わせ＞ そごう広島店 販売促進部 山岡    

電話：０８２－５１２－７０２２ ／業務用携帯電話：０８０－４５７１－９９０４ 

コロナ禍でお客さまのニーズに応える新しいご提案 

デパ地下で デリバリーサービス始めます 

＜注文からお届けまでの流れ＞ 

① 宅配サービス『Wolt（ウォルト）』にて当日即配・日時指定予約注文 

Wolt注文アプリから購入商品を選択していただきます。 

※お届けは税込 1,200円から承ります。 ※送料として 99 円～299円を頂戴いたします。 

※支払い方法：クレジットカード、デビットカード、スマホ決済（Google pay ／apple pay） 

② 受注後、集荷スタッフが店内商品をピックアップ 

③ 配達担当者(外部委託)に商品引き渡し ⇒ ご注文者さまへお届け（注文から最短 30分前後でお届けします） 
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松屋銀座のお中元は、店頭・松屋オンラインストアとも６月２日（水）からスタート。 
今年のお中元は外出や旅行を自粛する中で帰省や季節のご挨拶も控える時節柄、 
「会えないからこそ贈る」をテーマに、実家のご両親やご友人に贈る「自宅で過ごす時間を
豊かにするおいしいギフト」を提案。来店を控える方も多いことから松屋オンラインストア
も前年比２割増の品揃えで展開、強化します。 

 
 2021 松屋のお中元 ポイント 
  ■インターネットショッピングの強化 
   松屋オンラインストア限定 お買い上げ特典 
 
  ■松屋銀座の 2021 お中元おすすめギフト 
   １．“行ったつもりの”全国の味 
   ２．体にやさしい健康志向のギフト 
   ３．ご自宅配送限定おすすめ品 
   

■松屋オンラインストア限定 お買い上げ特典  
コロナ禍の中で来店を控える傾向を踏まえ、さらなるオンラインストアでの売上増を図るため、３つの特典をご用意。 
店頭来店から EC への移行を促します。 
 
 １）地下食品フロアの人気ショップのギフトが「全国送料無料」に。（一部除外品あり） 
  《商品の一例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）早期特別ご優待ギフトの承り期間を延長。 
   早期お申し込みで 10％～15％オトクに買えるギフトが、昨年比＋14 日、店頭より＋５日長くお求めいただけます。 

   6 月２日（水）午前 10 時～７月９日（金）午前 10 時まで 

 

 ３）松屋ポイントカードご利用で、ポイント５倍に。 
   決済時に松屋ポイントカードご利用で、お得に。 しかも松屋カード（クレジットカード）との併用可能。 

 

 

  ※通常、対象商品を税別 100 円お買い上げごとに基本ポイントが 1 ポイントたまります。 

     →ポイント５倍に！ 

    

 

 

 【松屋オンラインストア 概要】 
 ６月 2 日（水）午前 10 時 ～ 7 月 26 日（月）午前 10 時 https://store.matsuya.com/ 
    販売期間  54 日間  ※前年比＋21 日 

    ネット掲載点数 約 1,050 点 ※前年比 約 120％ 

    ネット売上目標 前年比 200％ 

2021 松屋銀座のお中元 
松屋オンラインストア 6 月２日（水）午前 10 時スタート https://store.matsuya.com/ 

松屋銀座 8 階お中元ギフトセンター 6 月２日（水）～７月 19 日（月） 

〈アンフィニ〉 
ベルガモットのチーズケーキ 
3,780 円 

〈銀座 Kuma3〉 
銀座くろまめへしれけーき 
6,264 円 

〈ミルフィユ メゾン フランセ〉 
ミルフィユ4種の詰合せ（計20 個入） 
6,480 円 

WEB 限定送料無料 WEB 限定送料無料 WEB 限定送料無料 
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１．“行ったつもりの”全国の味 （郷土の味宅配便 72 アイテム） 
外出を控えている先様に、旅行気分を感じられる日本各地のおいしいものをお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２．体にやさしい健康志向のギフト  
長く続いた巣ごもり生活で健康への意識も高まり、先様の安全安心を思いやるギフト。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３．ご自宅配送限定おすすめ品  
 需要の多いご自宅向けアイテムも昨年比 12 アイテム増。健康志向の商品や名店の味が人気です。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                  ※表示価格はすべて税込です 

 
〔2021 松屋のお中元 データ〕  
 ■会期 

  【松屋銀座】 ６月２日（水）～７月 19 日（月）  48 日間 ※前年比＋12 日 （前々年並み） 

  【松屋浅草】 ６月１日（火）～７月 20 日（火）  50 日間 ※前年比＋８日 （前々年並み） 

  【松屋オンラインストア】 

    ６月 2 日（水）午前 10 時 ～ 7 月 26 日（月）午前 10 時 

    54 日間 ※前年比＋21 日  （前々年比＋16 日） 

 ■カタログ掲載点数 約 2,000 点 ※前年並み 

      ◎全国送料無料ギフト  880 点 ※前年並み 

      ◎ご自宅配送限定ギフト 84 点 ※前年比＋12 点 

 ■ネット掲載点数 約 1,050 点 ※前年比 約 120％ 

 ■売上目標  前年比 100％ 

     （うちインターネット 前年比 200％） 

 ■予想平均単価 約 3,700 円 ※前年並み 
 ■ピーク日（予想） 店頭 ７月３日（土）／ＥＣ ７月４日（日） 
                

カテゴリ別 売れ筋 

 2021 年予想 2020 年実績 

１位 洋菓子 洋菓子 

２位 和菓子 和菓子 

３位 ビール ビール 

４位 カタログギフト カタログギフト 

５位 飲料 飲料 

【北海道】 
北海道産 紅ずわい蟹甲羅めし（6 個入） 
5,400 円（送料込） 

〈アサヒ飲料〉 
守る働く乳酸菌 「L-92」（100ml✕30 本入） 
3,986 円 
カルピス由来の乳酸菌研究で選び抜かれた「L-92
乳酸菌」配合の乳性飲料。 
 

〈伊藤園〉 
お～いお茶 お抹茶（スティック 32 本） 
3,024 円 
テアニンや茶カテキンの働きにより認知機能の

精度を高める機能性表示食品。 

〈祇園さゝ木〉 
黒豚の金山寺みそ漬け 
（80g✕5 枚） 
5,184 円（送料込） 
ミシュランガイド 2020 で三つ星を獲得した
京割烹の名店の味をご家庭で。 

【長崎県】  
〈長崎豊味館〉 
黒豚ロールステーキ８個入 
5,400 円（送料込） 

【福井県】  
〈団助〉 
永平寺御用達 ごまどうふ詰合せ（8 個入） 
3,672 円（送料込） 

WEB 限定送料無料 

〈エイタブリッシュ〉 
yachiyo 福 
4,212 円 
有機米粉と有機メープルシロップをベース

に、有機栽培または自然栽培の食材を使
用したクッキー。 

WEB 限定送料無料 

〈ラベイユ〉  松屋限定 
銀座のはちみつギフト（180g） 
7,992 円 
銀座界隈の街路樹などに咲く季節の
花々から集めた、銀座のビルの屋上で
採れた希少な百花蜜。 

〈なかほら牧場〉 
発酵グラスフェッドバターセット 
6,480 円（送料込） 
自然放牧で育てた健康な牛から

作る食塩不使用のバター。 
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松屋銀座で昭和初期から始まり、半世紀以上続く名物催事「GINZAの百傘会」。 

今回のテーマは「日本の職人傘」。年々傘の催事が減っている中、コロナに

よるさらなる打撃を受け、傘の販売機会が減少しています。また、日本の職

人の手掛ける傘は手間暇かけて 1点ずつ作っていることから、素材やつくり

において丈夫で永く使え、修理が出来るものがほとんどです。 

こういった地域応援や上質な傘を永く使い続けるというサステナブルの観

点からも今年は「日本の職人傘」をおすすめし、数多く展開します。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

日本の職人が作る傘は、細部へのこだわりやデザイン・性能もブランドによりさまざま。今年の百傘会では、日本の職人傘の

取扱いを昨年の 6ブランドから、13 ブランドに拡大してご紹介します。 

 

 

松屋銀座初登場〈ホワイトローズ〉 生産地：東京都台東区 
日本製高級ビニール傘。骨は、しなやかで折れにくく風の力を吸収する超軽量カーボン樹脂

を使用。風を上手く通しながら雨は入れない『逆支弁穴開き加工』がほどこされ、風にも強く、

おちょこになりにくい。一般的なビニール傘と違い、部品の修理やビニールの張り替えが可能

で、使い捨てではなく、長く使用できます。 

◆6月 23日(水)-29日(火)の販売 

 

 

松屋銀座初登場〈モンブランヤマグチ〉 生産地：東京都墨田区 
日本の伝統的手法「ほぐし織り」（仮織りをした生地に手捺染し、仮糸をほぐしなから本織り

をする）作業により目の詰まった丈夫な生地が完成。傘の完成まで約 30 人の職人が携わ

っており、丁寧に使えば、数十年使用可能。着物の生地としても用いられているほぐし織り

ならではの、にじんだような色柄の柔らかさと奥行きも特徴。 

◆6月 8日(火)-15日(火)の販売 

 

 
 

松屋銀座初登場〈かさはな〉生産地：大阪府大阪市   

着物リメイク傘オーダー 19,250 円から 

着る機会の減った大切な着物の生地を、職人の技術により再利用

し、「傘」としてもう一度お使いいただけます。全ての傘に撥水加工を

施します。ご家族の思い出の着物の保管用や、ギフトにもおすすめ。 

 ※制作期間：約 6 カ月 

実際の着物生地を再利用して作った一点モノの傘も販売。 

◆6月 23日(水)-29日(火)の販売 

 

優れたものづくりの技術を生かした「日本の職人傘」を銀座から発信！ 

GINZA の百傘会 
■会期 6月 8 日(火)～29 日(火) ■会場 松屋銀座 1階スペース・オブ・ギンザ 

日本の職人傘 

2020年会場の様子 

縁結-雅-（えんゆうみやび）13,200円 

着物傘 33,000 円 

 

GINZAの百傘会 DATA 
■会期：6月 8日（火）～29日（火） 

■展開ブランド数：最大約 50ブランド （新規 6ブランド） 

            うち、日本の職人傘 13ブランド 

■取扱い本数：約 3,000本   

■中心価格帯 5,000円～15,000円（最高価格：10万円〈福井洋傘〉）  

 

雨傘 26,400円 

雨傘 

晴雨兼用傘 

着物を傘にアップサイクル 

2 度織りの伝統技法 

生地の張り替え・修理が可能 

 

アフターケア 婦人雑貨売場では、会期以外でも常時、松屋銀座でお買上げいただいた傘の修理の承りが可能（有料・一部お受けできない傘もあり）。 

※イメージ 
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〔抗菌生地〕                             〔マスクとコーディネート〕                               

 

 
 

 

 

 

近年は活動が活発な梅雨前線の影響で大雨が多くなる傾向です。長梅雨や猛暑など、今年の気候に合わせた、さまざまな傘

が登場します。また、できる限りモノに触れたくない昨今、ワンタッチで簡単に開閉ができる折り畳み傘も注目です。 

〔猛暑対策〕                    〔耐風〕                     〔ワンタッチ開閉〕 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

インポートならではの華やかなプリントの傘や、個性的でおしゃれ

な松屋銀座先行販売の傘で雨の日を楽しく。 

今年ならではのおすすめ傘〔抗菌生地・猛暑対策・耐風など〕 

〈エオス〉 
晴雨兼用傘 9,350円 
生地に抗菌消臭加工を施して

あり、コロナ禍で気になるお出

かけの時も安心。 

 
〈麗傘〉雨傘 19,800円 

〈シャルール〉マスク 2,160円 
※マスクは、1階エッセンスプラスにて販売 

松屋銀座初登場〈UVIONプレミアムホワイト〉 
UVION プレミアムホワイト レース  11,990円 
白い生地なのに紫外線カット率は99％以上、赤

外線もカット。涼しさを保つ特殊なコーティング

により、直射日光を頭部に当てた温度と、傘の

中にいるときの温度差はマイナス 10℃以上。 

◆6月 16日(水)-29日(火)の販売 

 

〈ムーンバット〉 

耐風傘 5,500円から 
急な雷雨も気になる季節。強風で傘が 

おちょこになっても受骨がスライドすること

により骨が折れにくい構造です。 

 

〈クニルプス〉 
クニルプス 6,380円 
ドイツ発祥のクニルプス。折り畳み傘なが

らワンプッシュで開くだけでなく、さらにプッ

シュすると閉じる開閉機能付。 

 

左：〈ギドゥジャン〉雨傘 22,000円 インポート 
1920 年パリにて創業、洗練されたスタイルが魅力のフランスの老舗傘ブランド。 
 

右：〈マンナイン〉長傘 14,300円 松屋銀座先行販売 
テキスタイルデザイナー岸本万里氏による、猫尽くしの新作雨傘。 

〔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 

☂サービス☂ 

新施策 アンブレラ―マスターによるコンサルティング販売会 
傘売場のスペシャリスト『アンブレラ―マスター』有資格者(6 名)による、事前予約制コンサルティング販売会を初実施。知識豊富な販売

員が、選ぶ時のポイントやお手入れ方法などを提案。決まった来店時間でスムーズにお買物いただけます。 

■開催日時：6月 11日(金)、12日(土)、18日(金)、19日(土) 各日 5回開催 ■会場：1階スぺース・オブ・ギンザ  

■定員：各回 1名 ■料金：無料 ■予約方法：松屋ウェブサイトより受付中〈https://matsuya.resv.jp〉 
 
雨の日サービス 雨の日に GINZAの百傘会会場にてお買い上げのお客様に、ヘアケアサンプルのプレゼントや、さらに化粧品売場

にて 2万円以上お買い上げのお客様(先着 100名)には、送料無料サービスなどご用意。 

 

 

①黄色やピンク・水色など顔回りが

華やかに見せる明るい色 

②色・柄を合わせて統一感を出す 

 

体感温度－10 度の白い晴雨兼用

傘  

強風でも骨が折れにくい  ボタン一つ、片手で自動開閉 

 

コロナ禍 

機能重視 

デザイン 

コロナ禍の必需品マスク×傘  
おしゃれのポイント 

 

 

※価格は全て税込 
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松屋銀座、松屋浅草両店では、和菓子のもち上げのため 

6 月 9 日(水)から「和菓子を楽しむ水無月」フェアを開催 

いたします。和菓子は日本の歴史や季節感から生まれた 

伝統文化であり、年中行事にも欠かせず、深く結びついて 

います。6 月は、一年の半分の穢れを落とす意味があり、 

一年のちょうど真ん中にあたる 6 月 30 日に行う「夏越祓 

(なごしのはらえ)」という行事があります。その日に食べる 

と魔除けと暑気払いになるという縁起菓子の「水無月」が有名であり、近年注目されています。また、6 月 16 日は全国和菓子

協会により「和菓子の日」として制定されています。普段和菓子を食べない方も、一年に一度のイベントとして日本の文化・和

菓子にふれてみる良い機会であり、コロナ禍だからこそ、ティータイムを充実させるため、また健康招福や厄除けを祈願するた

めに、祈りの菓子として和菓子をいただくのはいかがでしょうか。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈松屋銀座 展開商品〉                                                       

俵屋吉富 「水無月」 605 円(2 個入り) 

京都の名産品であり縁起菓子の「水無月」。6 月下旬、無病息災を願い神社の茅の輪をくぐる

「夏越祓」。この「夏越祓」に氷を食べ、暑い夏を越そうという宮中行事がありました。庶民には

高級品だった氷を入手することはできないことから、その代わりとして氷に似たお菓子を食べ

ることによって、夏バテ予防をすることになりました。ういろうの三角形の形で氷を表し、赤い

小豆は邪気払いや悪魔祓いという意味が込められています。 

※銘家逸品にて、6 月 25 日(金)、26 日(土)販売 

コロナ禍の祈りの菓子「和菓子」 

厄除けや健康招福を祈願し、和菓子を愛でよう 

6月 16日は「和菓子の日」 
 

松屋銀座：6 月 9 日(水)～30 日(水) 松屋浅草：6 月 9 日(水)～20 日(日) 

 

商品の一例 

「和菓子の日」とは 

西暦 848 年(承和 15 年・嘉祥元年)、6 月 16 日に 

16 の数にちなんだ菓子、餅などを神前に供えて、 

厄除けと招福を願う嘉祥(嘉定)という行事がありま

した。江戸時代には宮中や幕府でも重要な儀式と

なり、特に幕府では、江戸城の大広間に 2 万個を

超える菓子を並べ、将軍が大名・旗本への下賜
か し

し

ました。行事は歴史の中で受け継がれ、明治時代

まで盛んに行われていました。 

これを現代に復活させたのが「和菓子の日」です。 

 

６月に和菓子をいただくポイント 

   １．夏バテ予防 

   ２．厄除けや健康招福を祈願 

   ３．季節感を楽しみ、お茶の時間を充実 

「和菓子を楽しむ水無月」フェア DATA 
 
【松屋銀座】  6 月 9 日(水)～6 月 30 日(水)  
    地下 1 階 和菓子売場 
    15 ブランド 17 品  
【松屋浅草】  6 月 9 日(水)～6 月 20 日(日) 
    1 階 浅草すいーつ小町 
    10 ブランド 12 品 
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〈松屋浅草 展開商品〉 

 

※価格は全て税込です。 

〔問い合わせ〕株式会社松屋 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 

銀座文明堂 

「栗人形焼」(6個入り)378円 

栗餡をふんわり生地で包み

こみました。 

※6月9日～6月16日販売 

松﨑煎餅 

「季節の三味胴 水無月」 

1,792 円(12 枚入り) 

初夏の絵柄が楽しめる

瓦煎餅です。 

※7 月上旬まで販売 

松月堂 

「細竹水羊羹」357円(1本) 

青竹風容器に入った、滑らか

な口当たりの水羊羹。 

※なくなり次第終了 

銀座あけぼの 

「濃茶本葛」324 円(1 個) 

抹茶葛・ふっくら小豆・透

明ゼリーの 3 層で仕立て

た和のデザート。 

※8 月 31 日まで販売 

黒船 

「黒々」・「水々」各 378 円 

丹波黒豆入り黒糖羹と、

柚子シロップが付いた水

ゼリー。 

※8 月中旬まで販売 

叶 匠壽庵 

「煮小豆に餅」238円(1個) 

羽二重餅で煮小豆を包
みました。 
※6 月 15 日、16 日のみ
販売 

KURAKICHI（クラキチ） 

「善兵衛栗 栗水ようかん」

486 円(１瓶) 

つぶ餡と刻んだ善兵衛栗を

使った甘さ控えめな水羊羹。 

※8月下旬まで販売 

徳太樓 

「きんつば」951 円 

甘さ控えめで上品な

味わい。 

菓匠 青柳正家 

「冷やししるこ」432 円(１個) 

藤色の餡をじっとり炊いて作り

ました。 

※6 月 16 日～20 日販売 

 

KURAKICHI「善兵衛栗 栗水ようかん」と、Kuma3（クマサン）「お濃茶ぷりん」（1,048円）は、 

松屋浅草の「下町銘菓撰」でも 6月16日限定で販売します。 

 

下記商品は、松屋銀座「銘家逸品」でも6月16日限定で販売します。 

 

俵屋吉富 

「風涼み」 972 円 

(2 個入り) 

小豆こし餡入り薯蕷製の

「京団扇」2個入りです。 

※6月16日のみ販売 
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松屋は、オンデマンド配送プラットフォーム「CREW Express」を運営する「株式会社 Azit（アジット）」と提携し、近隣商圏

顧客を対象にしたバイクによる食品のオンデマンドデリバリーサービスを６月８日(火)より松屋浅草にて開始いたします。 
 

緊急事態宣言下で中食の需要が高まる中、百貨店ならではの高品質なお惣菜を注文即日にお届けすることで、近隣

の「馴染み客」の利便性を創出。コロナ禍で来店客数が減少する百貨店の営業活性化及び利益確保も目指します。 
 

まずは松屋浅草食品バイヤーによる選りすぐりのグルメ４２品のお届けからサービススタートし、今後は「ＬＩＮＥ 

WORKS」を活用した顧客とのコミュニケーション強化や、お好きなものを注文いただく「御用聞きサービス」に発展させて

いく予定です。現在、銀座店においても実施を検討中。確定次第、随時発表させていただきます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

株式会社 Azit（アジット） 「クルーエクスプレス」 

２０１３年創業。モビリティ・プラットフォーム「CREW（クルー）」や、バイク・自転車による荷物  

の当日配送を実現する「CREW Express（クルーエクスプレス）」を提供するスタートアップ  

企業。「CREW Express」は、デジタルの知見を最大限に活かした仕組みにより効率的な 

配車を実現。また、配達パートナーには独自の審査があり、審査を通過した方のみ が 

登録可能。質の高いサービスを提供しています。 

 

コロナ禍 近隣顧客にデパ地下グルメをバイクで当日お届け！ 

松屋浅草 「デパ地下グルメお届け便」 

６月８日(火)スタート 松屋浅草 地階食品  

松屋浅草 「デパ地下グルメお届け便」 

 

 
・サービス開始    

・対象商品       

 

・受付方法・時間   

 

・お届け地域      

・配送料金        

 

 

・配達時間       

・配達可能サイズ  

・支払い方法  

２０２１年６月８日（火） 

バイヤー選りすぐりの生鮮食品、弁当惣菜、グロッサリーなど全 42 種類 

または店頭お買い上げ商品 ＊一部対象外商品あり 

フリーコール：0120-131-247 (開店～16 時) 

店頭：松屋浅草 地階 特設承りカウンター(開店～１５時) 

台東区、墨田区全域 

①平日 770 円 土日祝 924 円 ②平日 1,100 円 土日祝 1,320 円 

①:台東区花川戸 1～2 丁目、雷門 1～3 丁目、浅草 1～7 丁目、墨田区吾妻橋 1～3 丁目） 

②:①以外 

注文から最短 1 時間 （時間指定不可） 

幅 45ｃｍ高さ 45ｃｍ奥行き 25ｃｍ  配達可能重量：2.5ｋｇまで 

クレジットカード 
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■取扱ショップ：全 28 ショップ 42 種類 

■取扱アイテム：惣菜、お弁当、生鮮品、グロッサリーなど全 42 種類 

■ショップ一覧 

（１）ドンク （２）ＲＦ１ （３）ローマイヤ （４）神戸コロッケ （５）崎陽軒 （６）京鳥 （７）華鳥 （８）大黒家 （９）割烹とんぼ 

（10）喜多福 （11）海老屋總本舗 （12）宮川本廛 （13）おこわ米八 （14）日本橋 日山 （15）ゆしま 扇 （16）とんかつ まい泉  

（17）チャンロイ （18）洋食小松亭 （19）妻家房キッチン （20）スパイス スペース ウガヤ （21）深川太郎 （22）古市庵  

（23）海鮮丼屋ささご （24）すし 三崎港 （25）丸赤 （26）東信水産 （27）ころくや （28）北野エース   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日本橋 日山 「すき焼き弁当」（１折）1,512 円 

日山定番のすき焼きを弁当に。「すき焼き割烹 日山」の割下で味付け。 

②スパイス スペース ウガヤ 「牛すじカレー」（１パック）1,178 円 

                        国産黒毛和牛の牛すじと 27 種類のスパイスの香りが相性抜群。 

③妻家房キッチン 「チーズダッカルビ石焼ビビンバ」（１パック）1,080 円 

                        鶏肉と野菜の甘辛炒めにチーズを絡めた深い味わいの韓国料理。 

④京鳥 「お得用 焼鳥 10 本セット」（10 本）1,080 円 

タレ味 5 種類×各 2 本のセット 

⑤ローマイヤ 「お得用ハム詰合せ」2,160 円 

                        人気商品の詰め合わせ。 

⑥ＲＦ１ 「乳酸菌＆オリゴ糖 野菜たっぷりのポテトサラダ」（1 パック）594 円 

フレッシュ野菜をまろやかなポテトと一緒に味わうサラダ。 

⑦日本橋 日山 「牛肉野菜巻き（アスパラ）」（1 本） 324 円 

牛肉とアスパラの相性がピッタリ。おつまみとしてもおすすめです。 

⑧丸赤 「中辛紅鮭（ロシア産・解凍）」（３切）1,080 円 

                        ごはんのおともに最適な定番品。 

 

 

 

取扱商品について 

 

 

商品一例 

 

 

〔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）・Ｍａｉｌ:koho@matsuya.com 

価格は全て税込 

① 
② 

③ 

⑤ 

 

⑥ 

② 

 

③ ④ 

⑦ ⑧ 
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２０２１年６月１０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 

 

阪急うめだ本店でＺＯＺＯＴＯＷＮと初協業 

～ＬＯＥＷＥ（ロエベ）イベントで店頭とオンラインをシームレスにつなぐ取り組み～ 

 

株式会社阪急阪神百貨店が運営する阪急うめだ本店は、６月２１日から開催するスペインのブランド、LOEWEの

特別コレクションイベントに合わせて、ＥＣファッションサイトを運営する株式会社ＺＯＺＯと初めて協業します。先行

販売する特別コレクションの一部を、阪急百貨店の通販サイト「ＨＡＮＫＹＵ ＦＡＳＨＩＯＮ」とＬＯＥＷＥ公式サイト、

「ＺＯＺＯＴＯＷＮ（ゾゾタウン）」で購入できるようにするほか、イベント開催中に店頭と「ＺＯＺＯＴＯＷＮ」をシームレ

スにつないで盛り上げます。 

阪急阪神百貨店では、ＯＭＯ（オンラインとオフラインの融合）を進めており、ＺＯＺＯとの協業もその一環です。 

 

【イベントの概要】 

 名称：「ＬＯＥＷＥ ＰＡＵＬＡ‘Ｓ ＩＢＩＺＡ ＥＶＥＮＴ（ロエベ パウラズ・イビザ・イベント）」 

    世界のクリエーターやアーティストとコラボする阪急うめだ本店の全館イベント「CREATION WEEKS」に合

わせて開催されます。ロエベのクリエイティブディレクターであるジョナサン・アンダーソンがスペインのイビ

ザ島のブティック「Paula's」から着想を得たカプセルコレクションの展示、販売を行います。 

期間：６月２１日～７月５日（１５日間） 

場所：阪急うめだ本店９階 祝祭広場 

※）イベントの会場装飾には、岡山県真庭市のヒノキを使用。木材加工時に発生した端材は真庭バイオマス発電の燃料として

使用され、イベント後の装飾は解体して保管、繰り返し使用します。また、スペイン・ガリシア地方の焼き栗用のチェスナットロー

スターに様々なアーティストが装飾を施す『ロエベウィーブズプロジェクト』より、過去のコレクションの余剰レザーなどを使用した

作品が会場で展示され、ご購入頂けます。ＳＤＧｓを意識したイベントです。 

 

【オンライン販売の内容】 

場所：LOEWE公式通販サイト、「HANKYU FASHION」、「ZOZOTOWN」 

販売開始：６月１０日午前１０時 

販売終了：７月末(予定) 

 

【協業の内容】 

・ZOZOTOWNとHANKYU FASHIONにて、LOEWEのカプセルコレクション「パウラズイビザ」第２弾商品の一部

先行販売 

・ZOZOTOWN上で、阪急うめだ本店 祝祭広場でのイベント開催告知 

・阪急うめだ本店イベント会場での店頭 POPによる ZOZOTOWNでの販売告知 

・ZOZOTOWNでの告知を見てイベントに来場したお客様へ、会場にてノベルティプレゼント（期間中各日数量限定） 

・ZOZOTOWN×LOEWEによる阪急うめだ本店 祝祭広場の装飾コラボ 

 

【関係各社について】 

 株式会社阪急阪神百貨店 株式会社ＺＯＺＯ 

本社 大阪市北区 千葉市稲毛区 

代表者 山口俊比古社長 澤田宏太郎・社長兼ＣＥＯ 

資本 エイチ・ツー・オー リテイリンググループ Ｚホールディングスグループ 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部   ＴＥＬ  ０６－６３６７－３１８１ 
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2021年 6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 

    

阪急百貨店の新企画「HANKYU KYOTO CRAFT PROJECT」が本格始動 
～伝統工芸を“ファッショナブル”に、“アート”にアップデート～ 

 

株式会社阪急阪神百貨店は、京都の伝統工芸とファッション・アートなど様々なカルチャーを掛け合わせ

た商品開発を行い、期間限定イベントの開催や動画コンテンツの開発を行う「HANKYU KYOTO CRAFT 

PROJECT」を２０２０年より進めてきました。同社ファッションワールドコンテンツ開発部 村上大輔と、株式会社

WAlive(ワライブ、本社：京都市中央区、代表：菅真継)※1 との共同プロジェクトで、日本の伝統をより身近に感

じてもらい、文化を守り、地域活性化に繋げていきます。この度、取り組み第 1 弾として、日本発の気鋭ブラン

ド「THE WORLD IS YOURS」※2と、神社や仏閣の装飾などに使用される「金襴生地」のコラボレーションで、桶

太鼓をモチーフにした限定バッグ「TSUZUMI」を商品化しました。阪急メンズ大阪で６月１６日から開催される

「THE WORLD IS YOURS」の期間限定ショップにて初披露します。また、モチーフの桶太鼓にちなみ、藤舎（とう

しゃ）流囃子方の藤舎成光氏を起用したプロモーション動画を制作し、商品の魅力をお伝えしています。 

 今後も伝統工芸とファッション・アートをミックスした商品を開発し、寧波阪急（中国）を含めた阪急百貨店のリアル店

舗での販売や、ECを中心としたデジタル活用で、国内外での販路拡大を目指します。 

 

【商品名】TSUZUMI 

【販売場所】阪急メンズ大阪 1階メインステージ「THE WORLD IS YOURS」期間限定ショップ 

       ※阪急阪神百貨店のオンライン決済サービス「Remo Order」対応 

【販売期間(催事期間)】６月１６日～２２日 

【価格(税込み)】 TSUZUMI 50 605,000円（写真左） 

TSUZUMI 30 440,000円（写真右） 

【プロモーション動画】https://qr.paps.jp/KAEFN 

 
 

 

※１ 株式会社WAlive：２０２０年、代表・菅真継氏と京都の伝統工芸／芸

能の海外発信を行ってきたトラディ合同会社との共同出資で設立。職人

の「手」で伝えられてきた日本独自の伝統工芸を見つめ直し、現代の人々

に愛されるブランドやインフルエンサーとのコラボレーションで、唯一無二

の商品開発を行う京都発のベンチャー企業。日本の文化と伝統がこれか

らも国内外の人々に愛され、日本の誇り・宝として伝えられていくよう、伝

統工芸の良さを活かす舞台を産み出し続けている。 

 
※２ 「THE WORLD IS YOURS」：２０１６年から大阪を拠点に活動。ブラン

ドアイコンのペイズリー柄を用いたバッグを中心にウエア、シューズなどを

展開している。生産を日本国内で行っており、その高い品質から海外の

顧客が多く、現在アメリカを中心に感度の高いセレクトショップで販売中。

昨年、有名ブランドのクリエイティブディレクターがバッグを使用したことを

きっかけに、国内外のファッションインフルエンサーやアーティスト達から

注目される日本の気鋭ブランド。 

 

 

 

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６月 

株式会社小田急百貨店 

株式会社小田急百貨店（本社：東京都新宿区、社長：樋本達夫）では、中国向け越境 EC 事

業におけるパートナーである上海のベンチャー企業「上海橙感信息科技有限公司（チェンガン）」

の日本法人のタエルテックジャパン株式会社と提携し、同社が手掛ける「中国市場ソーシャル

リスニングサービス」の日本営業代理事業の営業活動を、データ可視化ツール「無料ダッシュ

ボード」が６月から拡充することに合わせて、本格的に開始いたします。 

 

「中国市場ソーシャルリスニングサービス」は、中国の主要 EC や SNS に投稿された情報

を収集し、AI（人工知能）を活用して独自の解析を行い、中国消費者のブランドに対する評価

分析や販促活動の効果測定、インフルエンサーの提案などを行う分析サービスです。 

AI を活用することによって、文字だけでなく画像や動画の音声も分析対象に含まれており、

より深い分析とその結果を踏まえたブランド戦略提案やインフルエンサーの起用を可能にしま

す。市場調査や競合分析、あるいはプロモーションにおける自社の KOL（中華圏インフルエン

サー）の評価など、様々な場面で役立ちます。 

 

当社は、２０２０年９月から「チェンガン」が提供する WeChat ミニプログラムを通じた越

境 EC 事業で同社と協力関係にあり、今般、日本有数の商業地である新宿に本店を構える百貨

店の信用度や営業力を生かし、中国市場への新規参入や口コミの影響力が大きい中国市場に順

応したプロモーションを検討している日本企業を対象に、営業代理事業として本サービスの提

案を行うこととなり、企業へのアプローチや商談などの営業活動を行います。 

 

昨年冬から、化粧品を取り扱う企業を中心に先行して営業活動を行ってきましたが、このた

び、中国の EC・SNS 上の自社ブランドに対する消費者の評価数が確認できる「無料ダッシュ

ボード」の拡充によって利便性が向上することに加え、間もなく開催される中国 EC の大規模

セール「6.18 セール」の結果検証ツールとしての需要が見込めることなどから、より幅広い企

業へのアプローチを本格的に開始します。 

当社では、本事業に新たに取り組むことで、事業領域の拡大に努めてまいります。 

 

中国市場のソーシャルリスニングサービスの 

日本営業代理事業を本格的に開始します 

～「チェンガン」が手掛けるデータ可視化ツール「無料ダッシュボード」の拡充に合わせて～ 

グサービスの 

イメージ画像 
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【「中国市場ソーシャルリスニングサービス」概要について】 

１．サービス内容 

 （１）ソーシャルリスニング分析 

・「ブランドパフォーマンス分析」 

消費者が自社ブランドと競合ブランドの何に注目し、どう評価しているかを把握。 

・「カテゴリートレンド分析」 

    商品のカテゴリーにおいて、消費者が話題にしているテーマや流行、悩みなどを特定。 

・「キーワード分析」 

  自社・競合各社の訴求内容のなかで、消費者の反応率が高いキーワードなどを特定。 

（２）KOL＆フォロワー分析 

    現状の KOL 施策の発信内容と反応率の検証や、起用すべき KOL の提案などを実施。 

 （３）データ可視化ツール「無料ダッシュボード」 

    「チェンガン」ＨＰ（https://www.taeltech.com/）よりアクセス可能。中国のEC・

SNS に投稿された自社ブランドに対する消費者の評価数を確認できる表。プロモーシ

ョン時の消費者反応を測定することに役立つ。 

     

２．分析データイメージ 

 

３．サービスの内容・価格などに関する問い合わせ 

  （株）小田急百貨店 事業創造部 事業創造担当 ０３－５３２５－２３４９ 

※ 契約後は、タエルテックジャパン株式会社と直接やりとりいただくこととなります。 

 

以上 

 

 

 

 

 

このニュースリリースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

㈱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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報道関係資料（お知らせ） 

2021 年 5 月 31 日 

株式会社小田急百貨店 

話題のスイーツをデパ地下で！ 

いま注目の「マリトッツォ」 
～ 6月 4日（金）、『高級食パン専門店 嵜本』から新発売 ～     

 

 今年注目のスイーツとして話題の、丸いパンにたっぷりのクリームをはさんだイタリ
ア・ローマ発祥の伝統菓子「マリトッツォ」。小田急百貨店新宿店の食料品売場では、『カ
ルディコーヒーファーム』と『ポンパドウル』で取り扱いをしており、新たに 6 月４日（金）
から『高級食パン専門店 嵜本』で展開をスタートします。 

お店独自にこだわったパン生地やクリームを使用し、それぞれのお店でオリジナルの味
わいを楽しめる「マリトッツォ」。おうち時間でのおやつにおすすめです。 

  

 

■『高級食パン専門店 嵜本』にマリトッツォが登場！ 
 毎日食べたいと感じる美味しい食パン作りを目指し、風味豊かでコクのあるヘルシーな
食パンを展開する『高級食パン専門店 嵜本』。新たに発売する「マリトッツォ」は店内厨
房で焼き上げたパン生地にこだわりのホイップクリームで作り上げました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ▲新作の「極生〝ミルクバター”マリトッツォ」（イメージ）  ▲新宿小田急の『高級食パン専門店 嵜本』 

 
・商 品 名：極生〝ミルクバター”マリトッツォ 
・商品価格：プレーン ４２０円・ストロベリー ４５０円・ピスタチオ ４７０円 
・販売期間：２０２１年６月４日（金）～７月３１日（土）予定 
・展開場所：小田急百貨店新宿店ハルク地下 2階ハルクフード 
 
 
新宿小田急「マリトッツォ」展開ショップ 
 
●『カルディコーヒーファーム』マリトッツォ（冷凍） 270円 
丸い柔らかいパンにオレンジピール入りの生クリームをサンドした、ロ
ーマ名物のお菓子パンです。自然解凍でお召し上がりください。 
 

●『ポンパドウル』マリトッツォ オランジュ 356円 ※6月30日まで 
ブリオッシュにクリームをはさんだローマ発祥の菓子パン。オレンジ香
るヨーグルトクリームが爽やかな味わいです。 
 
■展開場所：小田急百貨店新宿店ハルク地下 2階ハルクフード 
※各店個数限定販売のため、売り切れの場合もございます。 
 
 

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５月２５日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

株式会社小田急百貨店（本社：東京都新宿区、取締役社長：樋本達夫）では、2021 年 

5 月 26 日（水）から、新宿店・町田店・小田急百貨店ふじさわの食料品売場において、当

社で初めとなるサブスクリプションサービスの利用を開始することといたしました。 

 

これは、小田急電鉄株式会社が提供する、スマートフォン向け MasSアプリ「EMot」で販

売している飲食・物販のサブスクリプションチケット「EMot パスポート」のサービスメニ

ューに加わることで、当該サービスの提供を行うものです。 

サービスの対象となるのは、新宿店食料品売場『ブティック・トロワグロ』のベーカリー

と町田店・小田急百貨店ふじさわで 5 月 26 日（水）～6 月 8 日（火）に開催される「夏の

フードフェス」期間中の食料品売場の商品です。 

 

「EMot」アプリのメニュー「EMotパスポート」は、定額料金を支払うことで 30日間、小

田急沿線のターミナル駅を中心とした飲食店やフラワーショップ等でのお買い物に 1回 500

円程のサービスを利用できる電子チケットです。当社の対象売場では 500 円のクーポンと

して利用できます。 

 

当社では、「EMot」アプリのサブスクリプションサービスに参画することで、同アプリを

利用する小田急沿線を生活圏にされている方との接点の創出を図るとともに、サービスを

利用するお客さまの暮らしの充実に努めてまいります。 

 

 

 

「トロワグロ」のベーカリー購入時に使える 500円クーポンを提供 

食料品のサブスクリプションサービスを開始 
小田急電鉄が提供する電子チケット「EMotパスポート」に参加 

23



 

食料品を対象に開始するサブスクリプションサービスの概要は以下のとおりです。 

 

記 

 

１．サービス開始   2021年 5月 26日（水） 

２．対象店舗／売場  新宿店本館地下 2階『ブティック・トロワグロ』のベーカリー 

           町田店地下 1階食料品売場※ 

           ODAKYU 湘南 GATE 内小田急百貨店ふじさわ地階食料品売場※ 

           ※町田店・ふじさわは「夏のフードフェス」期間中。以降も定期的

に実施予定 

           ※一部対象除外品・ショップがございます 

３．サービス内容   対象売場にて 500円のクーポンとして利用可能 

           ※金額を超える場合の差額はお客さま負担 

           有効期間（30日間）中、飲食チケットは 90回利用可能。同日で連

続して利用する場合は、3時間のインターバルが必要 

４．対象顧客     「EMot」アプリ利用者 

５．利用方法     「EMot」内で事前購入した電子チケット「EMotパスポート」から対

象店舗を選び、会計時にスマホ画面提示して利用 

６．EMotパスポートについて 

  駅構内・隣接商業施設の対象店舗で、飲食やお買い物を定額で利用できるサブスクリプ 

ションチケット。小田急電鉄が提供する MaaSアプリ「EMot」内で事前決済し、店頭で 

スマホ画面を提示して利用できる。飲食チケットは期間内に 90回の利用が可能で、同 

日に連続利用する場合は、3時間のインターバルが必要。パスポートは、30日ごとの自 

動更新課金制度で、初回販売額は 9,500円。継続 2回目は 9,200円、3回目以降は 8,900 

円と継続することでお得に購入できる。このほか 1回券、10回券も販売している。 

公式 HP https://www.emot.jp/service/detail/emotpassport.html 

 

【参考】MaaSアプリ「EMot」 

 小田急電鉄株式会社が提供する、複合経路検索、電子チケットの発行、オンデマンド交通

の手配・決済、周遊プランニングなどのサービス内容を有する、日々の行動の利便性をより

高め、新しい生活スタイルや観光の楽しみ方を提案するアプリ。 

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いたします。 

㈱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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報道関係資料 

2021 年 5 月 24 日 

株式会社小田急百貨店 

▲『いづもや神田本店』 

国産うなぎ蒲焼（小丼用） 10,800 円 

頑固なほど素材の品質にこだわり、熟練の焼き

技で仕上げた逸品。お茶椀サイズの蒲焼はお子

さまからご年配の方まで楽しく味わえます。 

▲『つきじ宮川本廛＆資生堂パーラー』 

お家時間満喫ギフト 10,800 円 

つきじ宮川本廛と資生堂パーラー、どちらも創業

100 年を超える老舗がコラボしたギフトです。厳選

した国産うなぎを熟練の職人が丹精込めて焼き上げ

た蒲焼と、笹で包んだうなぎおこわ、肝吸いをセッ

トにして、デザートには創業当時から愛される資生

堂パーラーのバニラアイスを付けました。 

全国の名店、レストラングルメからスイーツまで！ 

2021年「小田急のお中元」 
  ～ ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」は全品全国送料無料 ～ 

 

 小田急百貨店では、EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」で 5 月 20 日（木）

から、新宿店では 6 月 9 日（水）からお中元ギフトセンターを開設します。 

例年人気の全国から選りすぐりの名店・レストランのプレミアムな一品のほか、“おうち

時間”の充実で需要が高まる、本格的な味を手軽に味わえる惣菜やスイーツの展開数を増

やし強化。また、〈今注目のエリアセレクション・東京〉では夏におすすめのうなぎを特集

し、名店のうなぎが初登場します。 

 

EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では「全品全国送料無料」（一部送

料込み）です。ぜひご利用ください。 

 

「2021年小田急のお中元」 
●「小田急百貨店オンラインショッピング」：5月 20日（木）～7月 30日（金） 

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

（オンラインショッピングでのご注文は全品全国送料無料 ※一部送料込み。） 

●新宿店：6月 9日（水）～7月 19日（月） 

町田店：6月 12日（土）～7月 19日（月） 

小田急百貨店ふじさわ：6月 16日（水）～7月 15日（木） 

●カタログ取り扱い数：約 1,400点 

 
 
展開商品一例 
＜今注目のエリアセレクション・東京グルメ＞ 
食の都「東京」のグルメを特集。神田の名店から、老舗のコラボギフトまで夏におすす

めのうなぎを紹介します。 
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▲『オテル・ド・ヨシノ』 

和フレンチ 魚のポワレ 

5,400 円 

𠮷野建シェフが、西京味噌、

醤油、みりんなどの和素材

と、クリームチーズ、ワイ

ン、オリーブオイルなどの

洋素材を組み合わせた別添

えのソースで仕上げる魚の

ポワレです。 

▲『哲多和牛牧場』 

和牛のルーツ「千屋牛」
A-5 熟成小分け焼肉用 

10,800 円 

岡山県が誇る由緒ある牛肉

ブランド「千屋牛」の A-5

ランクのカルビを、低温で

じっくり熟成させました。

自然分娩肥育、自然放牧に

こだわって育てられた美味

しさをご賞味ください。 

▲『CACAO SAMPAKA』 

アステカモーレ 8 本入 

5,940 円 

スペイン王室御用達「カカ

オ サンパカ」が、アステカ

か料理をヒントにつくった

トウモロコシとカカオニブ

のアイスバー。トウモロコ

シを模したデザインで、見

た目にも楽しいギフトで

す。 

▲『中島大祥堂』丹波栗
のモンブラン～檸檬の風
味を添えて～ 5,400 円 

レモンの果汁と果皮が入っ

た白餡がさわやかな香りを

演出し、丹波栗の風味と良

質な甘みを、いっそう豊か

に引き立ててくれます。 

▲『なだ万』料亭の焼魚・煮魚詰合せ 5,400 円 

電子レンジで温めるだけで、手軽に料亭の味をご家

庭で味わえます。 

▲『西利』乳酸菌ラブレ 20g 20 日間セット 4,320 円 

１日に推奨されるラブレ乳酸菌を簡単にとれる乳酸菌ラブ

レ 20g パックの 20 日間セットです。毎日手軽に続けて健康

的な食生活を。 

＜需要高まる簡単調理・個包装グルメ＞ 
イエナカ時間が増えたことで需要が高まる簡単調理のグルメや食べ切りサイズで便利な

個包装の一品を紹介します。 
 
 
 
  
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜レストラングルメからスイーツまで＞ 
 大切な方へのとっておきの贈り物におすすめの、日本全国の名店や評判のレストランか
ら厳選したグルメ、スイーツを紹介します。 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
  
   
 
           
 

 
 
 
 

 

 

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 5 月 20 日 

株式会社小田急百貨店 

▲ピスタチオとフランボワーズを使った新作

ケーキ「タルトピスターシュ」（小田急限定） 

 

▲あじさいのデザインをあしらった 

クッキー缶「サブレアソート」（小田急限定） 

 

▲千歳烏山の『パティスリー ユウ ササゲ』 

 

▲ケーキ各種（イメージ） 

 

▲クッキー缶 

「プティフールセック」 

 

人気のパティスリーが外部初出店！ 

新宿小田急に「パティスリー ユウ ササゲ」がオープン 
～ 5月 26日（水）、本館地下 2階和洋菓子売場に ～     

 

 小田急百貨店新宿店本館地下 2階和洋菓子売場に、5月 26日（水）に『パティスリー ユ

ウ ササゲ』がオープンします。見た目だけでなく味わいや食感、香りなど、五感に響くお

菓子作りを大切にし、フランス菓子を中心とした季節感のあるお菓子が人気のお店です。

千歳烏山に店舗を構え、今回が初の外部出店となり注目です。 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

＜小田急限定のケーキとクッキー缶が登場＞ 

オーナーシェフ捧雄介氏のこだわりのケーキのほか、マドレーヌやパウンドケーキなど

の焼き菓子、かわいらしい缶に入ったギフトにも喜ばれるクッキー缶「プティフールセッ

ク」を展開します。オープンを記念して小田急限定ケーキと限定缶入りの「サブレアソー

ト」が登場します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【店舗概要】 

１．店 舗 名  『パティスリー ユウ ササゲ』 

２．オープン ２０２１年 5月 26日（水） 

３．場 所 小田急百貨店新宿店本館地下 2階和洋菓子売場 
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４．営業時間 １０時～20時（土日祝は 19時まで）※営業時間は変更にある場合もあり

ます。 

５．展開商品一例（税込表示） 

■ケーキ 

・タルトピスターシュ 648円 ※小田急限定 

・サンフォニー 648円 

・サヴァラン シトロン 627円 ※季節限定 

 

■焼き菓子 

・サブレアソート 1,944円 ※小田急限定（アジサイ缶） 

・マドレーヌ ２４１円から 

・パウンドケーキ 1,436円から 

 

６．お客さまからの問合せ先   ０３-６２５８－１８００（直通） ※5月 26日（水）から 

 

 

 

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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1 

 

〈賛否両論×オステリアルッカ 東 4 丁目 

×4000 Chinese Restaurant〉  

三巨匠 肉惣菜バラエティセット 

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021  大丸・松坂屋  「夏の贈り物」 
ひと足早く大丸松坂屋オンラインショッピングにて承りスタート 

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ochugen/ 

（ギフトセンターの開始日・営業時間等の詳細は各店舗 HP をご覧ください） 
 

【下記につきましては新型コロナウイルス感染症拡大への緊急事態宣言等により変更になる場合がございます】 

2021年 大丸・松坂屋 「夏の贈り物」（お中元ギフト）は、6月1日（火）【予定】から各店の店頭で

承りをスタートします。インターネットでは、店頭より先行して5月7日（金）午後2時から受注を開始

いたします。※一部商品は5月31日（月）午後2時から承ります 

今年の大丸・松坂屋「夏の贈り物」は、外出を避けて、ご自宅で過ごす時間を充実させたいという需

要が継続している背景から、「家食」志向によるデイリー食材やお取り寄せグルメの企画を充実させま

した。「家食」・「巣ごもり」をキーワードに、食事の時間がいっそう楽しくなるような、親しい方への

贈り物を多彩に揃え、ご自宅にいながら各地のごちそう商材やデパ地下・ターミナル駅で人気が高いス

イーツなどをご提案いたします。また、ご自宅からのインターネット注文が大幅に増えている（歳暮期

は25％増）昨今の状況を踏まえ、食品担当バイヤーが動画でおすすめ商品を紹介する「バーチャルギ

フトセンター」を5月31日（月）午後2時から展開いたします。今年の食のトレンド、いちおし商品を

いち早く動画でチェックしていただけます。 

（先行デモサイトはこちら： https://2021dm-summer-gift.v-booth.jp/） 

品揃えの面では、『自宅で家族と楽しむ』ための【おウチご馳走ギフト】を強化。『ご自宅から安全に

インターネットでご注文』をお勧めいたします。また、店頭での商品陳列やパネル展⽰につきまして

は、⼗分に感染防⽌の対策をした上で一部店舗を除き展開させていただく予定です。 

 

 1. 美味厳選 
 

2021 年 4 月 27 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  

 

 

賛否両論 

笠原 将弘 氏 

4000 Chinese  

Restaurant 

菰田 欣也 氏 

オステリア ルッカ 

東 4 丁目 

桝谷 周一郎 氏 

厳選したブランド・料理店の、ワンランク上の贅沢で家食を楽しめる商材を特集いたしました。
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2．新・日本の贈り物／おうちで楽しむギフト編 

従来、新規商材、発掘商材を中心にセットアップした巻頭企画「新・日本の贈り物」を家食企画に

リニューアル。カラフルで楽しく、話題性ある食の贈り物を豊富に揃えました。 

 

〈パピュ・アン・フェット〉 

うな重のパイ包み 

税込 8,640 円（本体価格 8,000 円） 
 

 

 

 

 

〈京橋千疋屋〉 

フルーツカクテル杏仁 

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円） 
 

 

 

 

〈Z's MENU〉 

リブロースステーキ ディナーセット 

税込 9,180 円（本体価格 8,500 円） 

3.ザ・プレミアム・セレクト 
 

産地や素材・製法にこだわり抜いた、真に価値ある美味をご提案いたします。 

〈焼肉矢澤〉 

おうちで矢澤 

税込 28,000 円 

 

〈福井/天たつ〉 

雲丹とうふ〜濃厚たれ雲丹添え〜 

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円） 
 

 

〈京都𠮷兆〉 

びっくりメロン 

税込 21,600 円（本体価格 20,000 円） 
 

 

〈鈴香食品〉 

富山湾産 白えびさしみ 

税込 10,800 円（本体価格 10,000 円） 
 

 

〈北三陸ファクトリー〉 

UNI＆岩手産バタースプレッド・ 

UNI&北海道産帆立スプレッド 

税込 8,964 円（本体価格 8,300 円） 
 

 

 

30



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. 新・日本の贈り物／スイーツ編 
 

見て楽しい、食べておいしい夏のスイーツ。ご自宅用にもおすすめです。 
 

5．愛されいちごの夏ギフト  
 

研究者、生産者、パティシエの熱い想いが詰まったブランドいちごやスイーツ。 

夏にも、おいしい国産いちごをお届けします。 

 

 

〈メゾンジブレー〉 

清水白桃のアイスケーキ 

税込 4,968 円（本体価格 4,600 円） 
 

〈AU GAMIN DE TOKIO〉 

miyakoji MACARON（ミヤコジマカロン）  

12 個 BOX 入 

税込 4,860 円（本体価格 4,500 円） 

〈苺のお店 メゾン・ド・フルージュ〉 

苺と木苺の葛饅頭 

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円） 

〈苺一愛®〉 

夏いちご 真心 

税込 7,992 円（本体価格 7,400 円） 

31



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．地域応援企画など 
 

 震災復興支援・素材廃棄ロスなどに配慮した、地方の銘品名産をより深く発掘いたしました。 

◆初登場！バーチャルギフトセンターを開設◆ 

（先行デモサイトはこちら：https://2021dm-summer-gift.v-booth.jp/） 

 

〈GINZA TOTOKI〉 

福島ビーフ入り 

コラーゲンタップリ牛筋カレー 

税込 10,800 円（本体価格 10,000 円） 

〈桂新堂〉 

サステナブルえびせんべい 

税込 2,700 円（本体価格 2,500 円） 

ご自宅からのインターネット注文が大幅に増えている昨今の状況を

踏まえ、食品担当バイヤーが動画でおすすめ商品をご紹介する 

「バーチャルギフトセンター」を 5 月 31 日（月）午後 2 時から展

開いたします。今年の食のトレンドやいちおし商品をいち早く動画

でチェックしていただけます。 

（ブース入場後、床面の発光ポイントをクリックしてお進みいただ

きお楽しみください。） 

サイトでは気になる商品をクリックすると、画面がジャンプしその

ままネット注文が可能です。また、サイト上にご用意したデジタル

カタログで、ご自宅でゆったりと商品をお選びいただけます。 

＊会場内を移動してパネルや動画を閲覧するには、画面の床に表⽰されます「ビューポイント」をクリック（タップ）ください。 

動画はこちらからご覧いただけます。 

→ https://youtu.be/S0fpnzwFsFs 
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5 

 

※画像の食品盛り付けは一例です。容器は商品に含まれません。掲載の一部食材も商品に含まれていないものもございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

「夏の贈り物」  概要 
 

＜承り期間＞     店頭       6月 1日（火）～8月 6日（金）※予定 
 

                                ※松坂屋 豊田店は 7月 27日（火）終了 
 

           インターネット  5月 7日（金）午後 2時～8月 7日（土）午前 10時 
※一部商品は 5月 31日（月）午後 2時から 

 

＜カタログ掲載点数＞ 約１，９００点 

           インターネットでは 約２，７００点 

 

＜売上目標＞     ＋2.5％ 
（※うち、インターネット売上目標  対前年比 20%増） 

 

＜受注ピーク（予想）＞7 月 3日（土）・4日（日）※店頭・ECとも 

 

＜予想平均単価＞      ３，８１０円（前年から微増） 
 

＜売れ筋予測 ベスト 5＞ 

◆店頭限定プレゼント◆ 
 

 

 
全店合計 

先着 

5 万名様 

オリジナルマルシェバッグ 

～テイクアウトしたお弁当が入れやすく倒れにくい！～ 
 

大丸・松坂屋アプリ／大丸・松坂屋のカード いずれかの会員様限定 
 

※大丸・松坂屋各店ギフトセンターで 

大丸・松坂屋アプリまたは大丸・松坂屋発行のカードをご利用 

またはご提⽰のうえ、レシート 1 枚につき税込 10,000 円以上 

（商品券・金券は除く）をお買いあげいただいたお客様対象 

※お一人様 1 点限り 

※ご来店によるご注文のみ対象 

※京阪神・東海・首都圏・札幌・下関の大丸・松坂屋各店の 

合計先着 50,000 名様 

※サイズ：幅約 26.5cm×高さ約 30cm 

（ハンドルは含まず／平置きした場合のサイズ） 

イラストレーター・またよしさん描き下ろし 

オリジナルイラスト ポストカード
 

 

※大丸・松坂屋各店ギフトセンターで 

 お買いあげいただいたお客様対象 

※京阪神・東海・首都圏・札幌・下関の大丸・松坂屋各店の 

合計先着 100,000 名様 

※お一人様 1 枚限り 

※品切れの際はご容赦ください 

 2021年(予測) 2020 年実績 

1 位 洋菓子 洋菓子 

2 位 ビール ビール 

3 位 
食品カタログ 

ギフト 

食品カタログ 

ギフト 

4 位 飲料水 和菓子 

5 位 和菓子 飲料水 

 

全店合計 

先着 

10 万名様 
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松坂屋名古屋店では、2021 年松坂屋「夏の贈り物」(お中元ギフト)を 5 月 7 日(金)からインターネッ

トにてスタートしました。6月 1日(火)からは、本館 7階ギフトセンターにて店頭での承りも開始します。例年

お中元をご注文されるお客様で賑わいをみせるギフトセンターですが、昨年から三密となることを避ける為にイ

ンターネットでのご注文を推奨しており、2020 年のお中元は 2019 年と比較してオンライン受注が＋

38.1％となり、初めて店頭売上を上回りました。今年は更にインターネットでのご注文を充実させるべく、オ

ンライン限定で掲載する商品を増やし、オンライン受注の新しいコンテンツとして「バーチャルギフトセンター」を

導入するなど、コロナ禍でも楽しくお買い物ができる仕掛けをしてお中元商戦に挑みます。 

 

      

  

２０２１年５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  松坂屋名古屋店  

 

 今年のお中元は前回よりもさらにオンラインの内容を充実させました 

2021 松坂屋 「夏の贈り物」 
マスコミ関係者向けの商品のお披露目会も開催します。6 月 1 日からスタートの店頭受注の様子もご取材可能です。 

お披露目会日時：2021 年 6 月 1 日(火) 10:00～ 

※コロナ禍における感染拡大防止の観点から、お中元決起集会の開催はございません。  

カタログ掲載点数 約 1,900 点 
オンライン掲載点数  約 2,700 点*(昨年比＋330 点) 
※順次追加され、商品の入れ替え含め最大展開時の点数  
 
巣篭もり需要の高まりを受けて自家需要の商品点数を充実  
ギフト「家食」(巣篭もり応援)企画の強化 30 点(新規) 
お取り寄せ企画の通年化  ＋400 点 
ベストセレクション掲載品  ＋90 点 
 
売上目標(名古屋) オンライン＋20％／オンライン以外▲6％ 

①バーチャルギフトセンター 5 月 31 日(月)午後 2 時から展開  
ご自宅からのインターネット注文が大幅に増えている昨今の状況を踏まえ「バーチャルギフトセンタ
ー」をオンライン上で開設します。サイトでは気になる商品をクリックすると、画面がジャンプしそのまま
ネット注文が可能。サイト上に用意したデジタルカタログで、オンライン上でもカタログを読む感覚で
商品選びが出来ます。サイト内では食品担当バイヤーがおすすめ商品をご紹介する動画も視聴で
きます。商品の紹介動画は公開中→ https://youtu.be/S0fpnzwFsFs 

 
②店頭でも QR コードを活用したオンライン注文への誘導を行います。 
店頭での商品展開時も、個々の商品のプライスカードにインターネット注文ページにアクセス出来る
QR コードを表示し、後から探さなくてもすぐに頼みたい商品を注文できるように工夫します。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オンライン限定掲載商品を増やし、自家需要商品も充実させました。 

店頭で商品選びする感覚をオンライン上でも再現。販売方法を工夫して楽しめる仕掛けを。 

商
品 

販
売
方
法 

参考 

34



 

 

 

  

お家グルメを贅沢にするお中元 

旅行や外食が自粛の今、イエナカ消費が増加傾向に。贅沢気分が味わえる食材に注目。 

届いたお中元の品を SNS 上でシェアして楽しめるような写真映えする美しいスイーツ。 

①季節料理  門  夏の逸品ゼリー寄せ 5,400 円  
京都・知恩院御用達店の素材と彩りにこだわった涼
味が味わえる。ほろりとした食感と奥深いうま味が特徴
の淡路産のはもが入ったゼリー寄せなど 3 種。 
 
②鄙茅(ひなかや) 彩おこわ詰め合わせ 5,400 円  
特製のだしで炊いたおこわに鰻や松坂牛などの贅沢素
材をトッピング。 
 
③スギモト  彩野菜の国産黒毛和牛焼きカレー 
5,400 円 お肉の専門店が作る焼きカレー。角切りの
黒毛和牛とズッキーニなどの夏野菜入り。 

④ガトーミュール サマーアイスカヌレ 5,400 円  
目にも鮮やかなカヌレの宝石箱。ピーチやマンゴーなど
爽やかな果実をトッピングした夏仕様のカヌレです。 
 
⑤風流堂 涼菓詰め合わせ「夏の庭」 5,076 円  
松江の老舗和菓子店が作る、食べるのが惜しくなるほ
ど美しい和菓子は夏の庭をイメージ。 
 
⑥ OSAKA  OMUSUBI  Cake  おむすびケーキ 
4,320 円～ 見た目の意外性から話題の商品。思わ
ず写真におさめたくなるルックスは写真映えするスイーツ
として喜ばれそう。 

① 

③ 

② 

⑥ 

④ ⑤ 
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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 

SDGｓをテーマとした新しいお菓子で食品ロス削減に貢献 

〈桂新堂〉 サステナブルえびせんべい 24 袋入 2,700 円(税込) 

桂新堂が地元を代表する企業(若鯱家)や学校(名古屋国際中学校・高等学校)とコラボレーション
して生産工程で使いきれなかった食材をお菓子へと昇華。新しいお菓子のコンセプトには学生のアイデ
ィアが取り入れられ、食品ロス削減に貢献できるお菓子として打ち出すべく地元の企業や学校と取り組
んで開発された商品です。 

ＳＤＧｓを考える、「サステナブル(持続可能な)えびせんべい」 
 
桂新堂のえびせんべい生産工程から出る「甘えびの頭」と若鯱家のカレーうどん製麺工程から出る「うどん
の端材」。本来は美味しく食べられるにも関わらず使いきれなかった 2 つの部分を使った、ＳＤＧｓ・食品
ロスについて考えながら美味しさにこだわったお菓子です。 
えびの風味と軽い食感が特徴的な、ふわりとスパイシーなカレー味のえびせんべいに仕上がりました。 
 
パートナーシップによる目標達成で食品ロス削減に貢献 
 
えびせんべいのコンセプト・ねらい・生産者の思いや試食の感想などをもとに名古屋国際中学校・高等学
校の学生目線も取り入れて商品名・キャッチフレーズ・箱のデザインを考えました。このお菓子はお中元の
贈り物として大丸松坂屋百貨店で限定販売します。 

お中元開催概要 
 

店頭受注：2021 年 6 月 1 日(火)～8 月 6 日(金)10 時～19 時 30 分 本館 7 階ギフトセンター 
オンライン受注：2021 年 5 月 7 日(金)14 時～8 月 7 日(土)10 時 

※商品の価格は全て税込価格で表記されております。 
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報道関係者各位  

2021 年 5 月 28 日 

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」名古屋実行委員会 

 

〜ついに名古屋開催！ 映画の世界に入り込んで、体験しよう！〜 

 

2021 年 8 月 7 日（土）から 2021 年 9 月 26 日（日）まで 

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」 

松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館 7 階） 
 

2021 年 8 月 7 日（土）から 9 月 26 日（日）の 51 日間、松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館 7 階）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」を開催するこ

とになりましたのでお知らせいたします。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。 

 © 2021 MARVEL 

 

『アイアンマン』(2008)から始まったマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）。マーベル・スタジオは、この

同じ世界観を共有する様々なヒーローたちのストーリーを描き、ときにはクロスオーバーさせながら、大ヒット

作品を製作してきました。そして、2019 年に公開された『アベンジャーズ／エンドゲーム』は世界中で多くのフ

ァンに支持され、映画史を大きく塗り替えたことは、みなさまの記憶にも新しいことと思います。 

「マーベル・スタジオ／ヒーローたちの世界へ」は、キャプテン・アメリカ、アイアンマン、ソー、ブラック・ウィド

ウ、ブラックパンサーなど、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験型のイベントです。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。 

 

すでに開催を終えた東京・大阪開催では、ご来場いただいたゲストの皆様より “テンション爆上がり” “興奮

が止まらない、最高でした。また映画を見返したくなった” “写真いっぱい撮れて幸せ“ “この空間はみんな

仲間感あって良き” “グッズもびっくりするくらいたくさんあってどれもほしくなった” （以上、イベント公式ツイ

ッターへの投稿より抜粋）等々、大好評をいただき会期も延長。本夏、ついに名古屋開催が実現します。 

 

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。 

 

マーベル・スタジオ映画のヒーローたちの世界を体験できる展示をご案内いたします。 
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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                      

 

             
②『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』          ③『ドクター・ストレンジ』           
サノスと６つのインフィニティ・ストーンを紹介             “魔術”を映像で体験                                                                                                

 

                 
④『アベンジャーズ／エンドゲーム』      ⑤『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』    

トニー・スタークのインフィニティ・ガントレット         グルートと一緒にダンス 
                                                      

    
⑥『ブラックパンサー』    ⑦『マイティ・ソー バトルロイヤル』 

ワカンダの王 ブラックパンサー   惑星カサールでのソーとハルクのバトル 

 

© 2021 MARVEL 
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【記】 

イベント名  ：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 8 月 7 日（土）から 2021 年 9 月 26 日（日）まで 

        松坂屋美術館（松坂屋名古屋店 南館 7 階）  

開館時間   ：10 時〜19 時 30 分  

ただし、最終日 9 月 26 日（日）は 18 時閉館（いずれも入館は閉館 30 分前まで） 

※状況により営業日・営業時間が変更になる場合がございます。 

           最新情報は松坂屋名古屋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）  

            一般ペア券（2,000 円、前売券のみ） 

未就学児は無料 

※( )内は前売料金および、大丸松坂屋お得意様ゴールドカード、大丸松坂屋のカード、 

大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証、大丸・松坂屋アプリ会員のサファ 

イアランク以上、ディズニー★JCB カードをお持ちの方のご優待料金です。 

※日時指定券でご案内させていただく 8 月 7 日（土）〜8 月 15 日（日）の期間中は、大丸 

松坂屋各種カード会員様、大丸松坂屋お得意様ゴールドカード会員様、大丸松坂屋アプ 

リ会員様などの優待を除外させていただきます。 

※障害者手帳・特定疾患医療受給者証をお持ちの方と付添いの方 1 名様まで無料。 

※ＪＦＲ株主ご優待カードをお持ちの方と同伴者１名様まで無料。 

日時指定券でご案内させていただく 8 月 7 日（土）〜8 月 15 日（日）も対象となりますが、 

混雑状況により、ご入場までお待ちいただく場合がございます。 

 

※一般ペア券は前売券のみでの販売になります。 

★前売・一般ペア券特典：本展オリジナルステッカー1 セット（2 種各 1 枚ずつ） 

※一般ペア券は 2 セット進呈 

※ご来場時に会場にてお渡し致します。 

 

チケット発売日 :  前売券販売期間：6 月 12 日（土）10 時～8 月 6 日（金）23 時 59 分 

              

◆【8 月 7 日（土）～8 月 15 日（日）】の入場券は、日時指定で販売致します。 

取扱：ローソンチケット （L コード：43322） 

ローソン・ミニストップ店頭「Loppi」 https://l-tike.com/marvel2021_nagoya/  

             ※日時指定当日券は前日 23 時 59 分まで販売致します（WEB 予約は 22 時まで） 

※日時指定券は予定枚数に達し次第、前売券は販売を終了いたします。 

※会場の窓口販売は、余裕がある日時に限り当日分を販売します。 

※指定日時にご来場いただいた場合でも、混雑状況により、ご入場までお待ちいただく

場合がございます。 

 

◆【8 月 16 日（月）～9 月 26 日（日）】の入場券は、日時指定ではございません。 

ローソンチケットのほか、チケットぴあ （Ｐコード：993-211）、イープラス、セブンチケット、

ＣＮプレイガイドで販売します。 

 

チケット販売の詳細は公式サイトにてご確認ください。 

 

※混雑状況によって整理券対応する場合やご入場いただけない場合もございます。 

※前売券の会場窓口での販売はございません。 

※コンビニエンスストアにてお買い求めいただいた前売券、当日券は松坂屋の契約駐車  

サービスはご利用いただけません。 

     ※小学生以下のみでの入場はご遠慮願います。 

※再入場はできません。 

※障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、小児 

慢性疾患手帳、被爆者健康手帳）、特定疾患医療受給者証をご提示の方、および 

その介添えのための同伴者１名様まで無料でご入場いただけます。 
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※開催内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

 

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

特別協力     ： ウォルト・ディズニー・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_nagoya/ 

 

◇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。 

 

＜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。 

・松坂屋名古屋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.matsuzakaya.co.jp/nagoya/news/214021.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。 

 

 
 

 

＜本件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」名古屋実行委員会事務局   

松坂屋美術館 052-251-1111（大代表） 

PR 広報 TEL 052-264-7471/070-5404-6955  

FAX 052-264-3197  E-mail 817411@jfr.co.jp 
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松坂屋名古屋店旅行センターでは、名古屋市内百貨店初となるプライベートジェットでチャーターしたプ

ライベート個人旅行プランの販売をスタートします。国内では富裕層を中心に露天風呂付き客室がある宿

や宿泊できる組数が少ない宿などプライベートを重視した旅行の申し込みが増えています。更に海外では旅

行の移動手段にプライベートジェットを利用する人が増えており、コロナ禍の密を避けられる移動手段として

今や国内でも注目を集めています。今後国内でもよりプライベートを重視した旅行の需要が高まる可能性

を踏まえ、国内では取り扱うこと自体が珍しいプライベートジェットを手配した旅行プランを ANA グループの

ANA ビジネスジェット株式会社と初企画しました。 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年５月 24 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  

 

 
ANA ビジネスジェット×松坂屋共同企画！  

プライベートジェット旅行企画販売スタート！！ 
期 間：2021 年 5 月 31 日(月)より受注販売開始 

場 所：松坂屋名古屋店 北館５階 旅行センター 

5 月 30 日(日)のみ名古屋市内ホテル催事会場の専用販売ブースにて先行販売。 

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 

プライベートジェットを利用した旅行プランの発売について 
◆発売開始日 5 月 31 日(月)  
◆申し込み場所 松坂屋名古屋店北館 5 階旅行センター 
◆旅行プランは２つのプランを紹介（北海道・長崎県）各プラン 1 日程につき 1 組最大 6 名様を募集。 
◆販売価格 お一人様 約 200 万円～※4 名利用時 (詳細はお見積もりにてご提示) 

※写真はイメージです。 
 
世界の定期航空旅客便が大幅に減少しているのに対してビジネスジェットの運航便数は昨年同月の 4～5
月の期間で 150％に増えています。（参照：トラベルジャーナル）プライベートジェットはチェックインなどの搭
乗手続きがなく、人との接触も少ないことから安心できる移動手段としての魅力はもちろん、定期便のように
時間の制約が無い為、時間を有効活用したい方にとってのメリットが大きいです。また定期便が就航していな
い空港へのアクセスが可能なため、オンデマンドの旅行プランを組めるのも魅力。プライベートジェットならではの
非日常を体験いただけます。 

松坂屋名古屋店旅行センターに海外旅行をビジネスクラスでお申し込みされるお客様の平均単価は約 200
万円(6 泊 8 日)。国内でも海外旅行と同じような非日常体験が出来るプランとして、1 部屋約 150 ㎡の
広い空間で客室温泉風呂がついたレジデンス※宿泊プランなどをご用意します。 
※別紙参照 北海道「パークハイアットニセコ HANAZONO」 

※5 月 30 日(日)のみ名古屋市内ホテル催事会場にて先行販売。 
会場専用ブースでは ANA キャビンアテンダントが PR します。 
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※写真は全てイメージです。 

[長崎･ハウステンボス]ホテルヨーロッパ／外観（イメージ） [北海道･ニセコ]パーク ハイアット ニセコ HANAZONO／客室の一例（イメージ） 

プライベートジェット／機体の一例（イメージ） 

〈旅行企画・実施〉 
お問い合わせ先 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 

観光庁長官登録旅行業第１９７９号 (一社)日本旅行業協会正会員 

株式会社 大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 旅行センター 
名古屋市中区栄3-16-1 電話：052-264-3911(営業時間：10時～18時）    総合旅行業務取扱管理者：近藤仁彦 

電話（052）251-1111 【営業時間】本館地下2階～3階、南館地下2階～3階、北館1階～3階は10時→20時 
その他のフロアは10時→19時30分 ただし、本館9・10階、南館4・5・6・7・10階、北館地下1階で営業時間が異なる店舗もございます。 
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プライベートジェット機／機体の一例（イメージ） 

名古屋駅発着ご旅行代金（大人おひとり様/1室2名様ご利用） 

デラックスルーム 173,000円 

※上記旅行代金は上記のモデル旅行期間に下記の条件・左記のスケジュールで 
旅行をした場合の代金です。 
※列車の座席はお申込み後に手配致します。座席数には限りがありますのでご了承下さい。 
※航空機のご利用をご希望の際はお問い合わせください。 
■食事/朝1回、昼2回、夕1回   ■最少催行人員/2名様  ■添乗員/同行なし 
■利用ハイヤー会社/サンタクシーまたは同等クラス（普通車利用） 

モデルプランスケジュール（一例） 

1 

県営名古屋空港(9:00〜11:00発／プライベートジェットにご搭乗) 

（ヘリコプターにご搭乗） 九十九島（西海国立 

公園）ヘリコプター天空遊覧 ハウステンボス内ヘリポート… 

ホテルヨーロッパ（昼食） 

午後：自由行動  ハウステンボスには3日間入場が可能です。 

ホテルヨーロッパ（連泊） 

ご夕食はホテル内にてフランス料理等をご賞味ください。    

2 

終日：自由行動  ホテルヨーロッパ（連泊） 

ご夕食はホテルオークラＪＲハウステンボスでお召し上がりください。 

ご夕食後、専用クルーザーでイルミネーションを見ながらホテルへ。 

                 

3 
ホテル11:00  

(15:00〜19:00着）         

上高地帝国ホテル／外観（イメージ） 

2021年8月9日(月･祝)～11日(水) 

発着地の追加・割引代金（大人おひとり様） 

発着地 新神戸駅 新大阪駅 京都駅 静岡駅 
追加･割引 +8,000円 +7,000円  +6,000円  -11,000円 

※1室1名様ご利用の際は、ハイヤーも1名様でご利用いただけます。 

モデルスケジュール（一例）※アレンジをご希望の際はお問い合せください。 

1 
各地(6:30～8:30発)  〈新幹線 〉  あ✿ 

 

2 
ホテル(9:30頃発)            

 

3 
ホテル(10:00頃発 

 

※写真は全てイメージです。 

温泉大浴場 露天風呂（イメージ） 

※今後の情勢によりご利用予定の施設に変更が生じる場合がございます。※このパンフレットは募集パンフレットではありません。詳細はお問い合わせください。 

１名様催行 

お一人様からご参加いただける、添乗員付きプランです。 

※上記旅行代金は上記のモデル旅行期間に下記の条件・左記のスケジュールで 
旅行をした場合の代金です。 

■食事/朝1回、昼2回、夕1回  ■最少催行人員/4名様 
■添乗員/名古屋駅から名古屋駅まで同行 
■利用ハイヤー会社/サンタクシー（大型）または同等クラス 

添乗員同行 小グループツアー ４名様催行 

にっ    こう 

徹底した感染症対策を施した日本一広いテーマパーク、 

ハウステンボスで過ごす夏休みをご提案します。 

長崎空港からハウステンボスまではヘリコプターにて風光 

明媚な九十九島を天空から遊覧しながら向かいます。 

ご宿泊はホテルヨーロッパの人気のお部屋をご用意いたします。 

   

あ



あ

 

１名様催行 

ご旅行中の安心サポート 

熱海海上花火大会（イメージ） 

夏休み 

ロビー（イメージ） 

中禅寺湖と男体山（イメージ） 

客室の温泉の一例（イメージ） 

[伊豆･吉奈温泉] 宿泊 

東府や Resort＆Spa-Izu 
とう    ふ り       ぞー    と      あんど      すぱ                いず 

にっ      こう 

カーブドッチ敷地内 
ヴィネスパ／温泉（イメージ） 

I 

●客室清掃時に除菌剤による消毒の強化  ●館内におけるソーシャル 
ディスタンスの保持  ●スタッフのマスク着用、検温、手指消毒 
※上記は2021年6月1日現在の情報です。状況に応じ変更される場合がございます。 

宿泊施設の新型コロナウイルス感染症対策（抜粋） 

[長崎･ハウステンボス] 宿泊 ホテルヨーロッパ 

ラウンジ＆バー（イメージ） 

客室の温泉露天風呂の一例（イメージ） 

客室の一例（イメージ） 

ロビー（イメージ） 

発着地の追加・割引代金（大人おひとり様） 

発着地 伊丹空港発着 
追加･割引 ,000円 

名古屋駅発着ご旅行代金（大人おひとり様）  
旅行期間・お部屋タイプ ご旅行代金 

2021年6月26日(土)～27日(日)限定 

グランド･ハーバービュー･ツイン 
〈５０平米/９階～１２階〉 

1室2名様 188,000円 

1室1名様 238,000円 

※出発日の変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。 

外観（イメージ） フレンチレストラン「デ アドミラル」／料理の一例（イメージ） 

 長崎空港 ⇒ 
   ハウステンボス （往路）は 

    ヘリコプターでらくらく移動 

九十九島（イメージ） 

ヘリコプター（イメージ） 

旅行期間 

光のファンタジアシティ／フラワーファンタジア（イメージ） 

九十九島の 

ヘリコプター遊覧つき 

く     じゅう    く      しま 

N-6553 

※ご旅行代金はお問い合わせください。 
   お客様のご旅行内容に合わせてお見積もりさせていただきます。 
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モデルプランスケジュール（一例） 

1 

県営名古屋空港（6：00～9：00発／プライベートジェットにご搭乗） 

 ニドム（森の散策とフランス料理の昼食） 

 ハイアット ニセコ HANAZONO（連泊） 

ご夕食はホテル内レストランにてご用意いたします。           

2 

終日：自由行動 

    魅力的なオプショナルツアーやゴルフ、カヌーなどの 

    アクティビティをお楽しみいただけます。（別料金） 

    ［大丸松坂屋オリジナル オプショナルツアーの一例］ 

        大自然の中でさくらんぼ狩りと 

    ニッカウヰスキー余市蒸留所を訪ねて（専用車付・別料金） 

パーク ハイアット ニセコ HANAZONO（連泊） 

ご夕食はホテル内レストランにてご用意いたします。           

3 

ホテル（10：00発）  

 

新千歳  

県営名古屋空港（18：00～21：00発）                            

新鮮な空気と広大な大地、花々が咲くベストシーズンの 

北海道へ。３密を避け、大自然に抱かれながらラグジュアリーな 

ホテルでニセコの美食をご堪能ください。 

※果実は生育状況により収穫できない場合がございます。予めご了承ください。 
※今後の情勢によりご利用予定の施設に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。 
※このパンフレットは募集パンフレットではありません。詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

 担当者こだわりのポイント 

2021年7月7日(水)～9日(金) 

2021年7月22日(木･祝)～24日(土) 

※出発日の変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。 

さくらんぼ狩り（イメージ） 

※写真は全てイメージです。 

旅行期間① 

旅行期間② 

オプショナルツアー おたる政寿司／お寿司の一例（イメージ） 

ピエール･エルメ･パリの 

ギフトボックスつき 
（1部屋につき1箱お渡しいたします） 
 
※ギフトボックスは一例です。内容は変更となる場合がございます。 

パーク ハイアット ニセコ HANAZONO限定 

※新千歳空港⇔ニセコ間をヘリコプターで遊覧するプランもございます。 
   詳しくはお問い合わせください。 

●館内の定期的な消毒の実施  ●館内の定期的な換気の実施 
●スタッフのマスク着用、検温、手洗い 
※上記は2021年4月7日現在の情報です。状況に応じ変更される場合がございます。 

宿泊施設の新型コロナウイルス感染症対策（抜粋） 

ギフトボックス（イメージ） ※ご旅行代金はお問い合わせください。 
   お客様のご旅行内容に合わせてお見積もりさせていただきます。 

プライベートジェット機／機体の一例（イメージ） 

プライベートジェット機／機内の一例（イメージ） 
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宿泊 

パーク ハイアット ニセコ HANAZONO 

[北海道・ニセコ] 

 名峰・羊蹄山とニセコアンヌプリの壮大なランドスケープを一望に出来る 

ロケーションに誕生したラグジュアリーマウンテンリゾートホテル。 

 全客室に広々としたリビングとダイニングスペースを確保し、窓の外に 

広がるニセコの絶景に美しく調和する非日常の滞在空間を具現化して 

います。客室によっては天然温泉を備えており、プライベートな寛ぎの 

時間をお楽しみいただけます。 

ダイニング（イメージ） 

料理の一例（イメージ） 料理の一例（イメージ） 

客室の温泉とベッドの一例（イメージ） 

客室の一例（イメージ） 

 北海道の海と大地が育む厳選された旬の食材を活かし、

シェフによる最高のひと皿をお客様へご提供いたします。

卓越したシェフの技と豊かな感性にフォーカスしたクリエ 

イティビティ溢れる料理が、これまでにない美食体験へと 

導きます。 

ニセコで味わう美食体験 

※レストラン、料理は一例です。感染症の予防的措置によるレストランの営業休止などの理由 
により使用するレストラン等に変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

優美な輝きに満ちあふれる豊かな滞在時間 

 日本で最も美しいゴルフコースのひとつと賞賛されるHANAZONO 

GOLFでのプレーや、激流下りのアドベンチャーに大興奮のラフティング、 

ニセコの大自然を満喫するツリートレッキングなど、この土地ならではの 

魅力を満喫するアクティビティを多数ご用意しています。（別料金） 

大自然を満喫するアクティビティ 

ラフティング（イメージ） 

ゴルフ（イメージ） 
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松坂屋名古屋店では総点数約 1,000 点の金製品が一堂に会する、黄金の大展示販売会を開催しま

す。国内有数の金工芸職人の技が生み出す、仏具や茶道具、和洋食器のほか、時代を映すオリジナル作

品など、数々の逸品が集います。資産価値として注目を集める金製品の相場は 2020 年には最高値

7,000 円超を記録し、平均値でも 6,000 円台と過去 30 年の間で最も高い水準を記録しています。(参

照：田中貴金属工業「金価格推移」) 世界で取引される金には価格変動がありますが、長期的な視点で

見ると価格が安定しています。また、金は人工的に作り出すことができず、地球上に存在する量が限られてい

る希少性もその価値を担保しています。世界に通用するグローバル資産として今後ますます注目を集めると予

想される金製品を集めた大黄金展をぜひご取材ください。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

２０２１年 6 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  

 

 
遂に最高値 7,000 円を記録！資産としてさらに注目を集める金相場。 

金製品の一大展示即売会「大黄金展」 
期 間：２０２１年 6 月 9 日（水）～21 日(月)最終日は 18 時閉場 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 7 階 大催事場 

※12 日(土)13 日(日)19 日(土)20 日(日)は終日閉場とさせて頂きます。 

 

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 松井 

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

左：K24 仮面ライダー 税込 682,000 円～ 
右：K24 鉄腕アトム 税込 1,298,000 円 
 
1971 年 4 月より放送を開始した仮面ライダーシリーズ
が、生誕 50 周年を迎えました。放送開始から現在まで、
ファンに愛され続けてきたヒーローの記念すべき 1号が純金
を纏い登場します。同じく昭和を代表するヒーロー鉄腕ア
トムも今年で生誕 70 周年。この 2 つは置物商品とは別
に、大黄金展の特別展示として、写真撮影も可能な金
箔像もご用意します。 
仮面ライダー金箔像：高さ 100cm 税込 19,800,000 円  
鉄腕アトム金箔像：高さ 135cm 税込 16,500,000 円  

販売する商品…仏具・仏像・額・食器・置物キャラクター・オリンピック関連グッズ・大判小判など 

置物キャラクターでは、黄金に輝く昭和のヒーローが登場！仮面ライダーは東海地区初登場。 

左：K24 ぐい呑み彫金桜 
重要無形文化財保持者 (人間国宝)
奥山峰石 作 
税込 3,091,000 円 
右：K24 大日如来 
舟谷喜雲 原作 
税込 5,951,000 円 
 
人間国宝に平成 7 年に認定された奥
山氏の作品やメモリアルなオリンピック関
連グッズなど、家宝として受け継がれるの
にふさわしい商品を販売します。 
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PRESS RELEASE 2021年6月14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 
 

 

 
 
 
 
 

ＳＤＧｓ 地球によいことしませんか？捨てる前に役立てる！ 

motokasa プロジェクト 始動！ 
６ｙｈｈ 

10年後になくなるモノ 
捨てられた可哀想な傘が生まれ変わる 

 
～廃棄傘でバッグを作りました。期間限定ショップに初登場します～ 

＜motokasa> & <PLASTICITY> 
ｗｔ 

6月23日（水）→29日（火）    大丸梅田店 1階 婦人洋品売場 

 

 
 

◆地球によいことしませんか？ そんな思いから始まります。 
 ニューノーマル時代、社会のために、地球のために、自分たちの未来のためによいことをしたい！という意
識が高まっているように思われます。大丸梅田店の婦人洋品売場担当の高山朋子さんが、日ごろ疑問に
感じていたことから、このプロジェクトが始めるきっかけとなりました。お客様とも一緒に、「地球によいこと」、ア
クションを起こしていきたいという思いです。 

◆『motokasaプロジェクト』とは？ 
◎捨てる前に、役立てたい。 

「買い替えのため、不用になった傘を引き取ってほしい」 
「傘を修理しようと思ったが、できず捨てるしかないので引き取ってほしい」 

とお客様からお申し出があった場合、不用傘を引き取っていました。 

 

そのような傘は、産業廃棄物のゴミとして捨てられ、その数年間約300本も。 
 

 

 

 

「傘を捨てたら終わり、それで本当によいのか？」 

「捨てること以外に何かできることはないのか？」と考えました。 

そのような考えから、 プロジェクトとして、傘廃棄問題に取り組みをスタートします。 

捨てようと思っている傘は、ありませんか？ 

お引取りした傘を、新しく生まれ変わる取り組みをはじめるプロジェクトです。 

～夢は「美しい地球で幸せに暮らすこと！」～婦人洋品担当高山さん 

環境問題は年々深刻化しています。10年後、 20年後の未来を考えた時に、美しい
地球であるために、 今のライフスタイルを変えずに、 自分でもできることをしたいと思
います。motokasaプロジェクトの取り組みは、身近な存在である「傘」がテーマです。
身近なもので、できることから一歩づつ取り組む事が大事だと考えています。 

～高山さんの疑
問からの想いから
～ 

●不用傘をアップ
サイクルする取り
組みを社内提案。 

    ↓ 

●店のプロジェク
トとして推進決定。 

    ↓ 

●商品化を目的
の推進スタート。 

    ↓ 

●協業社探し。 

    ↓ 

●商品化へ。 
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◎傘の消費や廃棄状況の現状は？ 

◇世界一傘を消費する国、日本。 

 洋傘の国内年間消費量は、約１億300万本、そのうち７～8,000万本がビニール傘。 

 

◆落し物、お忘れ物、廃棄されるかわいそうな傘は莫大な数。 

 廃プラスティックゴミは、年間900トン →そのうち、生まれ変わる廃プラスティックは、たったの22％ 

  

◇大丸梅田店の年間販売数 約26,000本 のうち、年間 約300本が廃棄ゴミへ。 

 お客様からお預かりする毎月破棄傘は、20本～30本発生しています。 

 

◆廃棄されるゴミにも、コストがかかります。→捨てたら終わり？でよいのでしょうか。 

 お預かりした廃棄する傘は、毎月１回2トントラックで運搬し、コストもかかります。 

                      

 

◎わたしたち、一人ひとりの行動変化が必要！ 

環境にも人にも優しい “傘が生まれ変わる”プロジェクト「Motokasa」始動！  
 お客様にもご協力いただきながら、地球環境にも、人にもやさしい、傘が生まれ変わる活動ができないかと、 

「motokasa プロジェクト」が始動しました。  

 

◇例えば、リユース・リサイクル・リメイクの観点から、こんなことを考えました。 

・防水性、はっ水性を活かして「飛沫感染防止シート」→コロナ対策 

・優れた社熱性、遮光性を活かして「自転車・ランドセルなど雨カバー」 

・丈夫で破れにくさを活かして「従業員のバッグやポーチ」にも。 

・骨組みを再利用して、「ディスプレイ」や「オブジェ」に。  

・傘のリサイクル業者とコラボレーションをして、将来的には、魅力的な商品へ。 

・ボランティアのメッセージボードとして？ 社会貢献につながる活動にも。 

～motokasa プロジェクトの始まりとその未来～ 

◎さまざまな課題も。 
・衛生面：リサイクル業者で回収した傘は、骨組み部分と解体・洗浄した後、傘の形のまま重ねて特殊加
工で圧着加工している。国内の技術力のある職人の手で、圧着・裁断・縫製されている。どこにご協力い
ただけるか、衛生面も課題。 
・経緯面：お取引先様との交渉、お客様への運動告知、解体作業など。 

＊画像はイメージです。 
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まずは、この取り組みを発信しながら、共感していただけるお取引様、お客様、地域の皆様と共に
活動を続けていくことを目標に、さまざまな活動をスタート！ 

◎お取引先様との取り組み    

◆㈱モンドデザイン 「PLASTICITY」×大丸梅田店 ポップアップ 開催！ 
  ●期間：2021年 ＊5月26日～の予定が変更となり→6月23日（水）→29日（火）   

  ●場所：１階東 婦人洋品売場 

  注目の「PLASTICITY」のトートバッグやサコッシュなど、期間限定販売。 

 ★ 大丸梅田店で回収された傘の生地を使用した大丸梅田とのコラボ商品も販売予定。 

＊「PLASTICITY」とは～ 

クリエイターの斎藤明希氏と共同開発したブランド。街中や駅に捨てられたり、忘れ物として保管された後に最終的に廃棄さ
れたりするビニール傘を、独自の加工法でリサイクルしている。（その特性を最⼤限活かすため、粉砕したり溶かしたりして
再利用するのではなく、傘のビニールをそのままの状態で何層も重ねてプレスをする独自の加⼯⽅法を開発。）*一度不要

としたものを、形を変えて再び新たな所有者に持ってもらう。この様な発想や多くの人々の力によって生まれたのが
PLASTICITY。置き忘れや、使い捨てによるプラスチックの廃棄問題。「PLASTIC」 の問題を抱える 「CITY」 にフォーカスを当て、
今後解決されるべき環境問題が近い将来に解決されるという思いを込めて「10年後になくなるべきブランド」を宣言されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

◆ＮＰＯ法人「パティスリーとっと」様に、ノベルティ制作を依頼・オーダー受付も。  
・エコバッグ、ティッシュケース、折りたたみ傘ケース、マスクケースなどの製作を依頼。 

＊「パティスリーとっと」とは～ 

認定NPO法人トゥギャザーが障害者の自立と社会参加のために運営する店舗です。販売している商品のほとんどは、障害
者福祉事業所にて製造された商品となっています。 売上は障害者福祉事業所で働く障がい者の皆様にのお給料として支払
われます。 

 

◆大丸梅田店の「エコフリサイクルキャンペーン」との同時開催中止。モトカサイベントは実施！ 
⼤丸・松坂屋が2016年より実施している、不要な衣料品などを回収キャンペーン「エコフ リサイクルキャンペ
ーン」と同時に開催予定でしたが、緊急事態宣言と重なり、一旦中止。モトカサイベントは、実施することに。 

 

★モトカサバッグ、ついに完成しました！！！（次々ページへ） 

～motokasa プロジェクト 現在 活動状況～ 

＊画像はイメージです。 
コラボレーションバック進行中 
Motokasa ロゴ入りに。 

↑「motokasa」の

ネーミングやロゴ
考えました！ 
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～motokasa プロジェクト 活動ロードマップ～ 

１０月 

１２月 

３月 

商品化 

6月 

３月24日～大丸梅田店の傘売場やＨＰにて、お客様にお声がけスタート！ 

【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 

3月24日（水）より、大丸梅田店の傘売場は、デジタルサイネージ、ＨＰにて、この取り組みを積極的

に発信していきます。お取引先様、お客様、地域の皆様と連携しながら、リサイクルのノウハウを活性

化を両立させながら、持続可能な取り組みにしていくことを目指しています。ぜひ、ご注目ください。 
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■廃棄傘で作られたバッグ！ 期間限定ショップにて初登場！ 
 

 
 
  

＜motokasa>＆＜PLASTICITY> 
6月23日（水）→29日（火）POP UP SHOP 

大丸梅田店１階 婦人洋品売場 

＜Motokasa＞ ×＜PLASTICITY＞  
 トートバッグ 税込16,940円 
 サコッシュ   税込9,680円 

●＜PLASTICITY＞ビニール傘から作られたバッグも！ 

●＜パティスリーとっと＞皆様が作ってくださった廃棄傘から作られたノベルティも完成！ 

お気に入りのお持ちの傘から  

“たった一つの？エコバッグ”
がつくれるオーダーも受付！ 
＜motokasa>バッグをご購入の⽅、
先着でのｴｺバッグをプレゼント。 
＊ビニール傘は対象外です。 
（なくなり次第終了です。） 

傘生地から作った「マスクケース」や「傘ケース」。      
マスクや傘をご購入の⽅先着でノベルティとしてプレゼント！ 傘生地から作ったｴｺバッグ 

トーとバッグは、傘の素材をあますことなく使用した独特の形状。両サイドのホックを留めれば、コンパクトなフォルムに！  

トートバッグ（ラージ）税込15,400円  

キルティングクラッチバッグ 税込9,900円  

マルチショルダーケース税込7,370円  
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傘から生まれた＜motokasa＞バッグ！第一弾の誕生です！  

傘からバッグができるまでのあれこれ・・・ 

ビニールと傘の生地を重ねたイメージ 骨組みと生地を分解した後、ビニール、裏地、心地をあわせて。 「motokasa」のロゴも隣に付けていただきました。 57



「捨てたら終わり？それでいいの？」販売員の声から生まれました！ 
 

★6／１～＜Motokasa＞バッグ！ 店内告知がスタート！ 
  
 

 
  

大丸梅田店の各スポットでは、初のプロジェクト＜motokasa＞をはじめた思いや出会い、経緯、期間限定
ショップのお知らせの紹介が始まりました! 
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2021年 6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  

 

 

不用品の回収アイテムを拡大！プラスチック製化粧品空容器が対象に 

コスメ de ECOFF 
大丸・松坂屋８店舗で6月2日（水）より順次開催 

 

https://dmdepart.jp/ecoff/cosme/ 
 

 

〈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 

 

大丸・松坂屋では、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。  

主な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。その一環として不用品を店頭で回収する「エコフ リ

サイクルキャンペーン」に、2016 年から毎年取り組んでいます。 

今回活動の幅を広げ、いらなくなった化粧品プラスチック容器を大丸・松坂屋が店頭で回収することで、ご参加

いただいたお客様に代わって環境保全を行う活動「コスメ de エコフ」としてキャンペーンを実施いたします。 

エコフ リサイクルキャンペーンと同様に、お客様の

安全・安心を第一に考え、できるだけ非接触で回収で

きる専用ボックスをご用意。『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。ご不用にな

ったプラスチック製化粧品空容器を、各店の「コスメ

de エコフ」特設カウンターへ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ます。 

また、公開中の WEB マガジン「大丸・松坂屋のビュー

ティアップ」では「私たちにできること。コスメ選び

も SDGｓの時代です！」を特集。身近なデパコスから

関わることができるエコ活動を紹介しています。 
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開催店舗：［大丸］心斎橋店・梅田店・京都店・東京店・札幌店・下関店  

［松坂屋］名古屋店・静岡店 

                                 

ご利用対象・対象外ブランド・売場などくわしくは 

こちらから→ https://dmdepart.jp/ecoff/cosme/ 

コスメショッピングサポートチケットは、対象店舗の化粧品売場でレシート 1 枚につき税込 5,500 円 

お買いあげごとに１枚（一回のご利用につき 10 枚まで）ご利用いただけます。（一部ブランド・売場は対象外） 

※コスメショッピングサポートチケットご利用対象店舗は、発行店により異なります。 

詳しくはチケットに記載の「ご利用いただける店舗」をご確認ください。 

※コスメショッピングサポートチケットの有効期限は 2021 年 8 月 31 日(火)までとなります。 

                   

                  

 

                                  

●ご不用になったプラスチック製化粧品空容器を、各店の「コスメ de エコフ」特設カウンターへお持ちください。 

●お一人様につき、会期中合計 5 点まで。 

●ご不用品は、どこで購入されたものでも引き取ります。 

※店頭にお持ちになる前に、洗浄が可能な容器につきましては洗浄をお願いします。 

※開催期間中に、対象店舗までご持参の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。 

※各店の開催期間、回収場所は下記をご覧ください。 

※一度お預かりした品物は、ご返却できません。 

 

 

チケットのご利用について 

回収品目について 
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コスメブランドの多くは、企業の責任として SDGｓ

について取り組み、製品にも反映されています。買うだ

けで活動に参加できたり、レフィルで詰め替えできるな

ど、身近なエコ活動としてのコスメ選びを特集。ブラン

ドやおすすめの商品をご紹介しております。 

 

詳しくはウェブマガジン「大丸・松坂屋のビューティ

アップ」https://dmdepart.jp/beautyup/をご覧くだ

さい。 

 

大丸・松坂屋のビューティアップ 

https://dmdepart.jp/beautyup/ 

 

 

各店化粧品売場で開催中 

 

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。 

開催店舗・回収場所・期間について 

東京都公安委員会許可 第 306609702603 号 

 

開催店舗 回収場所 回収期間 

大丸心斎橋店 9 階 エスカレーター横 7 月 2 日(金)→4 日(日) 

大丸京都店 7 階 特設カウンター 7 月 2 日(金)→4 日(日) 

大丸東京店 12 階 八重洲側エレベーター前 6 月 25 日(金)→27 日(日) 

大丸札幌店 2 階 ステラプレイス連絡口横 特設会場 6 月 24 日(木)→27 日(日) 

大丸下関店 2 階 イベントスペース 6 月 2 日(水)→6 日(日) 

松坂屋名古屋店 南館 3 階 M キュービック 7 月 28 日(水)→8 月 1 日(日) 

松坂屋静岡店 本館 1 階 特設会場 6 月 11 日(金)→13 日(日) 

 

※大丸梅田店は６月中旬に開催を予定しております。 

※営業体制の変更により、変更・中止となる場合があります。最新の日程はキャンペーンサイトをご覧ください。 

＜お問い合わせ窓口＞ フリーダイヤル 0120-002-294 

受付期間：5 月 21 日(金)→8 月 1 日(日) 受付時間：各日午前 10 時〜午後 8 時 
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2021 年 6 月 15 日 

 
 
 

 

 

 
 
 

  東武百貨店 池袋本店は、6 月 16 日(水)から 7 月 7 日(水)まで「笑顔の花」をテーマに、食品フロアとレストラン街スパイ

ス、各階喫茶にて、エディブルフラワー（食べられるお花）を使用したスイーツやサラダなど期間限定メニューを展開します。外食を

控える方が多いなか、おうちごはんを華やかにし、明るく元気な気持ちになっていただきたい、エディブルフラワーをお客様やお取

引先に知っていただきたいという想いを込めて、東武限定品をつくりました。また、弊社の企画担当が無農薬栽培に力を入れた

生産者「横山園芸」、専門店の「エディブルガーデン」とのコラボ企画を行いました。コラボすることで、生産者と各ショップをつないで

いきたい想いがあります。期間限定でご提案する商品を通じて、エディブルフラワーの魅力を訴求して参ります。 
 

 

生産者の「横山園芸」、専門店の「エディブルガーデン」とコラボした東武限定品 3 種をご紹介します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

夏のおうちごはんを華やかに彩り、楽しんでほしい！  

エディブルフラワー(食べられるお花) を使用した東武オリジナルメニュー！！ 

 

東武百貨店 池袋本店  食品フロア・レストラン街スパイス・各階喫茶 

 

 

 

 

【根津 みるくの豚×国産バナナ研究所】 
アップルロゼ バナナジュース 648 円 
(1 杯)※各日販売予定 10 点 
バナナジュースの濃厚さとバラ(アップルロ
ゼ)の香りがエレガントな気分にさせてくれ
る大人でリッチなバナナジュース。 
◼地下 1 階 11 番地 
 
 
 
 

【ブール アンジュ】 
オレンジクリームマリトッツォ 378 円 
（1 個）※各日販売予定 20 点 
人気のアンジュの白パンにオレンジ生クリーム
をはさみ、エディブルフラワー(リナリア)で飾った
マリトッツォ風。 
◼地下 1 階 8 番地 

エディブルガーデンとのコラボ エディブルガーデンとのコラボ 

東武 

企画品 

 

横山園芸とのコラボ 

～エディブルフラワーについて横山園芸代表の横山直樹様より伺いました！～ 

エディブルフラワーとは、食部に毒性がなく、安全に育てられた食べられるお花です。 

野菜にはない色合いや見た目で、少量でも食卓が華やかになります。彩りのあるお花は何より心の栄養です。 

「お花は必需品」を目標に、食の世界からもお花の魅力を伝えたいという想いがあります。 

 

 

【セージ&フェンネル】 
エディブルフラワーサラダ 1,080 円 
(1 パック)※各日販売予定 5 点 
三浦直送の鮮度の良い野菜に色彩豊か
なエディブルフラワー(ナスタチウム)を添え
て見た目もリッチに仕上げました。 
◼地下 1 階 10 番地 

 
東武 

限定品 

 

 
東武 

限定品 

 

 
東武 

限定品 

 

◆無農薬栽培にこだわった「エディブルフラワー生産者×東武百貨店」のコラボ！  
 

【横山園芸】は無農薬栽培にこだわったエディブルフラワーを東京

都清瀬市で生産している１５代続く生産農家。肥料や土づくり、光

の強さにもこだわり、美しさと味わい深さを追求した季節のお花をお届

け。「単なる彩りや飾りで終わってほしくない」という想いから、味にこだ

わり、観賞用の花の生産者ならではの、フレッシュな状態でお花をお届

けします。環境負荷が少ないように「季節のお花」を無理なく丈夫にじっ

くり育てることを信条にしています。 

 

 

 

 

 

 

【エディブルガーデン】は栽培期間中、化学農薬

不使用のエディブルフラワー専門店。 

指定の生産者による最高品質の食用バラをはじめ、

ミシュランガイド星付きレストランで愛用されるエディブ

ルフラワー各種(生食用花・ドライ)を 30 種類以上取

り揃えています。すべて農薬不使用栽培の食用花を

提供しています。 

花：アップルロゼ 花：リナリア 

 

花：ナスタチウム 
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そのほかにも、エディブルフラワーを使用した東武限定メニューを各ショップで展開！ 

【ダロワイヨ レ マカロン】 

ランソラン フランボワーズ ローズ 

756 円(1 個)※各日販売予定 10 点 

フランボワーズローズのクリームとコンポート、 

チョコレートのディスクをマカロンでサンド。 

バラの花びらを飾り華やかに。 

◼地下 1 階 4 番地 

【京橋千疋屋 フルーツパーラー】 

※お花は入荷状況により変更の可能性あり。 

Rainbow mango bouquet 

イートイン 2,200 円(1 人前) 

フルーツとお花で虹色の花束を作り 

ました。華やかな花の香りを楽しめる 

パフェです。 

◼6 階 8 番地 

【サイアム セラドン】 

生春巻きエディブルフラワー添え  

イートイン 650 円(1 人前) 

タイアイスレモンバタフライピーティ 

イートイン 650 円(1 杯) 

清涼感のある生春巻きに彩を添えて 

華やかに仕上げた生春巻きやバタフライピー

を使用したハーブティ。 

◼レストラン街スパイス 11 階 

【京橋千疋屋】 

マンゴーとエディブルフラワーのタルト 

886 円(1 個)  

※各日販売予定 20 点 

カスタードクリームとマンゴーのタルトを金魚

草で華やかに飾りました。 

■地下 1 階 4 番地 

【カフェコムサ】 
※お花は入荷状況により変更の可能性あり。 

フラワーフリュイ  

イートイン 1,200 円(1 カット) 

色鮮やかなマンゴー、いちご、キウイをカス

タードクリームのベースに飾りつけた池袋東

武限定のケーキです。 

■3 階 4 番地 

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

広報部 広報課 崎田・本村 直通℡：03-5951-5210 

 
東武 

限定品 
 

東武 

限定品 

 
東武 

限定品 

 
東武 

限定品 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり（イートイン）の場合「消費税率 10%」の価格となります。 

※諸般の都合により、営業時間・内容が変更となる場合がございます。 ※数に限りがございます。 ※写真はイメージです。 

【不二家レストラン】 

※お花は入荷状況により変更の可能性あり。 

イタリアンショートパレット 

イートイン 950 円(1 カット) 

不二家レストランの人気 NO.1 スイーツ 

「イタリアンショートケーキ」に彩り鮮やかな 

フルーツとエディブルフラワーを盛付けました。 

◼レストラン街スパイス 13 階 

 

花：アリッサム ほか 花：ミニバラ 花：金魚草 

 

花：トレニア 花：カーネーション ほか 

 
東武 

限定品 

 花：プリムラ ほか 

 
東武 

限定品 
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報道資料 デパ地下情報 
株式会社 東武百貨店 

 

2021年 6月 11日 

 

 

 

 

 

 
  

東武百貨店 池袋本店 地下食品フロアでは、2021年 6月 16日（水）から「レトロカワイイ スイーツ＆パン」と 

題し、ノスタルジックな雰囲気を感じる「レトロ」で「カワイイ」スイーツやパンを販売します。若い世代を中心に、昭和や平成

に流行した「レトロ」なアイテムがブームとなっています。そこで当店では、昔懐かしい純喫茶を彷彿させるスイーツ＆パンなど

東武限定品を中心に数多く展開し、当時を知る方から若い世代まで、幅広い年代にお楽しみいただけます。 
 

■昔懐かしいあの頃の喫茶店へタイムスリップ 

A：【京橋千疋屋】 プリンアラモード 

（1個）940円 東武限定品 B1F 4番地 

※各日販売予定 15点 

B：【コロンバン】 バタークリームミニデコレーション 

（1個）1,080円 東武限定品 B1F 4番地 

C：【ブール アンジュ】 クリームソーダゼリー 

（1個）281円 東武限定品 B1F 8番地 

※各日販売予定 10点 

D：【ダロワイヨ レ マカロン】 マシュマロ×ラムネ 

（1個）324円 東武限定品 B1F 4番地 

E：【カサネオ】 ミルクレープ いちごのショートケーキ 

（1 ピース）702円 東武限定品 B1F 4番地 

※各日販売予定 25点 
 

■乙女心くすぐるお菓子 

 

 

 

 

 

 

 
 

【丸福珈琲店】 季節のフルーツアラモード 

単品 1,200円 コーヒーセット 1,501円 

こだわりのオリジナルプリンを、季節のフルーツ

とほろ苦いコーヒーゼリーで引き立てます。 

東武限定品 B2F 9番地 

※各日販売予定 5点 

■ハイカラで小粋な老舗の和菓子 

 

 

 

 

 

 

 
 

【虎屋ういろ】 コーヒー牛乳ういろ 

（1本）500円 

コーヒーを使って牛柄に。濃厚なコーヒー

牛乳のミルキーな口当たり。 

東武限定品 B1F 4番地 

※各日販売予定 20点 

■懐かしいあの味。レトロなパン 

 

 

 

 

 

 

 
 

【サンドイッチハウス メルヘン】  

ティラミスサンドパック（1パック）648円 

90年代初頭に一世を風靡したティラミス

をサンドイッチで表現。 

東武限定品 B1F 10番地 

各日販売予定 12点 

※価格は全て消費税込みの金額です。 

ノスタルジックなグルメが、東武百貨店限定で登場 

「レトロカワイイ スイーツ＆パン」 食品フロアで開催！ 

 
 

東武百貨店 池袋本店  

 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 
広報部 広報課 佐藤・本村 直通℡：03-5951-5210 

懐かしい 

固めのプリン 

ポップな牛柄

がキュート！ 
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報道関係資料
２０２１年５月

2021 三越伊勢丹のお中元

株式会社 三越伊勢丹

お届けしたいのは“しあわせなみらい“です。三越伊勢丹の夏の贈り物

三越限定

今年のお中元は「つなぐ」をテーマに時代・地域・人をつなぐギフトをご提案いたします。「お届けしたいのは“しあわせなみらい”
です。」をキーワードに、三越伊勢丹が考えるサステナビリティを形にしたギフトを多数ご用意いたします。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、ユニバーサルデザインフードなど、多彩なギフトをご提案いたします。また、太
鼓判100と銘打ったバイヤーの一押し商品を、カタログに掲載された二次元バーコードから動画でご覧いただき、そのままオンラ
インで購入いただけるという新しいデジタルの取組みもスタートします。
オンラインストアは、「三越のお中元」は5月11日(火)午前10時～８月17日(火)午前10時まで、「伊勢丹のお中元」は
５月14日(金)午前10時～8月17日(火)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、その他は全国送料一律(商品によって、送料
550円または770円)。
ギフトセンターは日本橋三越本店が6月1日(火)から、伊勢丹新宿店が6月2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」を使用することで、順番待ちによる混雑を解消します。
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。
※記載の価格はすべて税込です。商品によって、標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しています。

三越と銘店が次のスタンダ
ードを目指し新しい味やス
タイルを追求したギフト。

伊勢丹限定

伊勢丹ではISETAN FUSION
をテーマに伝統×革新、和×洋
などが融合したギフトをご用意し
ました。

〈ホテルオークラ〉
グラスオードブルセット
16,200円

〈ジャック〉
ヴァシュラン・オ・フロマージュ
ブラン 5,832円

〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ゴア アントルメ
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
サステナブル案件については TEL.03-3225-2474

〈パティスリー・ヨシノリ・アサミ〉
アイス詰合せ
5,616円

【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：6月1日(火）～ 7月26日(月) 最終日午後6時終了 56日間(前年差±0日)

銀座三越 ：6月2日(水）～ 7月15日(木)  最終日午後6時終了 44日間(前年差-4日)
<伊勢丹> 伊勢丹新宿店 ：6月2日(水) ～ 7月12日(月)   41日間(前年差±0日）

伊勢丹立川店 ：6月2日(水) ～ 7月12日(月)  最終日午後5時終了 41日間(前年差±0日）
伊勢丹浦和店 ：6月2日(水) ～ 7月12日(月)  最終日午後5時終了 41日間(前年差±0日）

オンラインストア 「三越のお中元」「伊勢丹のお中元」
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：5月11日(火)午前10時～ 8月17日(火)午前10時 www.mitsukoshi.co.jp/chugen
伊勢丹：5月14日(金)午前10時～ 8月17日(火)午前10時 www.isetan.co.jp/chugen

※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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■地域共生 ■循環型農法

■資源活用（フードロスの削減）

■「コウノトリの棲みやすい環境」を取り戻すために生み出した農法で栽培された「コウノトリ育む米」を使ったギフト

人と地域をつなぐサステナブルな中元ギフト

三越伊勢丹は、本年4月から、“think good”という合言葉のもと、サステナビリティ活動に取組んでいます。
これは、お客さま、お取組先さま、地域社会など、あらゆるステークホルダーの皆様さまとともに、企業として、
持続可能な社会の実現のためにできることを考え、アクションするムーブメントを起こしていきたいというものです。
具体的には、①商品、②サービス、③コミュニケーションの３つの手段を通じて、地域産業支援・環境保全を
大切にした品揃え、４R(Refuse、Redece、Reuse、Recycle)の推進、文化継承のための文化・技術・
感性の発信を行っていきます。
今回のお中元では、初めて「think good」を掲げ“人と地域がつなぐ豊かさを贈る”をテーマに、明日の地球の未来へつなが

る贈り物として、「コウノトリ育むギフト」「地域共生」「循環型農法」「食の資源活用（フードロスの削減）」「環境配慮」「フェアト

レード」「多様性」を切り口としたお中元ギフト約40点を展開し、35点は、三越伊勢丹グループ限定でお届けします。また三越伊

勢丹オンラインストアでもサステナブルな中元ギフトの特設ページを三越は5月11日(火)から、伊勢丹は5月14日(金)から開設し、

カタログでは伝えきれない商品の魅力やストーリーを伝えていきます。

農薬や化学肥料にたよらず、ほぼ１年を通して田んぼに水を張り、生きものが棲みやすい環境をつくる農法
は、緑豊かな環境を守り、地域創生にもつながります。
百貨店として中元ギフトでは初めて「コウノトリ育む米」を使った日本酒や、素麺、総菜、洋菓子、和菓子、
飲料など約15種類の三越伊勢丹限定ギフトを展開し、地域がつなぐ味をお届けします。

素材を余すことなく活用した名店の技

■多様性

化学肥料や農薬に頼らない循環
型農法で人・地域・農業を元気に

■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 広報担当

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

※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。

四万十川産青のりなどを食べて育った
旨みが豊かなうなぎ

三越伊勢丹限定ギフト

〈四万十うなぎ〉養鰻場限定鰻蒲焼

10,800円

三越伊勢丹限定ギフト
〈ユーハイム〉コウノトリ育む
お米のバウムクーヘン
3,240円

もっちりとした生地の中に、「コウノトリ育む米」の
甘み・旨味が詰まった深い味わい

稚魚の漁獲量に制限を加え、貴重
な資源を守り、養鰻場で使用した水は
水田での再利用や、間伐材を燃料と
した森林保護活動の支援を行い、限り
ある資源と地域のきずなを守りながら、
川の恵みを次世代へ伝えています。

三越伊勢丹限定ギフト

〈やえやまファーム〉

石垣島産オーガニックパインジュース

6,480円

化学肥料や農薬にたよらず、パイナッ
プルの搾りかすを食べた「南ぬ豚」の堆
肥で耕した農場の土で成長するパイナ
ップルを使用したジュース。農業と畜産
の恵みをむだなく循環させることで石垣
島の環境と資源を守っています。

日本では「まだ食べられるのに、廃棄
されている食べもの」の量が１年間に
約612万トンあります。三越伊勢丹グ
ループでは、資源を活用した「みらいへ
つなぐ贈りもの」としてのギフト商品5種
類を中元で初めてご紹介します。

三越伊勢丹限定ギフト

〈信玄食品〉3種のおこわ詰合せ

5,400円

素材を活かすものづくりで限りある
資源をたいせつに活かしたギフト

コウノトリ育む農法で栽培する酒造好適米
「五百万石」で仕込んだ日本酒

三越伊勢丹限定ギフト
兵庫〈本田商店〉
龍力 純米大吟醸コウノトリ 2008
5,500円

さまざまな文化をもつ人が、美味しく食事を楽しめるみらいを
めざした、「食の多様性」をテーマにしたヴィーガンギフト

三越伊勢丹限定ギフト

〈菜道-saido〉彩り丼セット

3,240円

大豆、えんどう豆、米などからつ
くられたオムニミートのハンバーグを
洋風ソースで煮込んだ「ハンバー
グ丼」や植物性の食材のみでつく
られた「カツ丼」など４種のおかず
を有機玄米や有機紅白餅米の
丼にしました。
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〈ID47〉×〈日本橋菓寮〉
日本の素材 ゼリー詰合せ
3,240円／5,500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
サステナブル案件については TEL.03-3225-2474

〈志ま秀〉
玄圃瑤華 えびチーズサンド
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。

三越伊勢丹限定コラボレーションギフト

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との取組からスタート、2019年中元期には京都、奈良、九州の国立博物館、2020年中元期からは、
東京国立近代美術館が加わり、幅広い芸術作品を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。

※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。

きもちギフト

太鼓判100

■東京国立博物館限定ギフト

〈ID47〉×〈和楽子屋〉
生クリーム大福詰合せ
3,240円

〈梅の丸長〉
色絵月梅図茶壷 紀州梅干
はちみつ入 3,240円 〈サントリー〉

紫陽花 ザ・プレミアムモルツ
3,300円／5,500円

〈ロイスダール〉
狆 ロンジェ 3,240円

■東京国立近代美術館限定ギフト

〈アンテノール〉
ビスキュイ・オ・ショコラ
1,080円

〈麻布かりんと〉
かりんと吹寄せ 1,080円

博物館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」。包装紙を使用しなくてもギフト
として贈ることができる、環境に配慮した新しい包装形態をとり入れ、幅
広いギフトニーズに対応しています。

バイヤーの一押しの商品をご紹介する
太鼓判100カタログ掲載商品の、歴史
やこだわりなど、おすすめする理由を動
画でご覧いただける取組が、この中元
期からスタートします。

〈ケーファー〉 ハム詰合せ 〈山本海苔店〉
「有明海一番 撰」詰合せ

〈そふまる〉
鹿児島県産うなぎ蒲焼き
のやわらか詰合せ
5,400円

日々是食楽

お食事の際に配慮が必要な方や、食と健康に関心のある方に
おすすめする三越伊勢丹の「日々是食楽」。ユニバーサルデザ
インフードのひとつとしてご提案します。

〈柿安本店〉
黒毛和牛やわらか煮
5,400円
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楽しみ⽅、五⼗⼈五⼗⾊。今年の夏は、ダイバーシティにゆかたを楽しみ⽅、五⼗⼈五⼗⾊。今年の夏は、ダイバーシティにゆかたを
楽しもう！「イセタンユカタ 2021」三越伊勢丹オンラインストア楽しもう！「イセタンユカタ 2021」三越伊勢丹オンラインストア
で6⽉9⽇（⽔）より開幕で6⽉9⽇（⽔）より開幕

450種類を超える豊富なバリエーションで展開。お⼀⼈おひとりにぴったりの「好き」がきっと⾒つかるは450種類を超える豊富なバリエーションで展開。お⼀⼈おひとりにぴったりの「好き」がきっと⾒つかるは
ず。ず。

三越伊勢丹オンラインストアでは、「イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE」を6⽉9⽇（⽔）〜8⽉31⽇（⽕）三越伊勢丹オンラインストアでは、「イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE」を6⽉9⽇（⽔）〜8⽉31⽇（⽕）

まで開催いたします。「多様性」をキーワードに、既存の枠にこだわらない個々の「好き」を詰め込んだ⾃由な着こなしまで開催いたします。「多様性」をキーワードに、既存の枠にこだわらない個々の「好き」を詰め込んだ⾃由な着こなし

や、着⽤シーンにとらわれず⽇常的に取り⼊れられる新しい和のウエアなど、誰もが⾃由に楽しめる夏のスタイリングをや、着⽤シーンにとらわれず⽇常的に取り⼊れられる新しい和のウエアなど、誰もが⾃由に楽しめる夏のスタイリングを

ご提案いたします。ご提案いたします。

特設ページ：特設ページ：https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku74_l.htmlhttps://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku74_l.html

 

 

ゆかたはもっと⾃由に楽しめる。多彩な着こなしや新しい夏の和の装いをご提案ゆかたはもっと⾃由に楽しめる。多彩な着こなしや新しい夏の和の装いをご提案

「ネオンカラーから紺⽩まで。」好きが必ず⾒つかる、豊富なバリエーションで展開。 アフリカンテキスタイルを使っ

た帯や、ストリート系ゆかた、⼤正時代の復刻ゆかたなど、多彩なスタイルをご提案します。

また、⽇常に取り込める新しい和の装いとして、伝統技法を使った⽻織やシャツなどのウェア、ジャージ素材のゆかたな

ど”NEW SUMMER PIECE”をご紹介いたします。

 

PRESS RELEASE

報道関係各位

2021年06⽉14⽇
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

68



＜saasaawa＞の帯は、和裁⼠が作るガーナの⽣地を使ったもの。アフリカンテキスタイルの独特な柄を、和装に合うよ

うにセレクトしています。

※6⽉16⽇（⽔）からのお取扱いとなります。

 

＜saasaawa＞半⼱帯 綿100％ 20,900円＜saasaawa＞半⼱帯 綿100％ 20,900円
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 ＜saasaawa＞⾓帯 綿100％ 17,600円 ＜saasaawa＞⾓帯 綿100％ 17,600円

 

＜VEDUTA＞＜VEDUTA＞

"STAY HOME" YUKATA ポリエステル 41,800円"STAY HOME" YUKATA ポリエステル 41,800円

INDUSTRIAL BELT 帯 綿・その他 19,800円INDUSTRIAL BELT 帯 綿・その他 19,800円

歴史的考察に裏付けられた⽇本⼈としてのアイデンティティーをもとに、ストリートのエッセンスを融合した唯⼀無⼆の

世界を提案するブランド、＜VEDUTA＞。

ジャージ素材の⽣地を⽤い、衿はジッパーでとめ、帯はベルト。簡単に着られて動きやすい、新しい和のスタイルをお楽
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しみください。 

※こちらのブランドは6⽉30⽇（⽔）からのお取扱いとなります。

※展開期間は商品により異なります。詳しくは「イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE」特設サイトをご確認く

ださい。URL：https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku74_l.html 

インスタグラムがカタログに！五⼗⼈五⼗⾊コーディネート紹介インスタグラムがカタログに！五⼗⼈五⼗⾊コーディネート紹介

 

今年は、インスタグラムがカタログに！⽼若男⼥、職業もゆかたの好みも異なる50⼈以上の⼀般モデルが参加してカタ

ログを作り上げます。6⽉9⽇（⽔）から7⽉6⽇（⽕）まで毎⽇3名ずつ、新宿地区を盛り上げる地域の⽅々やクリエ－

ター、パフォーマーなどが、思い思いのスタイリングで登場いたします。

https://www.instagram.com/isetangofuku

 

店頭でも、オンラインでも、リモートでも。どこでも買えるゆかた店頭でも、オンラインでも、リモートでも。どこでも買えるゆかた

インスタグラムで展開するカタログ掲載商品はほぼ全てオンラインストアでの購⼊が可能。また、リモートショッピング

アプリを活⽤すれば、事前のお下⾒から⾊合わせ、⼩物合わせのご相談、お買い物までご⾃宅で完結できます。お買い物

もお好きな⽅法で、これまでよりももっと気軽に⾃由に、ゆかたをお楽しみいただけます。

【イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE】【イセタンユカタ 2021 NEW SUMMER PIECE】

2021年6⽉9⽇（⽔）〜8⽉31⽇（⽕）

三越伊勢丹オンラインストア https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku74_l.html

※価格は全て税込です。

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001739.000008372.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

71



【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 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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2021年6月 

約1,100点の豊富なラインアップ  

 髙島屋の「出産内祝い」カタログが誕生！ 
 

2021年 6月 21日（月）より順次 日本全国1,400以上の産院にカタログ設置・無料配布 

2021年 6月 21日（月）午前10時より 髙島屋オンラインストアにて承りスタート 

 

出産のお祝いを贈ってくださった方へのお礼として、お返しするギフト

「出産内祝い」。産後すぐいただいたお祝いは、お宮参りまでを目途に 

お返しするのが一般的ですが、産後のママにとって外出や遠出は、なか 

なかしにくいのが現状です。 

 

さらに昨今の新型コロナウイルス感染拡大をうけ、特に出産前後の 

長期間にわたり感染予防に気を遣い、気の休まらない日々を過ごされ 

ている方も多く、そんなママ・パパたちを少しでもサポートしたいと 

の思いを込めて、赤ちゃんのお世話の合間に気軽に見ていただける 

「出産内祝い」専用のオリジナルカタログを制作しました。 

掲載商品は約1,100点、全て髙島屋オンラインストアでお求めいただ 

けます。 

 

また、「リアル店舗」「ネット」だけでなく、お客様との新たな接点を 

創出する場として、日本全国47都道府県にある1,400以上の「産院」にて 

髙島屋が新たに制作した「出産内祝い」専用のオリジナルカタログを設置・無料配布することで、 

出産準備中のプレママや、そのご家族との接点を拡大してアプローチをするとともに、百貨店の強みである 

ギフトニーズへの対応を強化してまいります。 

 

「髙島屋の出産内祝い」カタログ 掲載商品・サービス内容の一例 ※カタログは無料配布 

・掲載点数： 衣・食・住・カタログギフトなど約1,100点、 うち、送料無料ギフト約400点 

・送料： 一律 330円（税込）、冷蔵便・冷凍便は一律660円（税込）  

 

 「名入れ」 のできるギフトが多彩！  

お子様のお名前をお披露目できる人気の名入れギフトのバリエーションが豊富。大切なお子様のお名前を添え

た、カスタマイズできる贈り物を多彩に揃えました。（約70点、お子様のお名前などを無料で入れることがで

きます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治抹茶バウム 奏 3,564円（税込）      「吉兆楽」生まれた重さ 出生体重俵米 7,560円（税込） 
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- 2 - 

 

 

「タカシマヤ」 

国産ストレート果汁100％ジュース 2,700円（税込） 

「今治タオル」 

潤いのタオル タオルセット 3,300円（税込） 

 「オリジナルメッセージカード・写真」 をお付けできるサービス！  

贈り物と一緒に、お子様のお顔やお名前がお披露目でき、 

感謝の気持ちも添えられるオリジナルメッセージカードもご用意しております。 

オリジナルメッセージはお好きな写真を入れて、WEB上で簡単に作成 

できます。（対象商品約380点） 

 

※上記サービスは、一部商品に限定 

※メッセージカードは、官製はがきサイズ 

 

 

 「送料無料ギフト」 が約400点！  

たくさんのお祝いをいただくのは嬉しい一方で、お返しの配送料がかかってしまう…。 

そんなときに嬉しい送料無料ギフトを豊富にご用意しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「お客様サポートメニュー」 で、スムーズにご注文できるサービスも！  

髙島屋オンラインストアでは、便利なチャットサービスをご利用いただけ

ます。注文方法やお支払い方法など、ご不明な点をチャットでお気軽に 

ご質問いただけます。 

また、お品選びに迷った際はコンシェルジュにご相談ができます。 

経験豊富なスタッフがお客様の気持ちに寄り添って、お品物選びをサポー

トいたします。 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、「出産内祝いの基礎知識」「返礼マナー」などのお役立ち情報や、「価格帯別のおすすめギフト」 

など百貨店ならではのバラエティー豊かな商品ラインアップを雑誌感覚でお読みいただける1冊にまとめ、 

“上質な贈り物”をご提案いたします。 

 

髙島屋の出産内祝いURL 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/syussanuchiiwai/FA18996/  

6月21日（月）午前10時より 

 

以上 
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クリエイティブリユース-廃材・端材からはじまる世界- 

大月ヒロ子氏と６人のクリエイターによる後期展示スタート 

【会期】６月１６日（水）～８月 29日（日）  【会場】日本橋髙島屋 S.C. 本館４階髙島屋史料館TOKYO 

                           

不要なモノとして捨てられそうになった廃材・端材を観察し、想像力

と創造力によって再び循環させる「クリエイティブリユース」活動。本

展では、倉敷市玉島の古民家を改装して、国内初のクリエイティブ

リユースの拠点「IDEA R LAB」を開設し、活動を行っている大月ヒ

ロ子氏の監修のもとに、クリエイティブリユース活動の一端をご紹介

いたします。 

 

素材に生まれ変わった色とりどりの廃材や端材とともに、それらを使

って作られたプロダクトを展示している前期展示は６月１３日（日）で

終了致します。 

６月１６日からの後期では、大月氏が選定した６プロジェクトのユニー

クなクリエイティブリユース作品を展示いたします。また髙島屋創業

190年をテーマとして、廃材を用いて作られたオブジェを展示いた

します。使われなくなったモノや、廃材・端材を、思いも及ばない方

法で活かす人の創造力には、これからの心豊かな暮らしを牽引する

力が宿っているように思います。 

（写真）現在開催中の前期展示の様子 

 

 

クリエイターのご紹介 

 【WOMB BROCANTE（ウーム ブロカント）】  

岡山県倉敷市児島にある戦前の古い銀行をリノベーションした古道具店。地元で集めた古

道具を扱うとともに、古い素材を加工して実用的なアイテムに仕立てる。オリジナル商品も

販売する。2018年に倉敷美観地区の倉を改装した 2号店をオープン。 

 

（写真）「壁掛け時計」（2019年、陶器皿） 

【コンセプト】 

80年代の大量生産・消費時代に作られ、現代のブームに合わず廃棄となったホテル食

器。70年代に建てられ、現代の建築基準に合わず解体となった保育園にあった知育玩具

カード。このように時代に合わず廃棄され地域汚染の原因となるような部材をアップサイク

ルするなど、古道具を介しサスティナブルな暮らしを提案しています。 
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【Ｋａｋａｒａ Ｗｏｏｌｗｏｒｋｓ（カカラ ウールワークス）】  

代表・青島由佳氏は、武蔵野美術大学短期大学部工芸デザイン専攻テキスタイルコー

スにて染織を学ぶ。2007年に糸車屋Kakara Woolworksをはじめる。2013年より新・東

京スピニングパーティー実行委員会事務局代表。2020年に著書「糸紡ぎのテクニックと

デザイン」誠文堂新光社より発売。2021年 5月に岡山県赤磐市にアトリエ店舗を

OPEN。  

 

（写真）[ｎｏｔｈｉｎｇ]（2021年、素材：鉄、プラスチック、手紡ぎ糸、ラメ糸、残糸、端切

れ、ネット、網戸の網、ジッパー、USBケーブル、電気線、針金、羽根） 

【コンセプト】IDEA R LABのマテリアルライブラリーで見つけた様々な糸状の素材を使

用して、ランプシェードに織りつけたり、巻き付けたり、結んだり、絡ませたりしながら融合

させた。見る方向、角度から、違う素材や違う光を感じることのできるファイバーアートの

ランプシェード。 

 

【川埜龍三（カワノ リュウゾウ）氏】   

1976年、神戸市生まれ、岡山県笠岡市在住。独学で美術を学び、既存の価値観に左右されない独自の芸術活動

を続けている。近年は、瀬戸内海を舞台とした個人企画《犬島の島犬》（2012 年）など、特定の地域の歴史を掘り起

こし、その土地に眠る伝説を可視化する手法で象徴的な造形作品を発表している。 

 

（写真）「マチヲ式モンタージュ(玉島マチヲ)」 

（2017年、 素材：印刷物、木工ボンド） 

【コンセプト】 

倉敷市玉島で生まれ育ったという"玉島マチヲ"の足跡をたどり、彼の

住んでいるアパートメント「オレンジハイム 103」を制作しています。モ

ンタージュ群は、架空の人物に迫るドキュメンタリー作品の部品として

2017年に着手しました。マチヲさんのユニークな表現は、今は寂れ

た港町の風土や色彩と、引き出しの奥に捨て置かれた絵葉書のよう

なものから生まれています。  

 

【宮田明日鹿（ミヤタ アスカ）氏】 ニットテキスタイルアーティスト、家庭用編み機研究家 

2007年桑沢デザイン研究所卒業。糸や写真を素材に人の記憶の曖昧さや偶然性をテーマに作品、ワークショッ

プ、アートプロジェクトなどを展開。生産中止となった家庭用電子編み機を改造して何でも作るニット製作所「宮田

編機」主宰。 

 

（写真）「手工 3D印字机 ～馬毛篇～」（2016年、素材：バイオリン

の弓など） 

【コンセプト】 昨今話題の 3Dプリンターはあらゆる素材と時間が積層され 

作りたいものが出来上がります。 しかし機械といえど、出力するものによっ

ては一晩かかることも。 では手動 3Dプリンターなるものをしてみようと考

えました。 

 

 

Photo_Takeshi Hirabayashi 

Kakara Woolworks 

76



【富田菜摘（トミタ ナツミ）氏】  

 2009年多摩美術大学絵画学科油画専攻卒業 

ヤマザキマザック美術館、佐藤美術館、新宿髙島屋、Bunkamura Gallery をはじめ、シンガポール、香港など、

国内外で個展を開催。また、浜田市世界こども美術館、越後妻有アートトリエンナーレなど多くのグループ展で作品

を発表。  

 

（写真）「駿太郎」（2007年、素材：ミクストメディア、金属廃材） 

【コンセプト】 

誰かが乗っていた自転車、古い調理器具、壊れた電子機器、日々何気なく使わ

れる様々なものたち・・・  

その表情からは、新品にはない深い味わいを感じる。使い込まれた風合い、錆、

日に焼けて褪せた色。一つとして同じものはなく、優しくて、強くて、温かい。 

そういったものを集め、つなぎ合わせ、新しくいきものに生まれ変わらせている。 

 

 

【サイネンショー】   

陶芸家 松井利夫の呼びかけにより、2011年の震災を契機に資源やエネルギーの自給自足、さらには持続可能な

アートコミュニティー形成の実験として始まったプロジェクト。これまで 250名以上の有志により、廃棄される陶磁器

を回収し、古民家の解体材や端材を燃料に穴窯で再燃焼させる。 

 

（写真）サイネンショー＜参考写真＞（素材：陶磁器） 

【コンセプト】 

廃棄される陶磁器を回収し、古民家の解体材や端材を燃料に穴窯で再び超高温で

燃焼させる。一見すると非合理な行為によって、溶融し歪み、上絵が消え下絵が流

れ、美しいビードロがかかり、様々な窯変が生まれ、さらに金彩銀彩を施したもの、金

継ぎしたものなど伝統的な工芸技法を駆使し、くっつき、ぶく、等々、焼き物の世界

では 「キズ」 といわれるものたちの新たな一面を浮き彫りにする。 

 

 

監修者のご紹介 

【大月ヒロ子（オオツキ ヒロコ）氏】  

 岡山県倉敷市（旧玉島市）生まれ。有限会社イデア代表取締役・ミュージア

ムエデュケーションプランナー。 

（写真）髙島屋 190周年記念作品（素材：大月氏マテリアルライブラリーの

廃材・端材の中から集めた百貨店で見られるもの） 
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