
 

 

 

令和 3年 9月 24日 

（一社）日本百貨店協会 

【高島屋】 

[2022 年新春髙島屋おせち料理（予約受付：WEB 9/17～、各店 9/22～）]  

「おせち料理」は「家庭で作る時代から、購入する時代へ」というライフスタイルの変化

を受け、食生活の「多様化」に対応したバラエティ豊かなおせちを今年もご用意。 

[建築家・坂倉準三と髙島屋の戦後復興―「輝く都市」をめざして―開催（9/15～）]  

坂倉準三氏が高島屋との仕事を通じて都市デザインの礎をつくったこと、また、多くの人

が集まる百貨店をどのように快適で美しい空間へと創造したかを紹介する展覧会を開催。 

【小田急百貨店】 

[「2022 年小田急のおせち」10 月 2 日（土）から予約承り（10/2～）]  

オンラインショッピング限定で送料無料の早期承り特典あり。注目の料理店、名店コラ

ボ、観光地の名店、少人数向けなど多様な「おせち」を展開。 

[文具好き必見イベント「文具女子博 ＃インクとデコ沼」を初開催（9/23～9/26）]  

日本最大級の文具の祭典「文具女子博」のスピンオフ企画として、インクやペンのほか日

記や手帳をデコレーションできるマスキングテープやスタンプ等を展開する。 

【阪急阪神百貨店】 

 [阪急阪神百貨店のおせち料理 2022（阪急 9/21～、阪神 9/29～）] 

2022 年の「おせち料理」の予約受付を、公式通販サイト「HANKYU E－ STORES

（9/21～）」、「阪神オンラインショッピング（9/29～）」にてスタート 。 

[阪急百貨店 9 階催場・祝祭広場「素晴らしき時代マーケット」（9/22～9/27）] 

「時を経た名品と暮らす」「好きなものに囲まれて暮らす」阪急百貨店祝祭広場にて「素 

晴らしき時代マーケット」を 9 月 22 日より開催。 

【松屋】 

[ラボグロウンダイヤモンドを使用したサステナブルなジュエリーブランド「ENEY」新設] 

松屋は、8 月 27 日、鉱山を採掘せずラボで生み出されるサステナブルな合成石 「ラボグ

ロウン ダイヤモンド」を使用したジュエリーブランド「ENEY（エネイ）」を立ち上げた。 

[GYM CLOUD（ジム・クラウド）、松屋銀座 5 階に初の実店舗オープン（9/8～）] 

トレーニング機器、フィットネス用品、格闘技用品などのリース・レンタルをインターネ

ット上で行う GYM CLOUD「ジム・クラウド」、初の実店舗オープン。 

【三越伊勢丹】 

[三越銀座店 婦人服、紳士服、雑貨フロアリニューアルオープン（9/15～）]  

銀座三越 3 階婦人服がミレニアル世代の“欲しい”が揃うライフスタイルフロアへリニュ

ーアル。6 階紳士服・雑貨ではメンズ、レディスが揃うコンバインショップも登場。 

[国内最大規模の公募展 「第 68 回日本伝統工芸展」日本橋三越本店で開催（9/15～）]  

卓越した精緻の技と美。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の７部門の一般

公募の入選作と重要無形文化財保持者（人間国宝）の最新作約 600 点を一堂に展観。 

各社の直近の重点施策 



[「think good」“サステナビリティ”キャンペーン第二弾「次代へつなぐ」（9/22～）]  

「次代へつなぐ」をテーマに、文化・伝統の継承、産地やつくり手の支援、若い感性や技

術に注目し、より良い日常につながる未来のための“選択”を紹介する。 

【東武百貨店】 

[「東武のおせち」9 月 16 日より承り開始。少人数向けが充実（9/16～）]  

東武百貨店池袋店では、9 月 16 日からおせちの承りを開始。昨年「巣ごもり需要」の高

まりで好調だった少人数向けおせちの品ぞろえを強化して展開する。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[2022 年大丸・松坂屋のおせち（オンライン 9/22～、店頭 10/1～承りスタート）] 

大丸・松坂屋のおせちを、10 月 1 日から店頭にて、大丸松坂屋オンラインショッピング

では 9 月 22 日から受注開始。 

[｢心斎橋のはちみつ｣を使ったオリジナルメニュー・スイーツ（9/15～）] 

今年３月から始まった大丸心斎橋店「心斎橋はちみつプロジェクト」。屋上採れた「心斎

橋のはちみつ」を使い店内のレストランやショップとコラボしたメニュー等が登場。 

[「Think LOCAL」ご当地漫画家とコラボし、各地の人とまちの魅力を全国へ（9/1～）] 

「読んで、買って、応援キャンペーン」－各地の従業員とご当地漫画家がコラボし、「人」

がもつあたたかみや価値提供力を通じて、各地域のさまざまな魅力を届ける。 

[大丸心斎橋店本館「第 62 回 BCS 賞」受賞] 

大丸心斎橋店本館が、一般社団法人日本建設業連合会主催「日建連表彰 2021」にて日本

国内の優れた建築物を表彰する「BCS 賞」を受賞。 

[ドラマティックプロポーズプロジェクト（松坂屋名古屋店 9/1～）] 

宝飾サロンにあるブライダル商品をご購入のお客様を対象に、ドラマティックなプロポー

ズを叶えるための特別な演出を用意するプロジェクトを開始。 

[京都市×大丸京都店 「京都工芸ビジョナリー」（大丸京都店 9/15～）] 

京都の伝統産業の未来を担う若手職人の作品を特集し、その活躍を広く発信するべく、

「京都工芸ビジョナリー」を開催。京都の未来の「匠」の技を紹介する。 

[第 4 回 あいぱく in Daimaru KOBE〜アイスクリーム万博〜（大丸神戸店 9/29～）] 

アイスクリーム万博（あいぱく）は、「日本アイスマニア協会」がプロデュースする国内

最大規模のアイスクリームイベント。大丸神戸店にて 4 回目の開催。 

[美術&アートの世界「ART ART KANMON」開催（大丸下関店 9/29～）] 

香月泰男やバンクシーをはじめ人気現代美術や工芸・洋画・茶道具を展示販売する「ART 

ART KANMON」を開催する。 

[大丸の大黄金展、北海道のうま活 他（大丸札幌店／大黄金展 9/17～、うま活 9/22～）] 

昨年９月開催に続き、2 回目となる「大黄金展」を開催。また、「地域密着」をキーワード

に、「北海道のうま活」を初開催する。 他 

【京王百貨店】 

[新スタンダード「贈れるおせち」を拡大展開。2022 年京王のおせち（WEB 9/1～）]  

京王百貨店では、「2022年京王のおせち」を 9月 1日からインターネットで、10月 1日

から店頭で予約承りをスタート。「贈れるおせち」を拡大して展開する。 



[施策概要] 
 

【髙島屋】 
[2022年新春髙島屋おせち料理（予約受付：WEB 9/17～、各店 9/22～）]  

「おせち料理」は「家庭で作る時代から、購入する時代へ」というライフスタイルの変化を受

け、食生活の「多様化」に対応したバラエティ豊かなおせちを今年もご用意。 

2022年のお正月も外出自粛が求められる一方、自宅で“高級お取り寄せグルメ”としておせ

ち料理を楽しむ傾向が続くと想定されるなか、新たに“ホームエンタテインメントをテーマ”と

したおせち、“サステナブルなおせち”などもご提案。お家で人気レストラン・料亭の味を楽し

める名店とのコラボレートおせち、旅行気分が味わえるおせちを強化する。（リリース） 

[建築家・坂倉準三と髙島屋の戦後復興―「輝く都市」をめざして―開催（9/15～）]  

坂倉準三氏が高島屋との仕事を通じて都市デザインの礎をつくったこと、また、多くの人

が集まる百貨店をどのように快適で美しい空間へと創造したかを紹介する展覧会を開催。 

戦後の高度経済成長と大衆消費社会に向かう中、建築家・坂倉準三氏は、都市への人口

集中、交通の混雑、商業施設の大型化等、複雑化する機能をはじめ、諸条件をどこまでも

合理的に解決することに挑んだ。本展覧会は、２０２１年９月１５日～２０２２年２月１３日まで、

日本橋髙島屋 S.C. 髙島屋史料館 TOKYOにて開催する。（リリース） 
 

【小田急百貨店】 
[「2022年小田急のおせち」10月 2日（土）から予約承り]  

オンラインショッピング限定で送料無料の早期承り特典あり。注目の料理店、名店コラボ、

観光地の名店、少人数向けなど多様な「おせち」を展開。 

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で年末の国内外旅行を控えた方が多く、自宅で

のおせち需要が高まった 2020年の売り上げは、2019年比で約 1割増。本年もこの傾向は

続くものと予想されることから、昨年より商品数を増やして展開し、おせち需要に応える。（リリ

ース） 

[文具好き必見イベント「文具女子博 ＃インクとデコ沼」を初開催（9/23～9/26）]  

日本最大級の文具の祭典「文具女子博」のスピンオフ企画として、インクやペンのほか日

記や手帳をデコレーションできるマスキングテープやスタンプ等を展開する。 

“文具好きが最高に楽しめるイベント！”を合言葉に 2017年 12月にスタートした「文具女子

博」。そのスピンオフ企画として“インクとデコ沼”をテーマに、老舗から注目のメーカーまで

30 社以上が出店し、万年筆・インク・ガラスペンに加え、ＳＮＳで も話題の 「手帳デコ」が楽

しめるマスキングテープ、スタンプ、シールなど幅広いアイテムを展開する。（リリース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[阪急阪神百貨店のおせち料理 2022] 

2022 年の「おせち料理」の予約受付を、公式通販サイト「HANKYU E－ STORES

（9/21～）」、「阪神オンラインショッピング（9/29～）」にてスタート 。 

一人ひとりで食べる「個食おせち」や、帰省できないため美味しいものを贈りたいといったニ

ーズに応える「冷凍おせち」の品揃えを拡充。【阪急のおせち料理】店頭・オンライン共 9 月

21日（火）～スタート、【阪神のおせち】オンライン 9月 29日（水）～・店頭 10月 12日（火）

～スタート（リリース）  

[阪急百貨店 9階催場・祝祭広場「素晴らしき時代マーケット」（9/22～9/27）] 

「時を経た名品と暮らす」「好きなものに囲まれて暮らす」－阪急百貨店祝祭広場にて「素 

晴らしき時代マーケット」を 9月 22日より開催。 



英国や北欧の歴史が息づく家具、レトロモダンな魅力あふれるファッション、コスチュームジ

ュエリーから懐中時計・腕時計まで多彩に揃えた。 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/jidai_market/index.html 

 

【松屋】 
[ラボグロウンダイヤモンドを使用したサステナブルなジュエリーブランド「ENEY」新設] 

松屋は、8月 27日、鉱山を採掘せずラボで生み出されるサステナブルな合成石 「ラボグ

ロウン ダイヤモンド」を使用したジュエリーブランド「ENEY（エネイ）」を立ち上げた。 

ブランド名由来は any + energy = ENEY あらゆるエナジー、多様性を巡らせていくジュエ

リー。ラボグロウン ダイヤモンドを採用し、ダイヤモンドをデイリーに、自分のスタイルを楽し

む全ての人を輝かせる。商品展開は全 6 ライン 95 種類。松屋銀座１階アクセサリー売場、

ECサイト https://eney.jp 、インスタグラム公式アカウント @eney_jewelry  （リリース） 

[GYM CLOUD（ジム・クラウド）、松屋銀座 5 階に初の実店舗オープン（9/8～）] 

トレーニング機器、フィットネス用品、格闘技用品などのリース・レンタルをインターネット上

で行う GYM CLOUD「ジム・クラウド」、初の実店舗オープン。 

マシン 1台から月額でレンタルし、自宅で気軽にトレーニングできるサブスクサービスは コロ

ナ禍で健康志向が高まる一方、気軽にジムに行ったりスポーツを楽しんだりすることができ

ない昨今にぴったりのサービス。店頭には専門スタッフが在中し、機器の使い方の説明や、

目的に応じたマシンの選び方のコンサルティングを行う。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[三越銀座店 婦人服、紳士服、雑貨フロアリニューアルオープン（9/15～）]  

銀座三越 3階婦人服がミレニアル世代の“欲しい”が揃うライフスタイルフロアへリニューア

ル。6階紳士服・雑貨ではメンズ、レディスが揃うコンバインショップも登場。 

銀座三越本館・新館 3 階婦人服フロアが新しい時代に向けてリモデルオープン。次世代を

担うミレニアル世代の感性にフィットするフロアへと進化する。本館 6 階の紳士服・雑貨フロ

アでは、ユニセックスやジェンダーレスというキーワードを受け、男女一緒にお買い物を楽し

めるようリニューアル。婦人服 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000008372.html  

紳士服・雑貨 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001878.000008372.html  （リリース） 

[国内最大規模の公募展 「第 68回日本伝統工芸展」日本橋三越本店で開催（9/15～）]  

卓越した精緻の技と美。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の 7部門の一般

公募の入選作と重要無形文化財保持者（人間国宝）の最新作約 600点を一堂に展観。 

日本の優れた伝統工芸の保護育成を目的に、公益社団法人日本工芸会が毎年開催する

国内最大規模の公募展。陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸の 7 部門の一般

公募作品より厳正な鑑審査を経て選ばれた入選作と重要無形文化財保持者（人間国宝）の

最新作あわせて約 600点を一堂に展観。卓越した精緻の技と美が集結する。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001863.000008372.html （リリース） 

[「think good」“サステナビリティ”キャンペーン第二弾「次代へつなぐ」（9/22～）]  

「次代へつなぐ」をテーマに、文化・伝統の継承、産地やつくり手の支援、若い感性や技

術に注目し、より良い日常につながる未来のための“選択”を紹介する。 

三越伊勢丹は 2021年 4⽉から、彩りある豊かな未来へ向けて「想像力を働かせ、真摯に考

えることからスタートする」という想いを込めた合言葉「think good」のもと、サステナビリティ

活動に取り組んでいる。より良い日常につながる未来のための“選択”を、三越伊勢丹のフィ

ルターを通して、首都圏の 3店舗やオンラインストアで紹介する。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001901.000008372.html （リリース） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/jidai_market/index.html
https://eney.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001878.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001863.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001901.000008372.html


 

【東武百貨店】 
[「東武のおせち」9月 16日より承り開始。少人数向けが充実（9/16～）]  

東武百貨店池袋店では、9 月 16 日からおせちの承りを開始。昨年「巣ごもり需要」の高ま

りで好調だった少人数向けおせちの品ぞろえを強化して展開する。 

東武百貨店池袋店では、9月 16日より店頭・インターネットにて、9月 17日より電話にてお

せちの承りを開始した。少人数向けおせちの品ぞろえを充実させ、特に大切な人とゆっくり

お正月を過ごしていただこうと、「2人前」の品揃えを強化した。また昨年人気だった「お 1人

様 1段」の個食おせちも、前年の約 3倍の 30種類展開する。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 

[2022年大丸・松坂屋のおせち（オンライン 9/22～、店頭 10/1～承りスタート）] 

大丸・松坂屋のおせちを、10 月 1 日から店頭にて、大丸松坂屋オンラインショッピングで

は 9月 22日から受注開始。 

外出自粛の傾向で「巣ごもりの年末年始」が予想されることから、定番のおせちに加え、自宅

での団らんをより楽しくするおつまみ風おせちや鍋料理、スイーツなども加え年末年始の「ご

ちそう」を充実。昨年需要が高まった広域配送の商品をさらに強化し、遠くの家族や大切な

ひととおなじおせちを楽しむ、新たなスタイルに対応した。（リリース） https://www.daimaru-

matsuzakaya.jp/osechi/  （松坂屋名古屋店、大丸札幌店リリースも添付） 

[｢心斎橋のはちみつ｣を使ったオリジナルメニュー・スイーツ（9/15～）] 

今年３月から始まった大丸心斎橋店「心斎橋はちみつプロジェクト」。屋上で採れた「心斎

橋のはちみつ」を使い店内のレストランやショップとコラボしたメニュー等が登場。 

「心斎橋はちみつプロジェクト」を見える化し、知ってもらうために、大丸心斎橋店の屋上で

採れた「心斎橋のはちみつ」を使ったメニューやスイーツを店内のレストランやショップとコラ

ボ。参加ショップ 11ブランド、13 メニューが登場。（リリース） 

[「Think LOCAL」ご当地漫画家とコラボし、各地の人とまちの魅力を全国へ（9/1～）] 

「読んで、買って、応援キャンペーン」－各地の従業員とご当地漫画家がコラボし、「人」が

もつあたたかみや価値提供力を通じて、各地域のさまざまな魅力を届ける。 

サステナビリティ活動の一環として、地域の課題を考え応援する社会貢献活動「Think 

LOCAL」。今回は、地元出身の漫画家がクリエイトした「オリジナルご当地マンガ」。地域の

魅力を知る各地の従業員が主人公となり、ご当地名物や各地のあるあるネタをご紹介。「人」

がもつあたたかみや価値提供力を通じ、各地域のさまざまな魅力を届ける。（リリース） 

https://dmcampaign.jp/thinklocal_cp/ （松坂屋名古屋店リリースも添付） 

[大丸心斎橋店本館「第 62回 BCS賞」受賞] 

大丸心斎橋店本館が、一般社団法人日本建設業連合会主催「日建連表彰 2021」にて日

本国内の優れた建築物を表彰する「BCS賞」を受賞。 

第 62回 BCS賞には大丸心斎橋店本館を含む 15件が選出された。今回の受賞は、「永く

親しまれた心斎橋目抜き通りの百貨店ファサードを３段に切断し滑り支承で支えて保存、新

平面を構成する鉄骨架構に取り付ける難工事を実施。創建時の内装も一部復原し歴史と新

しいプログラムを両立している。」ことが評価された。（リリース） 

[ドラマティックプロポーズプロジェクト（松坂屋名古屋店 9/1～）] 

宝飾サロンにあるブライダル商品をご購入のお客様を対象に、ドラマティックなプロポーズ

を叶えるための特別な演出を用意するプロジェクトを開始。 

プロポーズの演出に悩んでいる方や、コロナ禍で希望通りの結婚式や披露宴を行うことが難

しい方などに向けて、名古屋市内のレストランと協業してプロポーズが想い出に残る記念日

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/
https://dmcampaign.jp/thinklocal_cp/


となるような特別な演出を用意。二人の記憶に残るドラマティックなものとなるような演出をサ

ポートする。（リリース）  

[京都市×大丸京都店 「京都工芸ビジョナリー」（大丸京都店 9/15～）] 

京都の伝統産業の未来を担う若手職人の作品を特集し、その活躍を広く発信するべく、

「京都工芸ビジョナリー」を開催。京都の未来の「匠」の技を紹介する。 

京都市と大丸京都店は、京都の伝統産業の魅力を知っていただくため、様々な販売企画に

取り組んでいる。「京都工芸ビジョナリー」では、京都の伝統産業品の実演・販売を行うが、

今回は、京都の若手の職人たちの作品が登場。昔ながらの伝統工芸品だけでなく、自由な

感性と受け継がれる伝統の技を組み合わせた作品の数々を紹介する。（リリース） 

[第 4回 あいぱく in Daimaru KOBE〜アイスクリーム万博〜（大丸神戸店 9/29～）] 

アイスクリーム万博（あいぱく）は、「日本アイスマニア協会」がプロデュースする国内最大

規模のアイスクリームイベント。大丸神戸店にて 4回目の開催。 

コンセプトは“アイスクリーム好きの楽園！” 日本のアイスクリームの魅力と素晴らしさを発信

するとともに地方の活性化を目的に開催する。全国各地、12,000名以上の会員が所属する

日本アイスマニア協会が厳選したアイスクリームが一堂に集結するアイス好きのためのイベ

ント。アイス評論家・アイスマン福留氏も連日来店する。（リリース） 

[美術&アートの世界「ART ART KANMON」開催（大丸下関店 9/29～）] 

香月泰男やバンクシーをはじめ人気現代美術や工芸・洋画・茶道具を展示販売する

「ART ART KANMON」を開催する。 

おうちで過ごす時間が増え、お気に入りのある空間にこだわる人に美術＆アートが注目され

ている。より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、生誕 110 年の香月泰男の選りすぐりの

作品や、ストリートアーティストのバンクシーの人気作品など約 300 点が登場する「ART 

ART KANMON」を開催する。（リリース） 

[大丸の大黄金展、北海道のうま活 他（大丸札幌店／大黄金展 9/17～、うま活 9/22～）] 

昨年９月開催に続き、2 回目となる「大黄金展」を開催。また、「地域密着」をキーワード

に、「北海道のうま活」を初開催する。 他 

大黄金展では、生誕 50周年記念に製作された「黄金の仮面ライダー」や人間国宝の作品な

どの展示販売をはじめ、インゴット（地金）加工も行う。「北海道のうま活」は、地域のまちや

人々の課題をお客様と考え応援する社会貢献への取り組み「Think LOCAL」の一環として、

様々な応援企画を実施する。（リリース） 

 

【京王百貨店】 

[新スタンダード「贈れるおせち」を拡大展開。2022年京王のおせち（WEB 9/1～）]  

京王百貨店では、「2022 年京王のおせち」を 9 月 1 日からインターネットで、10 月 1 日

から店頭で予約承りをスタート。「贈れるおせち」を拡大して展開する。 

2022 年のおせちは、昨年同様、帰省を控えて自宅で過ごす方が多いとみて、「冷凍おせち」 

「個食おせち」を強化するほか、自宅にいながら全国を旅する気分が味わえる、各地の食材

やご当地グルメを織り交ぜたオリジナルおせちを企画。また、2021 年おせちは早期に完売

する商品が相次いだため、全体準備数量も増やして対応する。（リリース） 

                                       以上 
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2022年新春 髙島屋 おせち料理 
髙島屋オンラインストア  9月17日（金）午前10時から予約販売スタート 

髙島屋各店  9月22日（水）から予約販売スタート 
関東店舗：日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店、立川店、大宮店、柏店、高崎店、 

タカシマヤフードメゾンおおたかの森 にて承り・お渡し 

 

お正月を祝う「おせち料理」は、「家庭で作る時代から、購入する時代へ」

というライフスタイルの変化を受け、食生活の多様化・核家族化が進む中、

髙島屋では「おせち＝家族が集うお正月のコミュニケーションツール」と

して捉え、食生活の「多様化」に対応したバラエティ豊かなおせちを今年

もご用意いたしました。  

 

髙島屋全店の店頭で約 900 種類（関東店舗で約 600種類）、オンライン

ストアで約 1,150 種類（店頭でも販売する約 900 種類＋オンラインス 

トア、通信販売約 250 種類の合計）と業界最多級のおせちをご用意し、

お客様の幅広いニーズにお応えして参ります。 

 

また2022年のお正月も、外出自粛が求められる一方で、ご自宅で 

“高級お取り寄せグルメ”としておせち料理を楽しむ傾向が続くと 

想定されるなか、本年は新たに“ホームエンタテインメントをテーマ”と

したおせち、“サステナブルなおせち”などをご提案するとともに、 

お家で人気レストラン・料亭の味を楽しめる名店とのコラボレートおせちや、海外・国内の旅行気分が味わえる

おせちを強化してまいります。 

 

 髙島屋オンラインストア   

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=

osechi 

■ご予約承り：9 月 17日（金）午前 10 時～12 月 26日(日) 午前 10 時  

■オンラインストア限定 早期ご予約 送料無料キャンペーン：11 月 13 日（土）午前 10 時までのご予約分は、

送料無料（※一部除外品がございます）  

■お届け日：12 月 28日（火）、29日（水）、30日（木）、31 日(金)   

※一部、承り期間、お届け日の異なる商品や、日付指定の承れない商品がございます。 

※商品によりお届け可能地域が異なります。 

※他に、「年明けにお届け」（1 月 2 日から 1 月9 日まで）を承るおせちがございます。 

 

 店 頭  

■ご予約承り：9 月 22 日（水）～12 月 25 日（土）  

■お届け日及び店頭でのお渡し：12 月31日（金）   

■日本橋店・新宿店・横浜店・玉川店・立川店・柏店・大宮店・高崎店・タカシマヤフードメゾンおおたかの森  

の特設会場 各店にて承り・お渡し  

※一部、承り期間、お届け日の異なる商品がございます。  

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=osechi
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=osechi
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=osechi
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=osechi
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【2022年新春 髙島屋 おせち料理の品揃えポイント】  

 巣ごもりな正月もご自宅で、“高級お取り寄せグルメ”として楽しむおせち  

■ お家で人気レストラン・料亭の味を楽しめる、名店とのコラボレートおせち  ※種類・昨年比 約＋15％ 

■ “海外旅行へ行った気分”を味わえるおせち 

■ “国内の人気観光地へ行った気分”を味わえるおせち  

 

 ホームエンタテインメント！をテーマとしたおせち  

■ どらやき手作りキット付き！おせち 干支・寅 虎おせち ※WEB・通販のみで受注 

■ お正月遊びの定番、かるた付き！“日本全国47都道府県を味わえる”おせち ※WEB・通販のみで受注 

■ おうちで簡単に“握り寿司体験”が楽しめるセット ※WEB・通販のみで受注 

■ 好きなものだけ食べたい！ 「肉おせち」「スイーツおせち」※WEB・通販のみで受注 

 

 おいしくSDGs！ サステナブルなおせち  

■ 食材の調達やフードロスの削減などに配慮した、環境配慮型のおせち ※WEB・通販のみで受注 

■ 資源の有効活用と地球環境の保護に配慮した、未来にやさしいおせち 

■ お重の中で使用している「プラスチックカップ」を「紙」へ仕様変更（※）した、環境に配慮したおせち  

※「髙島屋ブランドのおせち」（PB）についてのみ、昨年比較・約20％のプラチック使用量を削減 

 

 取り分け不要のお一人様おせち。離れて暮らす家族へおせちを贈る“ギフト”にも   

■「一人一客おせち」（個食おせち、お一人様用）や、少人数おせちの品揃えを強化  ※種類・昨年比 約＋30％ 

 

 ヘルシートレンド、健康配慮型のおせち  

■ 糖質＆カロリーコントロールおせち 

■ 野菜中心の食事を心がける人にも楽しめるおせち。米澤シェフ考案 「ヴィーガン」おせち 

 

 冷凍おせちの「早届け」  

※「髙島屋オンラインストア」「髙島屋通信販売」での受注のみ（対象は一部商品のみ） 

 

「おせちをオードブルがわりに年末から楽しみたい」「忙しい年の瀬は早め

におせちを受け取りたい」など、おせち料理を年末にご配送で注文される方

がますます増加しているのを受け、「髙島屋オンラインストア」及び「髙島屋

通販」では、昨年から「冷凍おせち」の「早届け」（12 月 28日、29 日のお

届け指定）を承っております。 

 

※「冷凍おせち」の「早届け」については、一部商品のみ（約 90 種類）が

対象。 

※送料無料クーポンプレゼントは、「髙島屋オンラインストア」限定のキャン

ペーンです。 
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髙島屋限定販売 

 

堀内さやか氏 秋元さくら氏 五十嵐美幸氏 

【おせち料理の一例】   

 巣ごもりな正月もご自宅で、“高級お取り寄せグルメ”として楽しむおせち  

～お家で贅を尽くした高級グルメを味わう「人気レストラン」「名店コラボレーションおせち」～ 

■「夢の饗宴おせち」和・洋・中 四段重  108,000円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料理界のスペシャリスト4人が挑む、豪華饗宴おせち。 

東京・銀座に店を構える日本料理「銀座 和久多」、五感で楽しむ素材にこだわった横浜の本格フレンチ 

「レ・サンス」、地産地消の極み、山形のイタリアン「アル・ケッチァーノ」、東京・六本木の「中國名菜 孫」

による、豪華絢爛のスペシャル四段重をご家庭でお楽しみいただけます。（※3～4人前） 

 

■ 女性シェフ三人の和・洋・中おせち 三段重 29,160円（税込） 

「御料理ほりうち」の堀内さやかシェフ、「morceau」（モルソー）の秋元さくらシェフ、「中国料理 美虎」の五

十嵐美幸シェフ。東京を拠点に活動する三人の女性シェフが織りなす繊細で華麗な食の饗宴を三段重で表現しま

した。（※4人前） 

「御料理ほりうち」      「morceau」（モルソー）      「中国料理 美虎」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

～“海外旅行の気分”が味わえるおせち！～ 

■「フランス パリ ブノワ」フレンチおせち6段 73,440円（税込） 

老舗ビストロの洗練の美食をバリエーション豊かに、パリのエスプリを効か

せた“新感覚”のおせち。フレンチの巨匠 アラン・デュカスによる、 

100年以上の歴史を持つパリの老舗ビストロ「ブノワ」。フランスの美食文化

を表現したおせちは、オードブルからデザートまで、お祝いのテーブルを 

モダンで華やかに演出します。（※4人前）  

  

   

 

   

  

 

左：渡辺健善氏 

「レ・サンス」 

右：孫 成順氏 

「中國名菜 孫」 

左：亀山昌和氏 

「銀座 和久多」 

右：奥田政行氏 

「アル・ケッチァーノ」 
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「祇園さゝ木」    「イル・ギオットーネ」  「にしぶち飯店」 

■ スペイン風おせち スペイン料理 虎ノ門 エルトラゴン 洋二段重 24,840円（税込） 

本場バレンシアの味をベースに、スペイン風オムレツ、ボケロネス 

（いわしの酢漬け）、ビキージョピーマンの鱈パテ詰めロメスコソース 

など、オリジナリティあふれるスペイン料理を華かなおせち料理にしま 

した。 

 

 

 

■ ドイツ風おせち ダルマイヤー 洋二段重 27,000円（税込） 

かつてバイエルン王国の中心として文化が花開いた、ドイツ・ミュンヘン

の老舗美食ブランド「ダルマイヤー」。ドイツより直輸入のビール、ホワ

イトアスパラ、ザワークラウトなどを使用し、ドイツ風の料理に仕上げた

おせち料理です。 

 

 

～“国内の人気観光地へ行った気分” 人気観光地・北海道を味わえるおせち～ 

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ  和・洋・中 二段重 113,400円（税込） 

2008年開催の洞爺湖サミットでメイン会場となり、世界の賓客をもてなしたホテルの特製二段重。北海道食材を

中心に、飯島豪総料理長と和・洋・中のそれぞれの料理長が腕を振るった贅沢な味わいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～“国内の人気観光地へ行った気分” 人気観光地・京都祇園を味わえるおせち～ 

■ 京都祇園三巨匠のおせち 和・洋・中 三段重 54,000円（税込） 

祇園で最も注目される、三人のシェフによる夢のコラボレーション。和の重は「祇園さゝ木」の佐々木浩氏、 

洋の重は「イル・ギオットーネ」の笹島保弘氏、中華の重は「にしぶち飯店」の西淵健太郎氏。京都に伝わるお

もてなしの心をご堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 仙台藩 伊達政宗公お好み 鍾景閣おせち 和三段重 54,000円（税込） 

戦国武将一の美食家・伊達政宗公が好んだとされる料理（※）や、 

伊達家が大切にしたお正月料理を現代風にアレンジ。 

十五代当主・伊達邦宗伯爵の邸宅において百十余年の格式ある 

建物で箪笥料理を提供する名店として「鍾景閣」が、 

おせち料理に仕上げました。 

（東日本大震災復興 髙島屋・宮城県藤崎 共同企画） 

（※）歴史考察には諸説あります 
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髙島屋限定販売 

髙島屋限定販売 

 おせち＋αで楽しむ、ファミリーで一緒に楽しむ、ホームエンタテインメント！おせち  

 

～ どらやき手作りキット付き！おせち 干支・トラおせち～   

■ 2022年干支 寅 虎 おせち 27,000円（税込） 

22年の干支である「寅」にちなんだおせち。1段目の上にのっている錦糸卵に、付属の可食シールを貼ると、 

可愛い虎が現れたお重に“変身”します。2段目には、タイガーマロンや、とらふくの煮こごり、とら巻（伊達

巻）など、トラにちなんだメニューが豊富に。3段目には、“トラ焼き”手作りキットをセット。どら焼の皮に、

3種類のお好きなあんクリームを挟んでお召しあがりいただけます。別添えで、とらふく刺もセットになってい

ます。※どら焼きキットには、4組分の皮（虎柄）がセット。 

あんクリームは3種類（プレーン、いちご、ずんだ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お正月遊びの定番、かるた付き！“日本全国47都道府県を味わえる”おせち～  

■ 47都道府県おせち（かるた付き） 29,160円（税込） 

今後の景気動向の不透明感や巣ごもりムードなどが続く 

中でも、新春はご家族で楽しみながら、お家で 

“明るい気持ちや気分のあがる”おせち料理を 

召しあがっていただきたいという思いをこめて、 

47都道府県にちなんだおせち料理をご用意しました。 

また、かるたは、各都道府県庁の所在地や人口、面積、

名産品等について、お子さまにも分かりやすく伝わる

よう、“知育かるた”としてお楽しみいただけます。 

 

 

 

～おうちで簡単に、握り寿司が楽しめるセット～ 

■ 築地ホクエイ おうちで特上握り寿司セット 8,424円（税込） 

 

ご家庭で簡単に握り寿司が楽しめる、握り寿司の 

ネタとシャリ玉のセット。 

本まぐろの大トロ、中トロ、赤身、いか、ほたて、 

サーモンの6種を寿司用にスライスしたネタと 

厚焼き玉子が、酢飯のシャリ玉とセットになって 

います。（※3～4人前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB・通販のみで受注 

 

WEB・通販のみで受注 

WEB・通販のみで受注 
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髙島屋限定販売 

 

～お重の中はお肉だけ！“お肉づくし”のおせち～ 

■ 肉のいとう「仙台牛の肉おせち」一段重 13,068円（税込） 

お重の中身はお肉がいっぱい！ 

“肉ソムリエ”とも呼ばれる、食肉技術専門士の資格

を保有する「肉のいとう」の店主が手がける、 

肉づくしのおせち。 

適度にサシが入ったランプのステーキや、一つ一つ 

丹念に味付けをしたローストビーフなど、4種類の 

お肉が入ったおせち料理です。 

 

 

～お重の中はスイーツだけ！ “スイーツだけ”おせち～ 

■ Patisserie Yuji「京のスイーツおせち 二段重」10,800円（税込）  

お重の中身はスイーツだけ！年始の食卓を楽しく華やかな雰囲気で 

演出する、色彩豊かなスイーツを詰合せ、デザートとしても楽しめ 

るPatisserie Yujiの「スイーツおせち」が新登場。 

碾茶の茶葉と抹茶を練りこんだテリーヌ、和栗のモンブラン、 

玉露茎ほうじ茶フィナンシェ、竹炭抹茶マカロンなど、Yujiが得意 

とするお茶スイーツをメインに、バランスよく様々なスイーツを 

詰め合わせました。  

 

 

 

～お重の中はスイーツだけ！ “スイーツだけ”おせち～ 

■ パティスリー モンシェール＆SA3ND「コラボレート スウィーツおせち 二段重」9,504円（税込） 

お重の中身はスイーツだけ！年始の食卓を楽しく華やかな雰囲気で 

演出する、3種類の堂島ロールケーキをメインにした、色彩豊かに 

スイーツを詰合せ。堂島ロールで有名な、「パティスリーモンシュール」 

が手がけるスウィーツに、「SA3ND（サミンド）」のマカロン、 

バターサンド、ショートケーキなど、10種類のスイーツを詰合せました。 

 

 

 

～お子さま用のおせちも！憧れのヒーローとともに、新しい年の幕開けをお祝い！～ 

■ 髙島屋 家族三世代おせち 和・洋中・おこさま 三段重  29,160 円（税込） 

放送開始から50年を迎えた仮面ライダーと髙島屋がコラボレート。懐かしい“昭和ライダー”から、記憶に新

しい“令和ライダー”をイメージしたおせちです。親子三世代でお楽しみいただけるよう、和・洋・中をはじめ、

仮面ライダーをプリントした蒲鉾や、ハンバーグ、鶏の照焼、ティラミスなど、お子さまが喜ぶお料理を三の重

に詰合せました。（髙島屋・東映共同企画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©東映・東映ビデオ・石森プロ ©石森プロ・東映 

 

WEB・通販のみで受注 

WEB・通販のみで受注 

 

 

WEB・通販のみで受注 
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髙島屋限定販売 

髙島屋限定販売 

髙島屋限定販売 

 

 

 おいしくSDGs！ サステナブルなおせち  

「髙島屋ブランドのおせち」の一部は、お重箱の中に使用している「プラスチックカップ」を「紙」へ仕様変更

しております。※約20％のプラチック使用量を削減／21年新春の「髙島屋ブランドのおせち」比較 

 

～資源の有効活用と保護に配慮した、環境にやさしいおせち～ 

■ 髙島屋 未来にやさしいおせち 和二段重 23,760円（税込） 

伊予柑ジュースを作る際に残る皮から抽出したオイルを混ぜたエサで育て

た真鯛の「鯛西京焼」。未来の担い手を育成する神奈川県立相原高校の生徒

が育てた鶏卵「相こっこ卵」を使用した「伊達巻」。フードロス削減のため、

商業施設の余剰食品を使った飼料を有効活用して肥育した豚を使用した

「焼き豚」。陸上養殖のアワビを使用した「アワビの煮貝」。 

MSC認証取得（※）の漁業でとれた養殖ホタテを使用した「ホタテの甘煮」。

資源保護の観点から鮭の孵化放流に取り組むいくらを使用した「味付いく

ら」など、資源の有効活用と保護に配慮しながらも、品質にこだわり抜い

た新春の味わいです。 

（※）MSC認証とは…水産資源や海洋環境に配慮し適切に管理された、持続可能な漁業に対する認証制度。 

 

～食材の調達やフードロス削減など配慮した、環境にやさしいおせち～ 

■ 地球にやさしいおせち 一段 16,200円（税込） 

ソーセージやハンバーグには、山の生態系を守るため処分された動物の 

ジビエ肉を使用。筑前煮には、フードロス削減のため、規格外の野菜を使用。 

シーフードメニューは持続可能な漁業の推進をテーマに、過剰漁業にならない 

一本釣りのカツオや、養殖から加工まで一貫生産でMEL認証（マリンエコ 

ラベル認証）（※）を受けた企業のホタテなど、持続可能性に配慮した食材を 

詰め合わせました。 

（※）MEL認証（マリンエコラベル認証）： 豊かな海を守る日本の水産業と魚食文の発展 

に寄与することを目的に、水産資源や生態系などの環境にやさしい方法で行われている漁業や 

養殖業を認証する仕組みのこと。認証された製品等は、水産エコラベルというロゴマークを表示できます。 

 

 

 取分け不要のお一人様おせち。離れて暮らす家族へ贈る“ギフト”にも  

「食べきれる量で」「小家族用に」「お客様用には一人一人のおせち」というニーズが年々増加し、近年人気なの

が、こぶりなサイズの「一人一客おせち」（個食おせち、お一人様用おせち）や「少人数おせち」です。 

今年も、帰省ができない、大人数で集まれないなどの理由から「離れて暮らす家族へおせちを贈る」需要にもお

応えしてギフトニーズとしても対応できる「一人一客おせち」の品揃えを強化しました。※種類・昨年比＋30％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・写真左）髙島屋 おもてなしおせち 和・洋 二客 21,600円 

・写真右）髙島屋 おもてなしおせち 和 二客 12,960円 

 

お一人様用お重を二客組でお届けいたします。幅広い世代にお楽しみいただける内容に仕あげています。 

 

 

 

WEB・通販のみで受注 
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 ヘルシートレンド、健康配慮型のおせち  

 

～野菜中心の生活を心がける人も楽しめる、「ヴィーガン」おせち～ 

■ The Burn（ザ バーン）「米澤シェフ考案 ヴィーガンおせち一段」21,600円（税込） 

 

 

『Vegan Recipes（ヴィーガン・レシピ）』の著者であり、「The Burn」 

のシェフ・米澤文雄氏が考案した、心もお腹も満たされるヴィーガンお

せち。華やかで驚きのある、新しい味わいが新春の食卓を彩ります。 

 

 

 

 

 

～糖質＆カロリーコントロールおせち～ 

■ 北新地 etsu 「糖質＆カロリーコントロールおせち 」16,200円（税込） 

 

管理栄養士と北新地の料理人が監修し、ヘルシーにおいしく作り

あげた二段洋風おせち。「カロリー約40％減、糖質約37％減」（※）

を実現。ヘルシーながら、深みのある味わいを、幅広い世代の方

にお楽しみいただけます。  

（※）株式会社ガイア同社比較（一般的なおせちの調理方法、 

味付けで作った場合との数値比較） 

 

 

以上 

 

 



2021年 8月 

髙島屋創業１９０周年 

建築家・坂倉準三と髙島屋の戦後復興 

－「輝く都市」をめざして― 
 

■会期 ２０２１年９月１５日（水）～２０２２年２月１３日（日） １１時～１９時 

       休館日：月・火曜日・年末年始<１２月２７日（月）～２０２２年１月４日（火）> 

■会場 日本橋髙島屋 S.C. 本館４階 髙島屋史料館 TOKYO  ■入館無料 

■監修者 松隈洋（建築史家・京都工芸繊維大学教授） 

        ※２０２１年１２月に松隈氏による講演会の開催を予定しております。詳細は当館 HPをご覧ください。 

 

日本の高度経済成長期に呼応し、神奈川県立近代美術館、新宿駅西口広場など数々の建築物を手掛

けた坂倉準三（１９０１-１９６９）だが、髙島屋の戦後復興と関わりがあったことはあまり知られていない。１９２９年

に渡仏した坂倉は、モダニズム建築史上最も重要な建築家の一人であるル・コルビュジエに学び、１９３７年

に開催されたパリ万国博覧会で「日本館」を設計。そして「日本館」に出品していた髙島屋と出会い、１９４８年

には「髙島屋和歌山支店」、１９５０年には「髙島屋大阪難波新館改増築（ニューブロードフロア）」の仕事で大

成功をおさめ、１９５７年の「南海会館」の設計へとつながっていく。髙島屋での仕事を通じて、戦後の高度経

済成長と大衆消費社会に向かう中、坂倉は都市への人口集中、交通の混雑、商業施設の大型化等、複雑

化する機能をはじめ、諸条件をどこまでも合理的に解決することに挑んだ。 

本展では、坂倉と髙島屋の仕事が、のちに彼が取り組んだ都市デザインの代表作といわれる渋谷「東急

会館」（１９５４）や「新宿西口広場・地下駐車場」（１９６６）へと接続し、坂倉の都市デザインの礎をつくったこと、

また、坂倉が髙島屋と協働し、多くの人々が集まる百貨店という公共空間をどのように快適で美しい空間へと

創造してきたか紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
坂倉準三とル・コルビュジエ(1955 年)、文化庁国立近現代建築資料館所蔵 



髙島屋和歌山支店 

戦後間もない１９４８年には、坂倉と髙島屋との初

めての仕事として、髙島屋和歌山支店を竣工。まさ

しく戦後の苦難を乗り越えて設計された木造建築

で、延べ 1,300 ㎡ほどの小規模な百貨店ながらも、

バタフライ屋根とその下に広がるスロープ空間が、

都市的な視点から発想されており、調和のとれた近

代的な百貨店空間を印象づけるものになっている。 

 

 

 

髙島屋大阪難波新館改増築（ニューブロードフロア） 

１９５０年には、坂倉が初めて取り組んだ交通空間と商

業施設の複合建築として髙島屋大阪難波新館改増築

（ニューブロードフロア）を竣工。延床面積が１万㎡を超

え、南海難波駅の高架下を髙島屋の売場に改築すると

いう困難な仕事にあったにもかかわらず、坂倉は大変な

熱意をもって、７０日間の突貫工事で実現した。 

 

 

 

 

坂倉と髙島屋の関わりは建築に留まらない。シャルロット・ペリアンとの交流を通

して、１９４１年には日本橋髙島屋で「ペリアン女史日本創作展覧会 ２６０１年住宅

内部装備への一示唆 選擇・伝統・創造」展を、１９５５年には「巴里１９５５年―芸術

の綜合への提案―コルビュジエ、レジェ、ペリアン３人展」が開催されるに至った。 

 

建築から都市デザインへ 

大阪の「髙島屋大阪難波新館改増築」（１９５０）を手始め

に、その継続である「南海会館」（１９５７）、そして東京の「東

急会館」（１９５４）、「新宿西口広場・地下駐車場」（１９６６）へ

と発展していく。 

 いずれにおいても坂倉は、多くの人が日々利用する公共

空間である駅とその周辺を、人間にとって快適なものをめ

ざしてデザインした。 

 

 

髙島屋和歌山支店断面図（1/５０）、文化庁国立近現代建築資料館所蔵 

髙島屋大阪難波新館改増築（1950 年） 

新宿西口広場（1966 年）文化庁国立近現代建築資料館所蔵 

「ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン３人展」図録（1955 年） 



 
報道関係資料 

２０２１年９月１５日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

小田急百貨店では、10月 2日（土）から「おせち料理」の承りを開始します。 

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、年末の国内外旅行を控えた方が多かった

ことから、ご自宅でのおせち需要が高まり、2020年の売り上げは、2019年比で約 1割増と

なりました。本年もこの傾向は続くものと予想され、昨年よりも商品数を増やし、230点を

展開し、おせち需要に応えます。 

 

以下に、本年のおすすめポイントと注目商品を紹介します。 

 

＜小田急のおせち おすすめポイント！＞ 

・注目されている名店のおせちが登場！ 

・旅行気分に浸れる、現地の名店のおせちを取り揃え！ 

・三世代消費の本格化をふまえ、名店のコラボで和洋中のおせちをまとめて！ 

・おせちと一緒に、年越・迎春用の料理も注文したいニーズに応え拡充！ 

・少人数用、広域配送可能な冷凍おせちも！ 

・送料無料になるインターネット注文がお得！ ※１１月３０日までの早期承り特典 

 

小田急がおすすめする注目のおせち 

 

今、注目の料理店 

小田急が厳選した、「ミシュランガイド東京」などで紹介された料理店や、今をときめく注

目の名店です。 

●京橋『シェ・イノ』 洋風おせち料理一段 ６４，８００円 

パリの美食家たちが集うグランメゾンを継承した、正統派フランス

料理店として、1984年東京・京橋に開業。新春にふさわしい贅沢な

素材を惜しみなく使い、大胆かつエレガントなおせちに仕立てまし

た。 

 

オンラインショッピング限定で、送料無料の早期承り特典あり！ 

「2022年 小田急のおせち」10月 2日（土）から予約承り
注目の料理店、名店コラボ、観光地の名店、少人数向けなど多様な「おせち」を展開 



 

    

●麻布十番『ラ・コメータ』 洋風おせち料理二段 ２９，７００円 （写真左） 

麻布十番に開業以来３５年、オーナーシェフ鮎田淳治氏の食材へのこだわりは、自ら輸入食

材の輸入商社を経営するほど。南イタリア・ローマ料理を中心に組み立てたイタリアンおせ

ちです。 

 

●『祇園さゝ木』監修 和風おせち料理二段重 ３２，４００円 （写真右） 

古都の風情漂う八坂通りの一角にある、京都で最も注目されている新世代の京料理店。主

人・佐々木浩氏の豊かな発想からうまれる、“打って出る料理”と“引きの美学”を秘めた

おせち料理です。 

 

コラボレーションおせち 

小田急で人気のおせちコンテンツ。名店×名店のコラボレーションはもとより、和洋中が一

緒に味わえる商品もあり好評。 

●＜日本料理 僖成＆日本料理 斗南＆暗闇坂 宮下＞監修 

和風コラボおせち料理三段重 ３２，４００円 

日本料理の姉妹店が技を結集した和の三段重です。３店舗そ

れぞれの魅力が打ち出されたおせちです。 

※『日本料理 僖成』料理長・五十嵐大、 

『日本料理 斗南』総料理長・鎌田雄志、 

 『暗闇坂 宮下』料理長・小野寺峻 

 

●＜中村孝明＆メゾン タテル ヨシノ＆赤坂璃宮＞監修  

和洋中コラボおせち三段重 ３２，４００円 

料理界で活躍する三人によるコラボレーション。それぞれの個性

が響きあう味の競演です。 

※『中村孝明』店主・中村孝明、 

『メゾン タテル ヨシノ』プロデューサー・𠮷野建 

 『赤坂璃宮』オーナーシェフ・譚彦彬 

 



 
●＜日本橋ゆかり＆たいめいけん＞監修 

和洋コラボおせち二段重 ２９，１６０円 

日本橋老舗の三代目同士による和洋コラボレーションのおせち料理です。 

※『日本橋 ゆかり』三代目 野永喜三夫、『たいめいけん』三代目 茂出木浩司 

 

 

 

各地の名店 

旅行に行かずとも各地の名店の料理が楽しめる人気企画です。 

       

 

●鎌倉 「光明寺」監修 精進おせち料理 二段重 ３２，４００円 （写真左） 

精進料理でありながら、味付けは出汁を濃く、素材の味を生かしながら甘めに仕上げていま

す。 

 

●東山五条 『京料理 はり清』 吉祥来福 二段重 ５６，７００円（写真右） 

焼物や扇子の町として古くから知られる清水・五条坂で３６０年余りの歴史を持つ『京料理 

はり清』。うす味を基本に、出汁のきいた味付けが老舗料亭ならではの自慢のおせちです。 

 

●金沢 『浅田屋』 和風おせち料理 二段重 ３９，９６０円 

１８６７年創業。金沢の台所・近江町市場のすぐそばに位置する老舗料亭旅館『浅田屋』。

海・山・里の豊かな自然が織りなす北陸の食材を主軸に、伝統と文化に磨かれた加賀料理を

提供します。 

 



 
少人数用ミニおせち 

昨今注目を集めているミニおせち。取り扱いブランドを強化しました。 

     

 

写真左から 

●『懐石料理 青山』少人数おせち「吉祥」 ２１，６００円 

●『賛否両論』監修 和風おせち料理 一段 １０，８００円 

●新潟『越後魚伊』 ミニおせち料理 一段 １０，８００円 

 

年越・迎春の味 

年末年始の国内外旅行を控えている傾向から、おせち料理と併せて注目を集めている年末

年始向けの商品を強化しました。昨年よりも６商品増やし、更なる需要を促進します。 

    

●『うす家』迎春個食鍋詰合せ ５，８００円（冷凍・送料込） 写真左 

●奈良『平宗』柿の葉ずし６種詰合せ ５，４００円（冷凍・送料込） 写真右 

●『三代目 むら上』鰻寿司詰合せ １０，８００円（冷凍・送料込） 

●『帝国ホテル』シーフードグラタンセット １１，７７２円（冷凍・送料込） 

●『浅草今半』すき焼セット １０，８００円（冷蔵・送料込） 

●下関『春帆楼』とらふくちり鍋セット １２，９６０円（冷蔵・送料込） 

●北海道『佐藤水産』たらばがに＆ずわいがに １０，０００円（冷凍・送料込） 

●神戸『串乃家』串揚げ迎春セット「亀」 １０，８００円（冷凍・送料込） 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

小田急百貨店おせち料理 予約承りについて 

 

●インターネット予約「小田急百貨店オンラインショッピング」 

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

１０月２日（土）１０時～１２月２５日（土）９時まで 

※一部予約不可の商品あり 

※オンラインショッピングでの注文商品は配送のみ 

※１１月３０日（火）までの早期承りで、全品送料無料（一部、送料込みの商品有） 

 

●電話予約 

新宿店：０１２０－４８９－８２６ 

町田店：０１２０－３１１－４１１ 

小田急百貨店ふじさわ：０１２０－１１７－０２９ 

１０月２日（土）～１２月２０日（月） １０時～１７時 

 

●来店予約 

新宿店本館地下２階食料品売場・町田店地下１階食料品売場 

１０月６日（水）～１２月２５日（土） 

小田急百貨店ふじさわ７階ギフトサロン 

１０月２０日（水）～１２月２４日（金） 

 

◇お渡し場所・日時 

新宿店：本館１１階特設会場 １２月３１日（金）１１時～１６時 

町田店：５階特設会場 １２月３１日（金）１１時～１５時 

小田急百貨店ふじさわ：７階特設お渡し場 

 １２月３１日（金）１１時～１５時 

 

◇お届けについて 

お届け地区：東京都（一部を除く）、神奈川県・埼玉県・千葉県の一部 

配送料金：７７０円／１件 

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、Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

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


報道関係資料 

2021 年 9 月 15 日 

株式会社小田急百貨店 

文具好き必見のイベントが新宿小田急で！ 

「文具女子博 #インクとデコ沼」を初開催 
～ 9 月 23 日（木・祝）～26 日（日）催物場にて、30 社以上が出店 ～     

 

 小田急百貨店新宿店本館 11階催物場では、9月 23日（木・祝）～26日（日）の期間、「文
具女子博 #インクとデコ沼」を初開催します。日本最大級の文具の祭典「文具女子博」の
スピンオフ企画として、インクやペンのほか日記や手帳をデコレーションできるマスキン
グテープやスタンプを展開。オリジナルグッズの販売のほか、会場内には文具女子の“デ
コ画像”を紹介するコーナーも設けるなど、文具好き必見のイベントです。 
 
♦「文具女子博」とは 
“文具好きが最高に楽しめるイベント！”を合言葉に 2017 年に 12 月にスタート。大規模
な会場には 5万点以上の商品が集合し、累計で約 18万人もの方が来場している日本最大級
の文具の即売イベント。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜30 社以上が出店！ＳＮＳで話題の「手帳デコ」アイテムが集合＞ 
 “インクとデコ沼”をテーマに、老舗から注目のメーカーまで 30社以上が出店し、万年
筆・インク・ガラスペンに加え、ＳＮＳでも話題の「手帳デコ」が楽しめるマスキングテ
ープ、スタンプ、シールなど幅広いアイテムを展開します。会場で見て、触れて、そして
文具メーカーの方と交流しながらお気に入りの一品を見つけてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲「文具女子博」でしか手に入らないオリジナルグッズも販売 

 



 

▲『ワールドクラフト』EMMA 

ロールボックスシール 各660円 

EMMA が旅した各国のお菓子を

詰め込んだロールボックスシー

ルです。「Belgium」「America」

「Taiwan」「France」の全部で 4

種類。海外の可愛いスイーツのシ

ールがいっぱいです。 

 

▲アクリルキーホルダーコレク

ション（１回）500 円 

誰もが知っている文房具がキー

ホルダーになりました。どれが出

るかは開けてからのお楽しみ。 

 

▲マスキングテープくじ＆ビュ

ッフェ（１回）200 円 

はずれなしのマスキングテープ

くじ。当たりがでた方には豪華な

マスキングテープビュッフェを

お楽しみいただけます。 

 

◎販売商品一例  ※表示価格は全て税込です。 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                      
                           
                                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜お買い上げプレゼントのほか、文具女子の“デコ画像”の紹介も＞ 
会場にて、16,500 円以上お買い上げの方に文具女子博限定デザインのコンパクトミラー

を、22,000 円以上お買い上げの方には、さらに文具女子博限定デザインのマスクケースを
プレゼントします。そのほか、ＳＮＳで募集した文具女子の皆さまからの自慢のインク帳
や手帳のデコ画像を「文具女子のインク LIFE・デコ LIFE」と題し、会場内で紹介します。 

 
 
■出店者一覧 
・IC＆COPIC ・ありさ＆あかめがね ・ウィンザー＆ニュートン ・㈱エクシム ・カミテリア  
・川西硝子 ・クオバディス・ジャパン ・株式会社 呉竹 ・こどものかお ・SAIEN  
・SAKAEテクニカルペーパー株式会社 ・サンビー株式会社 ・シード ・シール堂  
・シヤチハタ株式会社 ・セーラー万年筆株式会社 ・TAG STATIONERY ・台湾女子市×
FRUITFUL ・TWSBI（ツイスビー） ・デザインフィル ミドリ ・デルフォニックス  
・ナガサワ文具センター ・KNOX/PLOTTER ・パピアプラッツ ・paraglass ・bande  
・BGM ・Fonte ・福わけはんこ ・pellepenna（ペレペンナ） ・三田三昭堂 ・有隣堂  
・WORLD CRAFT  ※出店者は変更となる場合がございます。 

▲『paraglass』 

ラムネペン 15,400 円 

paraglass 主催のガラスペンイ

ラストコンペによって生まれた

最優秀作品「ラムネペン」。空洞

部分に閉じ込められた小さなガ

ラス玉がコロコロと転がり涼し

げな音を奏でます。 

▲『デルフォニックス』 

チョコレートロルバーン カシス

825 円 

文具女子博 2020 でご好評いただ

きました、チョコレートロルバー

ンの限定カラーが登場。甘酸っぱ

いカシスとビターなチョコレー

トをイメージしたデザインに仕

上げました。 

▲文具女子博オリジナルインク 

各 2,420 円 

「文具女子の喫茶シリーズ」をテ

ーマに、手帳デコにも使いやすそ

うなカラーを用意しました。

（ #010 懐かしのナポリタン 

#011 ときめきのクリームソーダ 

#012 夜カフェディープブルー） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「文具女子博 #インクとデコ沼」 

期   間：9 月 23 日（木・祝）～26 日（日） 

入 場 料：500 円（発券手数料別） 

※前売入場チケット販売による定員入替制。前売入場チケット完売の場合、当日販売はございません。 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場     

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：http://www.odakyu-dept.co.jp/ 

主 催：文具女子博実行委員会 

 

チケット販売について 

販 売：ローソンチケットにて販売中 https://l-tike.com/event/mevent/?mid=603238  

入 場 料：500 円（発券手数料別） 

入場について： 

第 1 部 10:30～12:15（最終入場 11:45） 

第 2 部 13:00～14:45（最終入場 14:15） 

第 3 部 15:15～17:00（最終入場 16:30） 

第 4 部 17:30～19:15（最終入場 18:45） 

※日時指定制  

※再入場不可 

※最終日のみ１～3 部まで 

 

チケットの購入方法や詳しい情報は「文具女子博公式サイト」をご覧ください。 

「文具女子博公式サイト」：https://bungujoshi.com/  

 

 
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 

http://www.odakyu-dept.co.jp/
https://l-tike.com/event/mevent/?mid=603238
https://bungujoshi.com/


 

 

２０２１年９月１６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 

 

「阪急阪神百貨店のおせち料理 2022」 

阪急 9 月 21 日(火)午前 10 時、阪神 9 月 29 日(水)午前 10 時 

オンラインでスタート 
 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は、2022 年の「おせち料理」の予約受付を開始します。阪急

百貨店の公式通販サイト「HANKYU E-STORES」では 9 月 21 日（火）、阪神百貨店の公式通販サイト

「阪神オンラインショッピング」では 9 月 29 日（水）にスタートします。 

今年の特徴として、昨年に続き新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一人ひとりで食べる「個食

おせち」を強化しました。また、帰省できないので美味しいものを贈りたいといったニーズや、冷凍技術の

進歩によるお客様の冷凍商材への認識の変化から、昨年好評だった全国配送可能な「冷凍おせち」の品揃え

を拡充しました。その他、料理人にスポットをあてた和風おせち「京都の割烹おせち」や洋風おせち「人

気シェフのおせち」、神戸学院大学と共同で作った阪神百貨店限定「神戸学院大学コラボ旬華笑
しゅんかしゅう

燈
とう

」な

ど、幅広い世代に向けた多彩な商品をご用意しています。 

 

●予約承り期間 

阪急のおせち料理 

インターネット：「HANKYU E-STORES」https://web.hh-online.jp/ 

9 月 21 日（火）午前 10 時～12 月 19 日（日） 

※）一部の商品と配送地域で、受付期間が異なります。 

店     頭：阪急うめだ本店､千里阪急､川西阪急､宝塚阪急､西宮阪急､神戸阪急､高槻阪急 

9 月 21 日（火）～12 月 22 日（水） 

※）都筑阪急は 10月 26日（火）～12月 22日（水） 

大井食品館は 10月 27日（水）～12月 22日（水） 

博多阪急は 10月 1日（金）～12月 21日（火） 

阪神のおせち 

インターネット：「阪神オンラインショッピング」https://web.hh-online.jp/hanshin/ 

9 月 29 日（水）午前 10 時～12 月 19 日（日） 

店     頭：阪神梅田本店 10 月 12 日（火）～12 月 22 日（水） 

あまがさき阪神、阪神・にしのみや 9 月 29 日（水）～12 月 22 日（水） 

        阪神・御影 11 月 10 日（水）～12 月 14 日（火） 

 

●お渡し方法 

店頭お渡しは 12 月 31 日（金）、午前 10 時～午後 3 時。 

お届けの場合､1カ所ごとに配送料をいただきます｡（店頭予約：税込み660円､ネット予約：税込み330円） 

商品により受け取りいただける店舗、配送地域が異なります。 

  

＜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 

 

 

 

https://web.hh-online.jp/
https://web.hh-online.jp/hanshin/


 

 

美味しさを追求した、驚きの冷凍食品ブランド＜Z's 
MENU＞がお届けする、渾身のおせち料理。海鮮中
心にバラエティ豊かに盛り付けた和のお重と、ワインに
合うお料理を詰め合わせた洋のお重のセットです。 

＜ご参考＞ 

「阪急のおせち料理」（全 422 種類）の商品一例 

 

 一段＝1人前で取り分け不要の個食おせち「銘銘おせち」                                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 いいものを少しずつ、贅沢に美味を集めた「吉盛りおせち」                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 伝統の味で新年を迎える「料亭・名店のおせち」                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 おいしさをそのまま冷凍しました。全国配送可能な「冷凍おせち」                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都・京料理「たん熊北店」和風おせち（2 人前） 

税込み 1 万 9440 円＜販売予定数 280＞ 

一段のお重に、1人前のお料理を彩り豊かに詰め合わせました。

おひとり分ずつ取り分けなくて良いのがうれしい銘銘おせちは、ご

家族やご友人と、一段ずつ、それぞれがご自分のペースで味わえ

るおせちです。老舗料亭や有名ホテルなど、今年はさらに種類豊富

に全２６種類ご用意しました。 

阪急百貨店限定 「宝梅」和風おせち(1 人前 2 客セット) 

税込み 1 万 2960 円＜販売予定数 135＞ 

安土桃山時代から続く老舗料亭や、文人たちに愛された京料

理の名店など、伝統を受け継いできたお店のおせちです。地元

の素材にこだわったお料理や、和・洋の組み合わせなど、９４種

類ご用意しました。 

阪急百貨店限定 「秀梅」吉盛りおせち(4 人前) 

  税込み 3 万 2400 円＜販売予定数 158＞ 

すべて国産にこだわった素材、なにわの料理の技が冴える、阪急

オリジナルのおせち・秀
しゅう

梅
ばい

。贅沢な味わいを少しずつ、種類豊富に

贅沢に楽しみたいというお客様の声にお応えして作られました。 
※調味料・香辛料などは、国産以外のものも使用しています 

【ネット予約限定】冷凍 「Z’s MENU（ジーズメニュー）」 

カウントダウン 和洋二段おせち(2～3 人前) 

  税込み 3 万 2001 円＜販売予定数 50＞ 

遠方に住む大切な人に美味しい料理を届けたいというニーズに

お応えし、全国に配送できる冷凍おせちを、昨年 6種類だったの

を今年は 21種類に拡充。ご注文はインターネットから限定です。 
 



 

 

「阪神のおせち」（全 315 種類）の商品一例 

 

 取り分ける必要のない、それぞれが好きなおせちを堪能できる“１人前おせち”                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来年はトラ年！新年のお祝いも、猛虎魂で威勢よく！                                        

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神戸学院大学との共同開発おせち第５弾は、「幸せ」を願った 3つの要素の融合                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい生活様式にあわせ、取り分けを気にすることなくそれ
ぞれが楽しめる“１人前おせち”の阪神百貨店限定商品を今
年も４種類ご用意いたしました。 
 
 
阪神百貨店限定 和風おせち個食 

（1 人前）税込み 9720 円 ＜販売予定数 1000＞ 
 
古来より、不老長寿の象徴とされているあわび煮が、ひときわ
存在感を放ちます。１人前でありながらボリュームたっぷりの
豪華なおせちです。 

 
 

阪神百貨店限定 

阪神タイガース 三段重おせち（ゴールド）  

（3 人前）税込み 3 万 5000 円  

＜販売予定数 50＞ 
 

 
 

阪神百貨店限定 神戸学院大学コラボ 

「旬華笑
しゅんかしゅう

燈
と う

」（3 人前） 

税込み 2 万 4000 円＜販売予定数 250＞ 
 

 
 
 
 

 

それぞれの季節をイメ 

ージした花柄の、華や 

かな重箱に期待感が高 

まります！ 

 
阪神百貨店と神戸学院大学との産学連携取り組み第５弾。

今回は、“四季の旬を感じて、華やかな笑顔で周りの人たちを
明るく照らそう”という思いが込められています。季節の移ろいを
４つのお重で表現し、「日本の四季」を感じる幸せを、発酵食品
や食物繊維が豊富な素材をセレクトし「健康」の幸せを表現しま
した。さらに、海外で幸福を願い食される正月料理をイメージし
た料理も取り入れ、「海外の食文化」を通して旅気分も味わえる
ように工夫を凝らしました。 

 

今年ももちろんご用意しております。恒例の阪神タイガースおせ
ち。来年は寅年ということもあり、金色に輝くラメ入りの阪神タイガ
ースロゴが入ったお重に詰まった豪華料理でゲン担ぎを。他に
も、ペアで楽しめる、一段のお重に１人前のお料理を詰め合わせ
二段にした阪神タイガース個食二段重おせちなど、3種類ご用
意しました。 
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㈱松屋 ラボグロウン ダイヤモンドを使用したサステナブルなジュエリーブランドを新設 

 

 

 

 

 

 

 
      

エネイ 

 

2021.8.27 松屋銀座１階アクセサリー売場 オープン 
 

ECサイト https://eney.jp  インスタグラム公式アカウント @eney_jewelry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

株式会社松屋は、2021年8月27日(金)、鉱山を採掘せずラボで生み出されるサステナブルな合成石 

「ラボグロウン ダイヤモンド」を使用したジュエリーブランド「ENEY（エネイ）」を立ち上げます。   

 

 ブランド名由来 

 any + energy = ENEY 
  あらゆるエナジー、多様性を巡らせていくジュエリー。 

  ラボグロウン ダイヤモンドを採用し、ダイヤモンドをデイリーに、自分のスタイルを楽しむ全ての人を輝かせます。 

 

 商品展開 全6ライン 95種類 

 

https://eney.jp/
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ENEY 1st Collection Series ファーストコレクション 

 

MOON ムーン 

 

ハーフムーンカットのダイヤモンドを使用し、普遍的で神秘的な月の満ち欠けを表現。満月から半月へ、自然の循環を 

体現したシリーズ。大粒のダイヤをハーフムーンにカットする贅沢さをラボグロウンならではの価格で提供。 

 

 全17種類 

  リング 99,000円～148,500円 /  

  ネックレス 121,000円 /  

  ピアス・イヤカフ 17,600円～291,500円 

 

 

 

 

PIXEL ピクセル 

 

小さな球体の連なったボールチェーンを使用したライン。小さな球体は、原子を比喩し、SDGｓや循環する世界への 

志向を表現。 

全16種類 

 リング 11,000円～30,800円 /   

 ピアス 40,700円他 /  

 ネックレス 63,800円～112,200円 /   

 ブレスレット 36,300円 

～MADE IN JAPAN～ ボールチェーン 

     創業70年の富山県の老舗チェーンメーカーのボールチェーンは、細かなボールを丁寧に溶接し、 

    繊細で美しい連なりが特長。 
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BEZEL ベゼル 

 

BEZEL（石枠）の一部にスリットを入れることでダイヤモンドを横から見ることができるデザインに。シンプルのなかにも 

エッジを効かせたミニマルなシリーズ。 

 

            

 

 

 

全18種類  

リング 96,800円～148,500円 / ネックレス 86,900円～ 

137,500円 / ピアス 126,500円～201,300円 

 

SURFACE サーフェス 

 

丸みを帯びた曲面にソリッドなカット面を入れることで、相反関係にある優しい丸みとエッジを共存させたシリーズ。 

重ねてつけることで、表情を自在にクリエイト。 

 

 

 

 

 

全20種類  

リング 31,900円～110,000円 / イヤカフ 17,600円他 

 

 

 

KIHEI キヘイ 

 

ボリュームのある喜平チェーンを用いたシルバーラインは、メレダイヤモンドのセッティングや、キラキラと輝かせる掘削のカッテ

ィング技法を採用し、クラシック且つエレガントな印象に。チェーンの表面をえぐることによって露出する素材の生のテクスチ

ャーも表現。 

                                                全8種類  

ﾋﾟｱｽ･ｲﾔｶﾌ 20,900円～63,800円 / 

ブレスレット 50,600円他 

 

 

～MADE IN JAPAN～ 特殊なカット技術 

1分間で6万回転の高速回転する特殊なダイヤモンドの刃を使用しシルバーを削 

る特殊なカット手法を採用。鏡のようなきれいな面を作り出す。高速回転で危険 

性が高いため、ハンドピースで削る職人は数少ない中、カット歴30年を誇る職人 

が丁寧に仕上げています。 
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ONE/TWO ワン/トゥー 

  

ダイヤモンドがトップに１つセットされたONEと、２つ並んでセットされたTWOのシリーズ。 

0.5ｃｔ以上の大粒を使用したものには全て鑑定書がつきます。 

 

全16種類    

リング 121,000円～352,000円  

 

一部受注生産 

ルースから好きな石を選んでセミオーダーも可能 

 

 

 

～MADE IN JAPAN～ 仕上げ加工 

全ての商品の仕上げ加工は「ジュエリーの

街」御徒町の工房で。高い留めの技術を

持ち、原型の段階から一緒に話し合い、デ

ザインから型に落とし込んでいます。 

 

 

 

 

 

Box 

 

ENEYのジュエリーボックスはリサイクル可能なスチールを使用しています。 

 

                       

                                                                                                                                                    

 

＊価格は全て税込 
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WHAT IS A LAB GROWN DIAMOND? 
天然ダイヤモンドとまったく同じ成分 

ラボグロウン ダイヤモンドと天然ダイヤモンドの原料、光学的特性、物理的特性、化学成分、結晶構造は全く同じ。 

天然ダイヤモンドとは生み出される環境が違うだけで、完全に同じ成分を持っています。 

                 

価格相場は半分程度 ダイヤモンドを日常に 

 ラボグロウン ダイヤモンドの価格相場は、天然ダイヤモンドの半分ほど。人の手によって作られるラボグロウン ダイヤモンド

は安定供給が可能なので、天然と同等の品質を手の届きやすい価格で提供することができます。 

 

Quality 全てが高品質 

 ラボで人工的に製造されるものの、全て同じ形、大きさ、色になるわけではありません。ENEYでは、最高級の 

クラリティ、カラーを厳選し取り扱っています。＊Gカラー以上、VVS-VSランクのクラリティを採用。 

 

Traceablity 追跡可能で安心安全 

 ラボで製造されているラボグロウン ダイヤモンドは、原産地や原材料、流通経路などの追跡が可能。 

 

Sustainablity 人と地球に優しい 

 採掘を必要としないため、自然環境も人間社会も傷つけることはありません。 

 

 

ENEY’S Lab Grown Diamonds 
 

0.5ct以上はすべて鑑定書つき 

 

ラボグロウン ダイヤモンドの品質は、一粒ごとに発行される鑑定書で 

証明します。 

 



報道関係資料                                                       2021 年 9 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

松屋銀座紳士フロアの一角に、フィットネスバイクやマルチプレスなどのトレーニングマシンや、バランスボールやマット

などの雑貨がズラリと揃う、まるでスポーツジムのようなコーナーが 9 月 8 日（水）に登場しました。トレーニング機器、フ

ィットネス用品、格闘技用品などのリース・レンタルをインターネット上で行う「ジム・クラウド」初の実店舗です。 

マシン 1 台から月額でレンタルし、自宅で気軽にトレーニングができるサブスクサービスはコロナ禍で健康志向が高まる

一方、気軽にジムに行ったりスポーツを楽しんだりすることができない昨今にぴったりのサービスです。 

店頭には専門スタッフが在中し、機器の使い方の説明や、目的に応じたマシンの選び方のコンサルティングを行います。

紳士服の需要が減少する中、時流にマッチした新たな分野の導入で、来店動機の創出を狙います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ショップ名      ジム・クラウド  

■概要           トレーニング機器、フィットネス用品のサブスクリプション 初の実店舗 

               ＊松屋銀座紳士売場初のサブスクリプションサービス 

■狙い          ・コロナ禍での健康意識の高まり、家時間の有効活用に自宅で手軽に運動を始めたい 

ニーズの取り込み 

              ・モノを所有したくない志向に対応するサブスクリプションサービス 

              ・ビジネスアイテムメインの紳士売場からの脱却による新規顧客取り込み 

■ターゲット      メインターゲット：40～50 代の男女   

サブターゲット：インターネットだけでなく、実物を見たい若年層 

■場所・面積       松屋銀座５階 約１４坪 

■展示商品        約 60 点 大型アイテム：約 15 点（ランニングマシン、バイク、ホームジム、岩盤浴、サウナ、など）  

小物：約 40 点（ＥＭＳパッド、ダンベル、バランスボール、トレーニングマットなど） 

               ＊定期的に入れ替え 

■レンタル対象商品  約１万 4000 点 メーカー約 100 社 

■レンタル価格     【最低月額】 タイマー、ダンベルなど 24 ヶ月～プラン：40 円 3 ヶ月～プラン：210 円 

【最高月額】 ウェイトマシン 24 ヶ月～プラン：16 万 8,850 円 3 ヶ月～プラン：109 万 7,250 円 

■目標          同区画での前年比収益 半期で 40％増 

 

 

スポーツの秋！ コロナ禍はホームジムで健康に！ 

トレーニング機器、フィットネス用品のサブスクリプション  

 GYM CLOUD （ジム・クラウド） 初の実店舗 オープン 

松屋銀座 5階 紳士 



■トレーニング機器、フィットネス用品からサプリメントまで、1 万点以上から選び放題 

取扱メーカー100 社以上、商品点数 1 万点以上から好きな商品を組み合わせて借りられます。 

全ての商品が送料・返却料無料で、組み立て設置や解体撤去も月額費用に含むことができます。 
 

■店頭の専門スタッフが丁寧にカウンセリング 

使用方法の説明や、プラン作成、見積もりまで、専門スタッフが対応。 

体組成計の用意もあり、測定した数値に基づいたアイテム提案も行います。 
 

■オンラインレッスンや動画コンテンツも。自宅で出張パーソナルの 

受講も可能 

トレーナーによるオンラインレッスンや、ご自宅への出張パーソナルレッスンも 

受けられます。 
 

■契約 

最低 3 ヶ月。継続期間が長くなるほど、月額料金が下がります。 

ロックアップ（契約期間）が過ぎると、翌月から半額で利用可能に。 

（料金プラン一例） 月額 1 万円分の商品を 12 ヶ月～プランで借りた場合 

1 ヶ月～12 ヶ月目：月額 1 万円  13 ヶ月～24 ヶ月：月額 5 千円 …（最大 3 回半額に） 
 

■商品一例 (価格は全て税込、月額) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①フラットジョグ  

60 ヶ月～プラン：2,840 円 36 ヶ月～プラン：3,500 円 12 ヶ月～プラン：7,430 円 3 ヶ月～プラン：29,700 円 

②リカンベントバイク  

60 ヶ月～プラン：1,580 円 36 ヶ月～プラン：1,950 円 12 ヶ月～プラン：4,130 円 3 ヶ月～プラン：16,500 円 

③ＤＸホームジム 100ｋｇ対応       60 ヶ月～プラン：3,070 円 36 ヶ月～プラン：3,800 円 12 ヶ月～プラン：10,320 円 

④パーソナル岩盤浴  

60 ヶ月～プラン：15,730 円 36 ヶ月～プラン：18,370 円 12 ヶ月～プラン：41,250 円 3 ヶ月～プラン：165,000 円 

⑤小物も充実  

ヨガドーム 60 ヶ月～プラン：70 円 12 ヶ月プラン：180 円 ３ヶ月～プラン：700 円 

ほかエクササイズバンド、バランスボールなど 

＊価格は全て税込、月額 

＊価格は最低価格を記載。別途返却送料分が加算されます 

 

 

 

① ② ③ 

④ 

⑤ 



婦⼈服フロアが変わります！ 銀座三越3階が、ミレニアル世代婦⼈服フロアが変わります！ 銀座三越3階が、ミレニアル世代
の“欲しい”が揃うライフスタイルフロアへの“欲しい”が揃うライフスタイルフロアへ

⽇程：9⽉15⽇（⽔）〜/場所：銀座三越 本館・新館3階 婦⼈服⽇程：9⽉15⽇（⽔）〜/場所：銀座三越 本館・新館3階 婦⼈服

この秋、銀座三越 本館・新館3階の婦⼈服フロアが、新しい時代に向けてリモデルオープンします。次世代を担うミレ

ニアル世代の感性にフィットするフロアへと進化します。カジュアルなコスメゾーンを新設し、旬を感じさせるファッシ

ョンブランドや雑貨も拡充。⼥性のライフスタイルの幅広いシーンにあわせてご提案いたします。

 

オープン⽇：9⽉15⽇（⽔）オープン⽇：9⽉15⽇（⽔）

■■ ニューオープンニューオープン
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<コスメキッチン ビューティー> 本館3階<コスメキッチン ビューティー> 本館3階

“Beauty in face”をコンセプトに、スキンケアからメイクアップまで、ナチュラル原料中⼼のコスメにこだわり、美し

さと⾃分らしさの両⽅を表現しています。

洗練されたビューティードレッサーをイメージした店内には、世界中から個性豊かなブランドをラインナップし、スタッ

フがポイントメイクからフルメイクまでのレクチャーも⾏います。

■オープニング限定キットの販売

⼈気コスメブランドの商品が8点⼊った限定キットを販売いたします。※限定数：200点

10⽉下旬オープン予定10⽉下旬オープン予定

■■ ニューオープンニューオープン

<ディアダリア> 本館3階<ディアダリア> 本館3階

成分までこだわった⾃然派ラグジュアリーヴィーガンコスメブランドです。

動物性原料を⼀切使⽤せず、すべての商品に肌を健やかに保つためのダリア花抽出物が使⽤されています。

フルラインアップが揃う単独ショップは全国唯⼀。先⾏販売商品や限定品などを定期的にご紹介し、ワークショップなど

のイベントも開催予定です。

この秋オープンのブランドご紹介この秋オープンのブランドご紹介

■ ニューオープンニューオープン



<ミラオーウェン> 新館3階<ミラオーウェン> 新館3階

TOKYOから世界に発信する“NEXT BASIC”をコンセプトに掲げる、次世代のベーシックブランド〈ミラオーウェン〉

。トレンドに全てを委ねない、⾼感度な都会の⼥性が選ぶ洗練された私服です。

■■拡⼤オープン拡⼤オープン

<ジェラート ピケ> 新館3階<ジェラート ピケ> 新館3階

“⼤⼈のデザート”をコンセプトに、着⼼地へのこだわり、着る⼈それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを“フ

ァッションのスイーツ”として表現した新しいルームウェアコレクションです。

 

<ダンスキン><ザ・ノース・フェイス> 本館3階<ダンスキン><ザ・ノース・フェイス> 本館3階

毎⽇をアクティブに楽しむ⼥性のための、スポーツライフスタイルウェア<ダンスキン>とアウトドアシーンだけでなく

、ファッションアイテムとしても⼈気のブランド<ザ・ノース・フェイス>。

銀座三越では⼥性に向けた新しい提案を⾏います。



※店頭販売、POP UP開催時期など、都合により変更または中⽌となる場合がございます。

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000008372.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  銀座三越担当

電話：03-3535-1938  FAX：03-3535-9711

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001881.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372


〜男性も⼥性もご⼀緒に〜銀座三越 本館6階 紳⼠服・雑貨がリ〜男性も⼥性もご⼀緒に〜銀座三越 本館6階 紳⼠服・雑貨がリ
ニューアル。メンズ、レディスが揃うコンバイショップも登場いたニューアル。メンズ、レディスが揃うコンバイショップも登場いた
します。します。

⽇程：9⽉15⽇（⽔）〜場所：銀座三越 本館6階 紳⼠服・雑貨⽇程：9⽉15⽇（⽔）〜場所：銀座三越 本館6階 紳⼠服・雑貨

 

ユニセックスやジェンダレスというキーワードを受けて、銀座三越の本館6階が男⼥で⼀緒にお買い物を楽しめるように

リニューアルいたします。⼥性も選びやすい時計や雑貨ブランドに加え、2021年4⽉には先⾏して〈アスペジ〉〈ウー

ルリッチ〉〈ディーゼル〉がオープン。この秋、専⾨性に優れたブランドのセレクトショップもオープンし、「ラグジュ

アリー」「シンプル」「ミニマム」の要素を持った、⼤⼈の上質を表現した装いをご提案いたします。

■コンバインショップ ブランド紹介■コンバインショップ ブランド紹介

<ムーレー><ムーレー>
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2006年にイタリア・ヴェローナで創設したラグジュアリーアウターブランド。

全てイタリアで縫製し、ボタンやファスナーにおいても特注品を使⽤するなど、細部にまでこだわり抜くことでデザイン

性と機能性、実⽤性を兼ね備えた⾼品質の製品を⽣み出しています。

◎メンズ・レディス展開⽐率：６０：４０

<ヤコブコーエン><ヤコブコーエン>



<ヤコブコーエン><ヤコブコーエン>

「仕⽴ての良いテーラードデニム」「スラックスの様に丁寧に繊細に仕⽴てられたデニム」の哲学に基き、⾼いレベルの

素材・縫製・品質を守るため付属、ステッチワークや⾹りにもこだわっています。

◎メンズ・レディス展開⽐率：７０：３０

■メンズニューブランド紹介■メンズニューブランド紹介



<インコテックス><インコテックス>

70年以上の歴史を持つインコテックス。ハイクオリティパンツは、世界中のパンツ製造業者の⽬標となっています。

スタイルや時間を選ばない、卓越したパンツとみなされています。



＜ザノーネ＞＜ザノーネ＞

構築的なラインとモダンなフィット感に、最先端の加⼯処理や斬新且つ独⾃性ある素材開発など、ミニマルでありながら

アバンギャルドなニットウエアメーカーとして、認知されています。

※画像は全てイメージです。

※内容は諸般の事情により、変更となる場合もございます。

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001878.000008372.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/rd/p/000001878.000008372.html
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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 銀座三越

電話：03-3535-1938 FAX：03-3535-9711
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株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

卓越した精緻の技と美。国内最⼤規模の公募展 「第68回 ⽇本伝統⼯芸展」9⽉15⽇
（⽔）より⽇本橋三越本店で開催

陶芸、染織、漆芸、⾦⼯、⽊⽵⼯、⼈形、諸⼯芸の７部⾨の⼀般公募の⼊選作と重要無形⽂化財保持者
（⼈間国宝）の最新作 約６００点を⼀堂に展観。

⽇本橋三越本店では、9⽉15⽇（⽔）から9⽉27⽇（⽉）まで、「第68回 ⽇本伝統⼯芸展」を開催いたします。本展は、

⽇本の優れた伝統⼯芸の保護育成を⽬的に、公益社団法⼈ ⽇本⼯芸会が毎年開催する国内最⼤規模の公募展です。陶芸、

染織、漆芸、⾦⼯、⽊⽵⼯、⼈形、諸⼯芸の７部⾨の⼀般公募作品より厳正な鑑審査を経て選ばれた⼊選作と重要無形⽂化

財保持者（⼈間国宝）の最新作をあわせて約600点を⼀堂に展観。卓越した精緻の技と美が集結します。

昭和25年、⽂化財保護法が施⾏され、歴史上、若しくは芸術上特に価値の⾼い⼯芸技術を、国として保護育成する

ことになりました。その趣旨にそって、昭和29年以来、陶芸、染織、漆芸、⾦⼯、⽊⽵⼯、⼈形、諸⼯芸の7部⾨

にわたり、各作家の作品を厳正鑑査し、⼊選作品を展観する「⽇本伝統⼯芸展」が毎年開催されてきました。

今年で第68回を迎える本展では、⽇本に伝わる卓越した⼯芸技術を⼀層磨き上げ、現代の⽣活⽂化にそって創造さ

れた⽇本最⾼峰の⼯芸作品の数々をご紹介いたします。

■⽇本橋三越本店「第68回 ⽇本伝統⼯芸展」WEBサイト 

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/dentoukougei_50 

【⼊賞作品】

 

⽇本⼯芸会総裁賞 染織= ⾵通織⽊綿着物「⻘海」（ふうつうお
りもめんきもの「おうみ」） ⼩林 佐智⼦

2021年9⽉9⽇ 10時00分

URL http://www.imhds.co.jp

業種 商業（卸売業、⼩売業）

本社所在地 東京都新宿区新宿五丁⽬16番10

号

電話番号 03-6205-6001

代表者名 細⾕ 敏幸

上場 東証1部

資本⾦ 501億600万円

設⽴ 2008年04⽉

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

347 フォロワー

RSS

フォロー フォローするとどうなる?

検索

キーワードで検索

関連プレスリリース

ロッテの⼈気チョコブランド
から新商品が登場︕『クラン
キービッグパウチ』と『ア…
株式会社ロッテ

19分前

TECHART TZE-02（ソニーＥ
レンズ → ニコンＺマウント変
換）電⼦マウントアダプタ…
株式会社焦点⼯房

1時間前

Fotodiox EF-CRF-FSN-NDT
（キヤノンEFレンズ → RFマ
ウント変換）可変式ND内蔵…
株式会社焦点⼯房

1時間前

【世界的ヒーローが再び︕】
カスタムウォッチブランド
「UNDONE」からNFCテク…
株式会社UNDONE JAPAN

1時間前

新商品「チロルチョコ〈ヨー
ロピアンシュガーコーン〉」
を全国のセブン－イレブン…
チロルチョコ株式会社

1時間前

プレスリリース ランキング

いま話題 今⽇ 今週 今⽉

マーケティングDXのSaaS
Mineds（マインズ）を提供す

1

ツイート はてな 素材DL

1
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⾼松宮記念賞 ⼈形= ⽊芯桐塑和紙貼「蒼天」（もくしんとうそわしばり「そうて
ん」） ⾼⽥和司

⽂部科学⼤⾂賞 ⽊⽵⼯= ⿊檀嵌荘匣「深⼭の彩」（こくたんがんそうばこ「みや
まのいろどり」） 三浦信⼀

東京都知事賞 ⾦⼯= 蠟型鋳銅花器 （ろうがたちゅうどうかき） 髙橋阿⼦

るマインディアがFacebook…
株式会社マインディア

＜東京卍リベンジャーズ＞
”⽇本リベンジャーズ” 第２
弾︕全国バージョン⼀挙公…
株式会社講談社

2

ドッキングステーション機能
を搭載し、周辺機器をこれ1台
に集約︕ノートPC、スマホ…
エレコム株式会社

3

Raspberry Pi 400 ⽇本語キー
ボード、USキーボードを
2021年9⽉16⽇に販売開始…
株式会社スイッチサイエンス

4

【⾷欲の秋】ご飯がすすむ
「海苔醤油からあげ」新登
場︕
アークランドサービスホールデ
ィングス株式会社

5

⾶躍的に進化した画質、速
さ、使いやすさを兼ね備えた
GoProの新しいHERO10…
GoPro,Inc.

6

⼭梨県「富⼠吉⽥⽔素発電
所」の起⼯式を実施

イーレックス株式会社

7

グッドスマイルレーシングが
⽇本初レーシングカーのボン
ネットデザインのNFTアー…
CryptoGames株式会社

8

『カレー屋ドムドム』銀座に
期間限定出店︕

株式会社ドムドムフードサービ
ス

9

IT・SaaS営業⼈材育成のキャ
リアスクール運営の
ZENFORCE、約7,000万円…
ゼンフォース株式会社

10

Facebookで⼈気のプレスリリース

 タイミー、海外機関投資
家を中⼼に総額53億円の
シリーズD資⾦調達を…
株式会社タイミー

1439

企業とユーザーが融け合
うカスタマーサクセスプ
ラットフォーム…
コミューン株式会社

1316

Sun*、コンテンツプラッ
トフォーム事業を展開す
る「Trys（トライス）…
株式会社Sun Asterisk

1238
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NHK会⻑賞 漆芸= 乾漆箱「新雪」（かんしつはこ「しんせつ」） ⽔⼝ 咲

朝⽇新聞社賞 漆芸= 乾漆銀平⽂はちす箱（かんしつぎんひょうもんはちすばこ）
しんたにひとみ

⽇本⼯芸会会⻑賞 陶芸= 窯変筒花器 （ようへんつつかき） ⽻⽯修⼆

 



⽇本⼯芸会保持者賞 ⽊⽵⼯= 桜拭漆器「望春」（さくらふきうるしうつわ「ぼう
しゅん」） 甲斐幸太郎

 

⽇本⼯芸会奨励賞 陶芸= 耀変流光彩深鉢（ようへんりゅうこうさいふかばち） 林
恭助

⽇本⼯芸会奨励賞 染織= 江⼾⼩紋着尺「川蟬」 （えどこもんきじゃく「かわせ
み」） ⼩宮康義

 



⽇本⼯芸会奨励賞 染織= 久留⽶絣着物「森の光・⾬⾳」（くる
めかすりきもの「もりのひかり・あまおと」） 松枝崇弘

⽇本⼯芸会奨励賞 ⼈形= 陶彫彩⾊「星河」（とうちょうさいしき「せいが」） 中
村信喬

⽇本⼯芸会奨励賞 諸⼯芸= 硝⼦花⼊「五⽉⾬」（がらすはないれ「さみだれ」）
安達征良



⽇本⼯芸会新⼈賞 染織= 琉球紅型着物「朧型・島唐⾟⼦」 （りゅう
きゅうびんがたきもの 「おぼろがた・しまとうがらし」） 知念冬⾺

⽇本⼯芸会新⼈賞 ⾦⼯= 布⽬象嵌花⽂箱（ぬのめぞうがんはなもんばこ） 近藤亮
平

⽇本⼯芸会新⼈賞 ⽊⽵⼯= 楓造彫装箱 （かえでづくりちょうそうばこ） 五⼗嵐
誠

 

【特別展⽰】ーわざを伝えるー⽂化財保存事業報告                         

染織 =「友禅」森⼝邦彦⽒（重要無形⽂化財保持者）                       



メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

関連URL

プレスリリース画像⼀覧

漆芸 ＝「髹漆（きゅうしつ）」⼤⻄ 勲⽒（重要無形⽂化財保持者）

【開催概要】

展覧会名︓第68回 ⽇本伝統⼯芸展 

会期︓2021年9⽉15⽇（⽔）〜9⽉27⽇（⽉）午前10時〜午後7時（最終⽇は午後６時終了） 

会場︓⽇本橋三越本店 本館７階 催物会場 

⼊場料︓無料

主催︓⽂化庁、東京都教育委員会、NHK、朝⽇新聞社、（公社）⽇本⼯芸会 

協賛︓（公財）アサヒグループ芸術⽂化財団、（公財）岡⽥茂吉美術⽂化財団、（公財）五島美術館、パナソニッ

ク株式会社、（公財）ポーラ伝統⽂化振興財団

協⼒︓あずさ監査法⼈、Eまちグループ株式会社、株式会社オープンドア、株式会社銀座もとじ、マツダ株式会社 

特別協⼒︓株式会社三越伊勢丹ホールディングス

※三越伊勢丹グループは、サステナビリティ活動の⼀環として⽇本伝統⼯芸展を開催し、芸術振興に取り組んでい

ます。

■本展は、⽇本橋三越本店を⽪切りに全国各地に巡回します。

〈三越伊勢丹グループ〉

名古屋 9⽉29⽇（⽔）〜10⽉4⽇（⽉）名古屋栄三越 

仙台 1⽉20⽇（⽊）〜1⽉25⽇（⽕）仙台三越 

福岡 2⽉2⽇（⽔）〜 2⽉7⽇（⽉）福岡三越 

⽇本⼯芸会ホームページ https://www.nihonkogeikai.or.jp/ 

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中⽌となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡⼤予防の観点から、お客さまのご⼊場を制限させていただく場合があります。

※会場・作品の撮影は、個⼈的かつ⾮営利⽬的に限り、写真撮影可。ただし、動画撮影、撮影禁⽌マークの表⽰が

ある作品の撮影及び  フラッシュ、三脚を使⽤しての写真撮影は禁⽌とさせていただきます。写真の使⽤に関して

主催・協賛・協⼒・特別協⼒の関係者、および作家は⼀切責任を負いかねます。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  卓越した精緻の技と美。国内最⼤規模の公募展 「第68回 ⽇本伝統⼯芸展」9⽉

15⽇（⽔）より⽇本橋三越本店で開催

イベント

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア アート・カルチャー

⽇本伝統⼯芸展 伝統⼯芸 ⽂化芸術の継承 伝統⽂化 ⽇本橋三越本店 三越 美術展 展覧会
美術⼯芸品 アート

https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。
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久留⽶絣を取り⼊れたウエアと、佐
賀県肥前地区で⽣み出される陶磁器
のジュエリー。〈CATHRI/カスリ〉

⾃宅で、トレーナーによる本格的な
レッスンを叶えるミラーデバイス
〈MIRROR FIT.〉伊勢丹新宿店にて

不⼆家×銀座三越 皆に笑顔のスイッ
チを︕「FUJIYA Smile Switch
Festa in GINZA 2021 Autumn」

もっと⾒る株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース

2021年9⽉16⽇ 10時00分 2021年9⽉15⽇ 10時30分 2021年9⽉15⽇ 10時00分
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「think good」 それは、三越伊勢丹が考える“サステナビリ「think good」 それは、三越伊勢丹が考える“サステナビリ
ティ” キャンペーン第⼆弾のテーマは「次代へつなぐ」ティ” キャンペーン第⼆弾のテーマは「次代へつなぐ」

〜技の継承・つくり⼿⽀援・より良い⽇常につながる未来のための選択を〜〜技の継承・つくり⼿⽀援・より良い⽇常につながる未来のための選択を〜

■9⽉22⽇(⽔)〜 10⽉19⽇(⽕) ※9⽉24⽇(⾦)は伊勢丹新宿店全館定休⽇■9⽉22⽇(⽔)〜 10⽉19⽇(⽕) ※9⽉24⽇(⾦)は伊勢丹新宿店全館定休⽇

■伊勢丹新宿店・⽇本橋三越本店・銀座三越■伊勢丹新宿店・⽇本橋三越本店・銀座三越

■三越伊勢丹オンラインストア■三越伊勢丹オンラインストア

 

2021年の4⽉から、三越伊勢丹は、彩りある豊かな未来へ向けて「想像⼒を働かせ、真摯に考えることからスタートす

る」という想いを込めた合⾔葉「think good」のもと、サステナビリティ活動に取り組んでいます。

4⽉のキャンペーンに続き、第⼆弾の今回は「次代へつなぐ」をテーマに、⽂化・伝統の継承、産地やつくり⼿の⽀援、

若い感性や技術に注⽬し、より良い⽇常につながる未来のための“選択”を、三越伊勢丹のフィルターを通して、⾸都圏

の3店舗や三越伊勢丹のオンラインストアで紹介します。

具体的には、⼑剣の世界で⼑匠としての技術を認められた「無鑑査認定」を受けた40代の若き⼑⼯や、知的障がい者の

才能と可能性を世の中に発信する団体のアート活動、お⾁の代替え素材として植物性たんぱく質新素材「オムニミート」

を使⽤した⼩さめサイズの弁当・惣菜、伊勢丹新宿店の関連ビル屋上で養蜂し採蜜したはちみつや、はちみつグルメの初

お披露⽬など、さまざまなつなぐ取り組み約100企画を紹介します。

 

「次代へつなぐ」おすすめ企画「次代へつなぐ」おすすめ企画

■伊勢丹新宿店の関連ビル屋上⽣まれのはちみつ＆はちみつグルメがいよいよ商品化して集合■伊勢丹新宿店の関連ビル屋上⽣まれのはちみつ＆はちみつグルメがいよいよ商品化して集合

 

 

PRESS RELEASE

報道関係各位

2021年09⽉17⽇
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス



MIEL はちみつ（50g）1,080円 300点限り 伊勢丹新宿店限定 本館地下1階 シェフズセレクション

今年3⽉にスタートした、伊勢丹新宿店と新宿区障がい者福祉事業所等ネットワーク「しんじゅQuality」によるプロジェ

クト「都市養蜂」で⽣まれた〈MIEL ISETAN SHINJUKU〉はちみつや、はちみつを使⽤したグルメ18種類が集合。

■9⽉15⽇(⽔)〜28⽇(⽕)

■伊勢丹新宿店本館地下1階 ⾷料品フロア各所

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/honey_shinjuku_f.ht

ml

■知的障がいのある⽅の才能と可能性を世の中に発信する双⼦の兄弟でスタートしたアートの取り組み■知的障がいのある⽅の才能と可能性を世の中に発信する双⼦の兄弟でスタートしたアートの取り組み

松⽥さんご兄弟

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/honey_shinjuku_f.html


⼯藤みどり 「無題(⻘)」

「異彩を、放て。」をブランドミッションとし、知的障がいのある⽅の才能と可能性を世の中に発信する、双⼦の兄弟で

2018年にスタートした＜HERALBONY/ヘラルボニー＞の福祉施設とのアート活動を、⽇本橋三越本店で期間限定紹介し

ます。本館１階のウィンドーにて、ヘラルボニーのアーティストが⼿掛ける作品とプロダクトを展⽰します。

＜ヘラルボニー＞POP UP  ■9⽉22⽇(⽔)〜28⽇(⽕)

■⽇本橋三越本館1階 婦⼈雑貨プロモーションスペース

■ウィンドー第⼀弾：9⽉22⽇(⽔)〜10⽉5⽇(⽕)

■ウィンドー第⼆弾：10⽉6⽇(⽔)〜10⽉19⽇(⽕)

ずっと残し続けていきたい伝統の技と誇りずっと残し続けていきたい伝統の技と誇り

■⼑剣の世界で⼑匠としての技術を認められた40代の若き⼑匠の作品をアートギャラリーに初展⽰■⼑剣の世界で⼑匠としての技術を認められた40代の若き⼑匠の作品をアートギャラリーに初展⽰

 

photo by Ke：NAKAMURA

 

 



撮影 宮⽥昌彦

近年、新たな魅⼒が⾒出されている⼑剣。常に新しい才能が⾨を叩きながらも、⽣き残れるのはわずかという厳しい⼑剣

の世界において、髙⾒國⼀⽒は現在47歳という若さながら「無鑑査認定」を受ける⼑⼯。⼿にするだけで⼼が無になり

、研ぎ澄まされていくという⼑剣をアートギャラリーに初展⽰します。

⽇本⼑特集 ⼑匠：河内國平・髙⾒國⼀ 

■9⽉22⽇(⽔)〜28⽇(⽕)最終⽇午後6時終了■伊勢丹新宿店 本館6階 アー

トギャラリー

■⽊地屋の技術をいかんなく発揮し、⼿作業による繊細な磨き上げで作られる上質な⼿触りの⽊製品■⽊地屋の技術をいかんなく発揮し、⼿作業による繊細な磨き上げで作られる上質な⼿触りの⽊製品

＜KITO＞輪花盆（欅、ガラス塗装）

左：14,300円（⼤/約直径30.3×⾼さ1.9cm）右：7,700円（中/約直径24.2×⾼さ1.9cm）

■⽇本橋三越本店 本館5階 ギャラリー ライフ マイニング

⽯川県輪島市で漆器⽤素地の⽊地屋として創業した＜四⼗沢⽊材⼯芸＞が、「⽊と過ごす⽇常」をコンセプトに誕⽣させ

たプロダクトブランド＜KITO＞。輪花盆はガラス塗装を施すことで、耐久性に優れ、汚れが付きにくい仕様。無塗装に

近い状態なので天然の⽊⽬の美しさもしっかりと感じられます。

 

進化を遂げながら次世代に継承されていく若い感性や技術進化を遂げながら次世代に継承されていく若い感性や技術



■衰退していく有松鳴海絞りの技術を現代に残すべく⼤胆にシフトし、世界に通⽤するブランドへ■衰退していく有松鳴海絞りの技術を現代に残すべく⼤胆にシフトし、世界に通⽤するブランドへ

 

＜スズサン＞ショートケープ89,100円（カシミヤ100%）、ショール36,300円（⽑100％）

■伊勢丹新宿店 本館1階 イセタンリーフ

400年以上伝わる「有松鳴海絞り」を家業に営む「鈴三商店」の5代⽬である村瀬弘⾏⽒が、職⼈が減少し、衰退してい

く有松鳴海絞りの技術を現代に残すためスタート。アルパカやカシミヤなど、これまでは絞りでは使われなかった素材を

⽤い、ファッションから照明、ホームファブリックまでを展開し、現在は世界23カ国以上で販売され⼈気を博していま

す。

※婦⼈アイテム中⼼のご紹介 ■9⽉15⽇(⽔)〜28⽇(⽕)■伊勢丹新宿店 本

館1階 イセタンリーフ

※紳⼠アイテム中⼼のご紹介 ■9⽉22⽇(⽔)〜10⽉5⽇(⽕) ■伊勢丹新宿

店 メンズ館2階 メンズクリエーターズ 

■KORI-SHOW PROJECT× YAMATO/コリショウプロジェクト×やまと AIによって誕⽣した久留⽶絣の柄■KORI-SHOW PROJECT× YAMATO/コリショウプロジェクト×やまと AIによって誕⽣した久留⽶絣の柄

 



伝統の⼿仕事と未来のテクノロジーを掛け合わせて“これからの暮らし”を提案する＜コリショウプロジェクト＞。今回

は“きもの”で＜やまと＞とコラボレーションし、過去に製作された膨⼤な久留⽶絣のパターンをAIに読み込ませた、こ

れまでにない“未知の久留⽶絣”。AIによって誕⽣した柄は地場の職⼈によって織られ、その反物を⽤いて、きものはも

ちろんシャツやワンピースなどをオーダーでお作りいたします。

＜コリショウプロジェクト＞AI×KASURIオーダーシャツ86,350円から

※反物からシャツを製作した場合の価格です。 ※お渡しは約3カ⽉後となり

ます。

■9⽉22⽇(⽔)〜28⽇(⽕) ■伊勢丹新宿店 本館7階 呉服プロモーション

■これまでの有⽥焼とは異なるデザインアプローチ。プロダクトのコンセプトは「パンケーキが⾷べられる有⽥焼」■これまでの有⽥焼とは異なるデザインアプローチ。プロダクトのコンセプトは「パンケーキが⾷べられる有⽥焼」

 

＜イチロクイチロクアリタジャパン＞

上段左上：TY Square Plate （Plain Gray165）1,210円



下段左：TY Square Plate （Plain Gray200）1,760円

下段真中：TY Square Plate （Plain Gray235）2,350円

■伊勢丹新宿店 本館1階 イセタンシード 

400年もの歴史を有しながら、その魅⼒も技術も⾊褪せることのない有⽥焼の物語を現代につなぐブランド。クリエイテ

ィブディテクターの柳原照弘⽒は伝統を踏襲しながらも、これまでの有⽥焼とは異なるデザインアプローチを試み、モダ

ンでいて普遍的、決して華美ではなくても繊細な美しさを備えたプロダクトに仕上がりました。

 

作り⼿の思いを伝えるココロも体も満たしてくれる⾷作り⼿の思いを伝えるココロも体も満たしてくれる⾷

■減プラ容器を使⽤し、お⾁の代替え素材を使⽤した⼩さめサイズの弁当・惣菜■減プラ容器を使⽤し、お⾁の代替え素材を使⽤した⼩さめサイズの弁当・惣菜

⼤⾖ミートは⽣姜を効かせた和⾵そぼろに。⾻とり銀鮭を⽩味噌に漬けた＜味の浜藤＞オリジナルの唐揚げやもろこしボ

ールなど、副菜を合わせたお弁当です。

伊勢丹新宿店限定伊勢丹新宿店限定＜味の浜藤＞⽩味噌⾹る銀鮭唐揚と⼤⾖ミートのそぼろ飯945円（1折）

■伊勢丹新宿店 本館地下1階 旨の膳[販売期間] ９⽉15⽇（⽔）〜28⽇（⽕）

⼦供や⼥性も残さず⾷べやすいようにと⽣まれた⼩さなお弁当シリーズ“コベントウ”。

今回、お⾁の代替え素材として、新素材「オムニミート」をはじめ、植物性タンパク質を使ったメニューが登場。容器は

プラスチックの使⽤を極⼒抑え、より地球に優しくバージョンアップしました。伊勢丹新宿店⾷品フロアにて20の総菜

ショップで展開します。

■⼲物や鮮⿂としては売ることができない、さまざまな旬の⿂を⽸詰化■⼲物や鮮⿂としては売ることができない、さまざまな旬の⿂を⽸詰化



⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定＜⼆幸サーモン＞今朝の浜(⽔煮) 540円（1個）

■⽇本橋三越本店 本館地下1階 ⽣鮮

［販売期間］2021年9⽉15⽇(⽔)〜28⽇(⽕)

島根県浜⽥漁港⽣まれの⽔煮⽸。ラベルに「毎朝かわる旬⿂⽸」とあるように、⼲物や鮮⿂としては売ることができない

さまざまな旬の⿂を⽸詰化することで、⽣産者⽀援にもつなげているアイデア商品です。

イワシやサバなどのお馴染みの⿂から、アラやユメカサゴといったちょっと珍しい⿂まで、これまでに⽸詰化された⿂は

約50種類にのぼるとのこと。今までは産地でしか味わえなかった知られざる⿂たちを、おうちで⼿軽に味わうことがで

きます。

イベントイベント

■■地球をイメージした特別ライティングで銀座の街を照らす地球をイメージした特別ライティングで銀座の街を照らす

銀座の街を明るく照らす、新しい銀座の顔「銀座シャンデリア」。think goodキャンペーンスタートから期間限定で、地

球をイメージしたブルー／ブルーグリーンの特別ライティングで、think goodを発信していきます。

■9⽉22⽇(⽔)〜28⽇(⽕) ■銀座三越 銀座シャンデリア



※点灯時間は、店舗へお問い合わせください。またライトアップは予告なく内容を変更する場合がございます。

■⻑坂真護展

Still A Black Star/We Are Same Planet 〜私たちは繋がっている〜

2019年からアトリエを⽇本橋に構える美術家のMAGO⽒が⽇本橋三越本店で展覧会を開催。世界最⼤級の電⼦機器の墓

場といわれるガーナのスラム街、アグボグブロシーの電⼦ゴミを使ったアート作品を制作、販売いたします。

■10⽉13⽇(⽔)〜24⽇(⽇) 最終⽇午後6時終了

■⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場

 

三越伊勢丹のサステナビリティページがリニューアル三越伊勢丹のサステナビリティページがリニューアル

 

 

三越伊勢丹オンラインストアの「⽇常のお買物を通して知るサステナビリティ」 をテーマにしたページがリニューアル。



⼈気コンテンツの＜⾦曜⽇のサステナブル＞でお馴染み、猫の“⼩梅(コウメ)”ちゃんが、think good広報⼤使として初

登場し、普段の暮らしの中でできること、未来のために選択できることを視聴者と⼀緒に考えていく動画など、新しいコ

ンテンツも充実。

■https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/sustainable_sp.html

■動画：https://youtu.be/r_sWUJYNWzE

 

「think good」と三越伊勢丹の取り組み「think good」と三越伊勢丹の取り組み

 三越伊勢丹は、①商品、②サービス、③コミュニケーションの３つにフォーカスして、 「think good」の取り組みを

⾏います。具体的には、地域産地⽀援・環境保護のためのサステナブルな品揃え、資源循環のための４Ｒの推進、⽂化継

承のための技術・感性の発信を通したサステナビリティ活動に取り組んでいきます。

「think good」は年間を通じた考え⽅ですが、それぞれのテーマごとにキャンペーンを開催いたします。

 

■「think good」のステイトメントは、以下のURLからご覧いただけます。■「think good」のステイトメントは、以下のURLからご覧いただけます。

https://imhds.disclosure.site/ja/themes/116#1212 

■ 「think good」のオンラインストア、各店舗の取り組みは、以下のURL■ 「think good」のオンラインストア、各店舗の取り組みは、以下のURL

からご覧いただけます。  からご覧いただけます。    ・三越伊勢丹オンラインストア

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/st_thinkgood_sp.htm

l

 

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001901.000008372.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 広報PR担当 

TEL.03-3225-2474 FAX.03-3225-3681

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/sustainable_sp.html
https://youtu.be/r_sWUJYNWzE
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/116#1212
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/st_thinkgood_sp.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001901.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372


おせち情報  
株式会社 東武百貨店 

 

2021年 8月 30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、2021年 9月 16日（木）からおせちの承りを開始します。昨年は「巣ごも

り需要」の高まりから少人数向けおせちの品揃えを強化し、2019 年対比で約 120％、オンラインショッピングでは約

160％と非常に好調な売上でした。今年は同様の傾向がより強まると予想されることから、少人数向けおせちの品ぞろえを

前年の約 1.5 倍となる 83 種類ご用意します。特に大切な人とゆっくりお正月を過ごしていただこうと、「2 人前」の品揃え

を強化しています。また昨年人気だった取り分ける必要のない「お 1 人様 1 段」の個食おせちも、前年の約 3倍の 30 種

類展開します。家族でそれぞれがお好みのおせちを選び、召し上がっていただくという楽しみ方も可能です。 
 

■大切な人と新年を迎える「2人前おせち」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京料理 美濃吉】 一段 \32,400 

京料理文化を継承する老舗自慢の味を堪能。 

約 1～2人前 重箱：木製 

21.9×21.9×高さ 5.7cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人形町今半】 匠おせち一段 ¥27,000 

牛肉料理専門店が仕上げたおせちで年賀の宴を優雅に。 

約 2人前 重箱：木製 

21.5×28×高さ 5.8cm 

 

【日本料理 なだ万】 一段 ¥21,600 

時代を超えて愛される日本料理の粋な祝い膳。 

約 2人前 重箱：合成樹脂製 

17.7×23.3×高さ 6.2cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【京都 三千院の里＆マノワール】  

個食＋オードブル ¥16,200 

カウントダウン用オードブルとお正月の個食おせち。 

約 1人前×2＋オードブル 重箱：木製 

15.9×15.9×高さ 5cm×2、15.9×31.9×高さ 5cm 

 

「2人前」や「1人 1段」など、少人数向けが充実 

「東武のおせち」 9月 16日より承り開始 
･･････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

東武百貨店 池袋本店 



おせち情報  
株式会社 東武百貨店 

■取り分ける必要のない 1人 1段の「個食おせち」 
 
 
 
 
 
 
 
 
【京・料亭 わらびの里】 

二客 ¥15,120 

1人前×2 重箱：紙製 

16.5×16.5×高さ 5cm 

東武限定 

 

【たん熊北店】 

夫婦おせち二客 ¥16,200 

1人前×2 重箱：紙製 

10.3×20.5×高さ 4.6cm 

 

 

【京料理 濱登久】 

「極」 一客 ¥10,800(1 人前×1) 

    二客 ¥21,600(1人前×2) 

重箱：木製  

16.5×16.5×高さ 6.2cm 

※写真は二客です。 

【概要】 
 

展 開 期 間 ： 

 

 
 

展 開 場 所 ： 

  

 

 
 

お 渡 し 日 ： 
 

展 開 点 数 ： 

 
 

価 格 帯 ： 
  

そ の 他 ：  

 

 

9月 16日（木）～12月 25日（土） （計 101日 前年+1日） 

※インターネット受付：9月 16日（木）午前 10時～12月 24日（金）午前 8時 

※電話受付：9月 17日（金）～12月 17日（金）午前 10時～午後 5時 
 

地下 2階 10番地 特設会場 

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

※お電話フリーダイヤル 0120-297102 

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

12月 31日（金）大晦日（一部の商品を除く） 
 

160 ブランド  321 アイテム 

（内訳：おせちアイテム 270点、お正月食材 18点、迎春料理 19点、食器 14点） 
 

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

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

おせち」、東武オリジナルの「スイーツおせち」も展開します。 

 

 

 

 

 

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

https://www.tobu-online.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道物産展の“わくわく”を贅沢に詰め込んだボリューム満点

のおせちと具材はもちろん、スープ、締めのラーメンなど、と

ことんこだわり抜いた海鮮鍋をご用意します。 

幸せを重ねるおせち料理と 心あたたまるごちそうを集めて 

２０２２年 大丸・松坂屋のおせち 
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/  

９月２２日（水）14 時～  オンラインご注文承り 

１０月１日（金）～  大丸・松坂屋各店で順次ご注文承りスタート 

（店舗により受注期間が異なります。） 

大丸・松坂屋各店では、10 月 1 日（金）から店頭でおせちのご注文承りを開始いたします（一部の店舗除

く）。インターネットの大丸松坂屋オンラインショッピングでは、先行して 9 月 22 日（水）14 時から受注を

開始いたします。（※一部商品を除く） 

昨年度おせちの売り上げは対前年比約 17％増と、需要が年々着実に伸びています（大丸・松坂屋直営 13 店

舗合計）。著名人が監修した「大丸・松坂屋特別企画おせち」の成長が顕著ですが、昨年の新たな傾向として、

帰省を見合わせたお客様が遠方のご実家やお子様へ送るため広域配送おせちの需要が高まりました（売り上

げ実績対前年６割増）。本年度においても外出自粛の傾向から「巣ごもりの年末年始」が予想され、百貨店の

おせち需要はさらに高まると予想されます。そういった背景から大丸・松坂屋では定番のおせちに加え、ご自

宅での団らんをより楽しくするおつまみ風おせちや鍋料理、スイーツなども加え年末年始の「ごちそう」を充

実させました。今年イチ押しは“北海道へ行ったつもりの年末年始”を味わえる、大丸・松坂屋の札幌駐在バイ

ヤーであり北のグルメハンター  本田大助監修のまるで北海道物産展が詰め合わさったようなおせち＆贅

沢！海鮮鍋、４年目となる「おつまみおせち」にはソムリエ田崎真也監修のお重が初登場。好評だった吉田類

監修のおつまみおせちも装い新たに再登場します。 また広域配送の商品をさらに本年は強化し、遠くの家族

や大切なひととおなじおせちを楽しむ、新たなスタイルに対応しました。 

←「北の美味満祭おせち」 

大丸・松坂屋特別企画 

和・洋風二段 税込 29,160 円 

（20.2×20.2×6.5cm/3 人用）24 品 

→「贅沢！海鮮鍋」 

大丸・松坂屋特別企画 

海鮮鍋 税込 10,800 円 

（4 人用）10 品 

今年のおすすめ！年末年始にお家で楽しむグルメ 

大丸・松坂屋の札幌駐在バイヤー 本田大助監修 

「北の美味満祭おせち」「贅沢！海鮮鍋」 

2021年 8月 30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  

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「25 アミューズ・グール」大丸・松坂屋特別企画  

おつまみ風 一段 税込 16,200 円（30.6×30.6×6.5cm/2 人用）38 品 

上の列からスパークリング、白、赤ワインに合わせた料理が並びま

す。順に食べるとフレンチのコースのような楽しさが。ワイン文化を

日本に根付かせたソムリエの知恵と矜持が息づくお重です。 

「おつまみ玉手箱」大丸・松坂屋特別企画  

おつまみ風 一段 税込 16,200 円（30.6×30.6×6.5cm/2 人用）37 品 

 

美し肉おせち「ひすい焼きステーキ 八傳」 

 
翡翠原石で焼きあげ、近江牛ステーキのうまみを存分に引き出しました。シャトーブ

リアンなど 8 種のステーキと煮込みをご堪能いただけます。紐を引くと温まる加熱容

器付き。 

〈ひすい焼きステーキ 八傳〉近江牛づくし 一段 税込 29,160 円 

（27.0×27.0×8.0cm/4 人用）9 品 

 

料理研究家 大原千鶴監修「口福おせち 寅」 

 大丸・松坂屋特別企画 和風 三段 税込 27,000 円 

（20.2×20.2×6.5cm/4 人用）41 品 

 

華やかに、軽やかに進化を続ける大原さんのおせちは 4 度目の登場。今回は過去 3 回の中から特に人気のあった料理や

ご自身のお気に入りメニューをバランスよく詰め込みました。大人も子どももおいしく楽しく召し上がっていただける

三段です。 

和・洋・中の三巨匠共演おせち 

 

大丸・松坂屋特別企画  

和・洋・中華風 三段 税込 32,400 円 

（20.2×20.2×5.4cm/4 人用）40 品 

 

一流料理人が紡ぎ出す美食の世界。新たな年

の幕開けにふさわしい、豪華絢爛な三段重を

今年もご用意しています。 

和の重 

中村 孝明 

洋の重 

落合 務 

中華の重 

陳 建一 

定番おせちは、さらにパワーアップ！ 

ソムリエ 田崎真也監修「２５アミューズ・グール」 

酒場詩人 吉田類監修「おつまみ玉手箱」 

ブランデーを用いた黒豆やラム酒が香る栗きんとんなど、吉田類

さんならではの珠玉の美味が勢ぞろい。食感や風味、彩りにまで、

類さんのこだわりがぎゅぎゅっと詰まっています。 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰省しなくても大丈夫！冷凍おせち 

〈俺のフレンチ〉＆〈俺の割烹〉 

 

和風 二段 税込 21,600 円 

（19.5×19.5×5.7cm/2〜3 人用）32 品 

 

京都・粟田口〈美濃吉〉 

 

俺のおせち 饗宴 和・洋風 二段 税込 24,840 円 

（19.6×25.6×5.3cm/3〜4 人用）46 品 

 

創業 300 余年の京懐石の老舗が素材を吟

味し、伝統の技で作りあげた二段です。遠

く離れたご家族にもお届けできます。 

おいしい料理は良い素材から。フレンチ

と割烹、2 つの魅力をボリュームたっぷり

盛り合わせました。コスパも重視。 

おせち監修者による今年のおすすめ動画を配信 

料理研究家大原千鶴さんや大丸・松坂屋の札幌駐在バイヤー本田大助など、監修者がおせちのおすすめポイントを

心を込めて解説します。動画を参考に、ご自宅でゆっくりとおせちをお選びいただけます。（9 月中旬公開予定） 

【２０２２年大丸・松坂屋のおせち 概要】 

■インターネット受付 ９月22日（水）午後2時から https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/  

■店頭受付 １０月 1 日（金）から順次 〈松坂屋高槻店は 9 月 24 日（金）から〉 

※受注場所・受注締切日・取扱点数など、詳しくは WEB サイトをご確認ください。 

■総掲載点数 関西版：416 点〔掲載点数 対前年+30 点〕 

名古屋版：339 点〔掲載点数 対前年+27 点〕 

静岡版：329 点〔掲載点数 対前年+81 点〕 

首都圏版：275 点〔掲載点数 対前年+14 点〕 

札幌版：176 点〔掲載点数 対前年+19 点〕 

下関版：98 点〔掲載点数 対前年±0〕 

■売り上げ目標 対前年＋12％（うち、オンラインでの受付については対前年＋30％を見込む） 

                                          ※大丸松坂屋直営 13 店舗計 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:E-mail%20:%20kouhou@jfr.co.jp


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

松坂屋名古屋店では、早くも 2022 年のおせち料理の受注がスタートします。 
 

・店頭での承り 10 月 1 日(金)～12 月 22 日(水) 
・オンラインでの承り 9 月 22 日(水)14 時～12 月 22 日(水)10 時 
・ご予約数 おせち・迎春料理合計 339 点（対前年+27 点） 
 
昨年のおせち売上は、過去最高の 4.5億円を突破し、市内百貨店の中でトップを維持しています。

今年のおせちのテーマは、持続可能な社会への貢献を目指した SDGｓとニューノーマルな迎春スタイ
ルに対応したものを特別企画品として販売します。名古屋を代表する地元企業とコラボレーションし、
地域との共生に貢献するおせちや、取り分けることに気を使うご時世の中で売上を伸ばしている銘々
おせち、核家族の増加で需要が高まる少人数用のおせちなどをご用意します。 

 
9 月 17 日(金)は、プレス向けのお披露目会を開催し、実際の商品を撮影いただける機会を設
けておりますので、ぜひ取材へお越しください。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 9 月 8 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
昨年の売上は、過去最高を更新して 4.5 億円超え！ 

市内百貨店では圧倒的シェアを誇る松坂屋のおせちご予約承りがまもなくスタート！ 

 

プレス向けお披露目会を開催します！ 
日 時：2021 年 9 月 17 日(金)9 時 30 分～12 時(9 時 20 分から受付) 

場 所：松坂屋名古屋店 北館 6 階クリエイティブオフィス内 

※9 時 20 分に、北館の南側道路、従業員通用口前までお越しください。 

※ご出席の場合は、前日 17 時までに、広報へご連絡をお願いします。 

※感染対策のため、お披露目会では試食のご用意はございません。 

 

令和の名古屋七福神おせち 

和風二段（鰻ちまき 4 個付き）税込 35,000 円  
 

2019 年に大好評だった名古屋七福神がリニューアル

して復活。名古屋を代表する 7 ブランドの品々が一

度に楽しめる贅沢なおせちです。 

2022 年松坂屋のおせち商戦へ向けて、 

【SDGｓ】地産地消！おせちを食べて地元企業を応援！ 

①大黒天＜八百彦本店＞②寿老人＜鶏三和＞ 

③福禄寿＜石昆＞④布袋尊＜スギモト＞ 

⑤恵比寿天＜鈴波＞⑥弁財天＜まつおか＞ 

⑦毘沙門天＜あつた蓬莱軒＞ 

→更に今回は七福神オリジナルのエ

コバッグ付き。お弁当や惣菜、ケーキ

などの持ち運びにも使えるように便利

なマチ付き。デザインと機能性にこだ

わりました。 

 

① 

② 
⑥ 

⑤ 
 

④ 

③ 

⑦ 

金シャチおせち 

和風三段 税込 32,400 円  
 

松坂牛・名古屋コーチン・三河一色産うなぎなど東海を

代表する品々をふんだんに詰め込み、お重の蓋には地元

のシンボル「金シャチ」をデザイン。新年の始まりに、地元の

良さを再認識していただけるような想いで仕上げました。 

お披露目会展示商品  松坂屋特別企画  

お披露目会展示商品  

松坂屋特別企画  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ニューノーマルな迎春スタイルに対応！銘々・少人数おせち 

渾身の銘々おせち か茂免  

和風一段 二客用  税込 38,000 円  
 

源氏和牛みそ焼、ふっくらと炊き上げた鮑、ワインにも合う

帆立スモークなど、新年の食卓を彩る「笑点来福」の 29

品を詰め込みました。 

お披露目会展示商品  
少人数おせち まつおか 

和風二段  税込 14,040 円  
 

31 品目入り。 

2 人で食べるのにぴったりの量が詰め込まれています。 

お披露目会展示商品  

お酒のプロが監修！料理とお酒の関係を知り尽くした 2 人の＜おつまみ風おせち＞ 

ソムリエ 田崎真也監修  「25 アミューズ･グール」 

おつまみ風一段 税込 16,200 円 
 

上の列からスパークリング、白、赤ワインに合わせた料理が

並び、順に食べてフレンチコースのように楽しめます。ワイン

文化を根付かせたソムリエの知恵と矜持が息づくお重です。 

酒場詩人 吉田類監修  「おつまみ玉手箱」 

おつまみ風一段 税込 16,200 円 
 

ブランデーを用いた黒豆やラム酒が香る栗きんとんなど、吉

田類さんならではの珠玉の美味が詰まっています。食感や

彩にもこだわりを感じるお重です。 

お披露目会展示商品  お披露目会展示商品  

北海道物産展の魅力が詰まったグルメおせち 更にパワーアップした昨年人気 1 位のおせち 

大丸･松坂屋の札幌駐在バイヤー 

本田大助監修  「北の美味満祭おせち」 

和・洋風二段  税込 29,160 円  

鮭ルイベ漬けやラムチョップ、いくら醤油漬けな

ど北海道物産展で人気の料理が入ったボリュ

ーム満天のおせち。 

料理研究家大原千鶴監修  

「口福おせち 寅」和・洋風二段  税込 29,160 円  

過去 3 回の中から特に人気のあった料理や 

ご自身のお気に入りメニューがバランスよく詰まったおせち。 

お披露目会展示商品  

お披露目会展示商品  
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ご当地漫画家とコラボし、各地の人とまちの魅力を全国へ 

大丸・松坂屋が取り組む、社会貢献活動「Think LOCAL」 

 

 

 

大丸松坂屋百貨店は、サステナビリティ活動の一環としてスタートした、地域の課題を考え応援する社会貢献活

動「Think LOCAL」に 2020 年 9 月から取り組んでいます。 

「Think LOCAL」は日本の各地に店舗を構えている大丸・松坂屋が、それぞれのまちや、そのまちに暮らす人々の

課題をお客様と一緒に考え、応援していくことを目的とした社会貢献への取り組みです。街の豊かさ、地域の活力や

生活基盤を下支えする街のハブとなる活動としてネーミングし、サステナビリティにおける地域共生を考えた参加プロジ

ェクトとして継続しています。 

前回の 2021 年 3 月のキャンペーンでは、東日本大震災から 10 年の節目を迎えた東北を応援する企画「With 

TOHOKU」を開催。東北の食や文化の魅力を、大丸・松坂屋の各店舗や EC サイトを通じて紹介・販売を行い、

引き続き実施したデジタルチャリティでも、多くのお客様にご参加いただくなど、好評でした。 

そして 3 回目となる今回は、「読んで、買って、応援キャンペーン」を開催いたします。地域の魅力を知る各地の従

業員とご当地漫画家がコラボし、「人」がもつあたたかみや価値提供力を通じて、名産品だけではない各地域のさまざ

まな魅力をお届けします。 

キャンペーンのスペシャルコンテンツとして登場するのは、地元出身の漫画家がクリエイトした「オリジナルご当地マン

ガ」。地域の魅力を知る各地の従業員が主人公となり、ご当地名物や各地のあるあるネタをご紹介します。お読みい

ただいた後に、お好きな地域のマンガを SNS で拡散することによってチャリティに参加し、楽しく応援していただけます。 

2021 年８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 

  

 

 

2021 年９月１日（水）→２８日（火） 

【特設サイト】https://dmcampaign.jp/thinklocal_cp/ 
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9 月 1 日（水）→２８日（火）の期間中、特設サイトで「読んで、買って、応援キャンペーン」を開催。①地元出

身の漫画家４組とコラボしたご当地オリジナルマンガの公開、マンガを読んで各地を応援できるチャリティ企画を実施

し、②マンガに登場する各店舗の従業員が、ご当地のあるあるネタとともに名産やおすすめの名品などの美味を「ニッ

ポンをお取り寄せ 地産市場」にてご紹介します。 

① ＜読んで応援！＞地元出身の漫画家４名によるご当地オリジナルマンガ 

大丸・松坂屋の店舗がある札幌・静岡・名古屋・神戸を舞台に、地元出身の漫画家 4 名が「Think LOCAL」のため

に描き下ろし。地元愛あふれるご当地漫画家に描いてもらうことで、各地域の特色や魅力をよりわかりやすく、マンガなら

ではのストーリー仕立てでお届けします。マンガ読了後には、気に入った地域のマンガを SNS で拡散するだけで参加でき

るチャリティコンテンツもご用意。マンガを読んで、楽しく各地域を応援していただけます。 

ご当地漫画家のご紹介 

「読んで、買って、応援キャンペーン」とは 

 

作：横山了一 

https://twitter.com/yokoyama_bancho 

大丸札幌店  

作：瀬戸口みづき 

https://twitter.com/setoguchimizuki 

松坂屋静岡店  

松坂屋名古屋店  

作：くりきまる 

https://twitter.com/kurikimaru 

作：むつき潤 

https://twitter.com/mutsukijun 

大丸神戸店  
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デジタルチャリティ参加方法 詳しくはこちら https://dmcampaign.jp/thinklocal_cp/#charity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②＜買って応援！＞ニッポンをお取り寄せ「地産市場」 

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/special/otoriyose/ 

大丸・松坂屋の店舗があるエリアから、その土地ならではのおいしい名産やおすすめの名品など美味をご紹介する

特集「ニッポンをお取り寄せ 地産市場」。マンガのもつ「情報伝達力」と、人のもつ「キュレーション力」を活かし、各

店舗の従業員が、おすすめ商品をご紹介いたします。 

大丸松坂屋オンラインショッピングの「地産市場」でお買いあげいただくことが、各地域への支援に繋がります。 

【開催期間】 2021 年 9 月 1 日（水）スタート 

 

 

 

 

■商品の一例 

 

 

 

お問い合わせ先 

大丸松坂屋百貨店 広報 長野・南 TEL:03-6895-0816 MAIL: kouhou@jfr.co.jp 

 

大丸札幌店 

 

 

 

 

松坂屋静岡店 

 

 

 

 

松坂屋名古屋店 

 

 

 

大丸神戸店 

 

 

 

小樽洋菓子舗  ルタオ 

https://dmcampaign.jp/thinklocal_cp/#charity
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/special/otoriyose/


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

松坂屋名古屋店では、地域自慢のアイテムを紹介するプロモーションを全館で開催します。コロナ禍でオンライン化

が進む一方で、信頼できる販売員から商品購入したいというニーズも存在することから、松坂屋名古屋店で働く 6名

の<こだわりスタッフ>がオンラインでも安心＆納得してお買い物頂けるように、各々の得意とするカテゴリーの中から一

押しの商品を厳選し、商品のおすすめポイントや使った感想を交えながら松坂屋名古屋店の HP でご紹介します。こ

だわりスタッフがご当地ネタを交えながら、地域ならではの商品を漫画仕立てで紹介するコンテンツも取り入れ、モノだ

けでなく、スタッフの人柄にも触れながら親しみのあるプロモーションに。これらのコンテンツを通して、大丸・松坂屋オンラ

インショッピング<地産市場>で昨年比 3.3 倍の商品を展開し、EC 販売の更なる強化につなげます。 

 

 

こだわりスタッフの 1 人、食品全般の指揮監督を行い、ムードメーカー

であるダディ(仮名)は、食品経験 20 年以上のベテラン社員。大丸と

松坂屋の統合やごちパラリニューアルなど、数々の歴史的イベントを見

守ってきました。自身も食べることと

お酒が大好きで焼酎アドバイザー

の資格を取得し、日夜お酒を研

究。バイヤー時にはオリジナル焼酎

も手がけたほど。そんなダディが名

古屋めしが一挙に集まる名古屋ご

当地グルメの激戦区であるデパ地

下フロア、通称『ごちそうパラダイス』

で一押しの商品 7 点を紹介します。 ㊤〈あつた蓬莱軒〉鰻ちまき １３０ｇｘ５個  税込 3,500 円（松坂屋名古屋店限定）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 8 月 26 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  

 

 
目利き社員が地域自慢のアイテムを自信を持ってご紹介！ 

Think LOCAL プロモーションについて 
期 間：2021 年 9 月 1 日(水)～28 日(火) 場 所：松坂屋名古屋店 全館 

オンライン：https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/special/otoriyose/ 

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 

商品紹介を漫画で！桂新堂のえびせんべいなど地域の商品をコミカルに紹介 

なぜ、＜漫画＞なのか？ 
今回のプロモーションの狙いである「人」を介してローカリティを発信するコンテンツに合

致＆巣篭りで国内のコミック市場は最盛期と言われた 1995 年を超え*、漫画がよ

り身近な存在として注目されていることから採用へ。オリジナル漫画は愛知県出身の

漫画家くりきまるさんによって描かれ、地元ネタのストーリーも交えながらコミカルに商

品紹介します。（参照:出版科学研究所） 

「食」「美」「創」「織」４つのカテゴリーで知識豊富なスタッフがこだわりを語る 

漫画では食品経験 20 年以上のベテラン社員ごちそうダディ(仮名)が香川県出身で入社 4 年目のエリーに地元あるあると共に商品を紹介。 

●くりきまる 漫画家  
 

愛知県在住の漫画家。元広告デ

ザイナー。代表作は「オーガの兄貴

と奴隷ちゃん」「うみゃーがね！名古

屋大須のみそのさん」等。 

 

 

 

紹介商品の一例（大丸・松坂屋オンラインショッピングでも購入可） 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜大阪御堂筋の原風景を残す知的な挑戦〜 

大丸心斎橋店本館 「第 62回 BCS賞」を受賞しました 

 

2021年 9月 16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 
 
 

お問い合わせ先 

大丸心斎橋店 広報担当 木村 TEL：06-7711-2463 

大丸松坂屋百貨店  広報担当  杉谷  TEL:03-6895-0816  mail:kouhou@jfr.co.jp 

 

 

 

 

 

大丸松坂屋百貨店が運営する、大丸心斎橋店本館が、一般社団法人日本建設業連合会主催「日建連表彰 2021」

にて日本国内の優れた建築物を表彰する「BCS 賞」を受賞しました。 

 

「BCS 賞」は、主催する一般社団法人日本建設業連合会によると、「優秀な建築物をつくり出すためには、  

デザインだけでなく施工技術も重要であり、建築主、設計者、施工者の三者による理解と協力が必要である」

という建築業協会初代理事長竹中藤右衛門の発意により昭和 35 年（1960 年）に創設され、以後、わが国の

良好な建築資産の創出を図り、文化の進展と地球環境保全に寄与することを目的に毎年、国内の優秀な建築

作品が表彰されております。 

第 62 回 BCS 賞には広く 25 都道府県から 74 件の応募があり、その中から大丸心斎橋店本館を含む 15 

件が今年度の BCS 賞に選ばれました。 

 

今回の受賞は、「永く親しまれた心斎橋目抜き通りの百貨店ファサードを３段に切断し滑り支承で支えて保存、

新平面を構成する鉄骨架構に取り付ける難工事を実施。創建時の内装も一部復原し歴史と新しいプログラム

を両立している。」ことが評価されたものです。 

この他、大丸心斎橋店本館は、「第 38回日本照明賞」をはじめ「2019年照明普及賞」「2020年度 CFT 構造

賞」「日本建築家協会優秀建築選 2020」や「MIPIM ASIA AWARDS 2020」BEST REFURBISHED BUILDING 

(改築部門) 銀賞を受賞するなど、国内外で評価いただいております。 

また、大丸心斎橋店本館は環境に対する取り組みにおいても、 

再生可能エネルギーの利用、全館 LED 化など、これからの時代の 

モデルとなる店作りを行っております。 

今後も、時代とともに変化するお客様の生活や嗜好に合わせて、 

常に新しい価値を提供し、心斎橋の魅力をさらに高めていくこと 

を目指しています。 

 
 

画像提供：㈱竹中工務店 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

松坂屋名古屋店では、宝飾サロンにあるブライダル商品をご購入のお客様を対象に、ドラマティックなプロポー

ズを叶えるための特別な演出をご用意する「ドラマティックプロポーズプロジェクト」を開始します。プロポーズの演出

にお悩みの方はもちろん、コロナ禍で希望通りの結婚式や披露宴を行うことが難しい方に向けて、名古屋市内の

レストランと協業してプロポーズが想い出に残る記念日となるような特別な演出をご用意いたします。プロポーズが

お二人の記憶に残るドラマティックなものとなるような演出をサポートします。ぜひご取材ください。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 8 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  松坂屋名古屋店  

 

 
～コロナ禍のプロポーズを後押しする特別な演出をご用意します～ 

ドラマティックプロポーズプロジェクト、始動！ 
期 間：2021 年 9 月 1 日(水)～12 月 31 日(金) 10 時～19 時 30 分 

場 所：松坂屋名古屋店 北館５階 宝飾サロン 

※モーブッサン、ミキモト、スワロフスキーの各ショップは対象外  

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 

【期間】2021 年 9 月 1 日(水)～12 月 31 日(金) 

【参加費】税込 5,000 円(1 組 2 名様) 

※松坂屋名古屋店北館 5 階宝飾サロンのブライダルコーナーにて対象商品をお買い上げのお客様が対象です。  

名古屋駅前のランドマーク、ミッドランドスクエア 42階に構え

る「オーベルジュ・ド・リルナゴヤ」をご予約します。 

ナゴヤ屈指のすばらしい羨望で、お二人に特別な時間をお

過ごしいただける席をご用意します。 

●プロモーション動画で演出イメージをご覧いただけます 

① プロポーズにふさわしい場所をご用意します。 

② お二人だけの為にシェフが考えたオリジナルのメモリアルメニューを提供。 

お二人の想い出に残る記念日とするため、通常のメニュー
になはない、オリジナルのメモリアルメニューを特別にご用意し
ます。事前にお二人の想い出の場所、その場所で食べた
想い出の味などをお伺いし、オーベルジュ･ド･リルナゴヤのシ
ェフがその想いをメニューに再現し、更なる特別感を演出し
ます。 

例：＜北陸、二人で歩いた水晶浜＞ 
 
ズワイガニと抹茶のジュレ カリフラワーのムース 
イクラ添え 

全部で 4 種類のプロモーション動画で、男

女 2人がそれぞれ想う結婚観を交えてプロ

ポーズまでの道のりを再現しました。 

← ＜思いを伝える編＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

㈲昇苑くみひも（京くみひも/京房ひも撚ひも） 

京都の未来の「匠」の技を生で見られる！  

「京都工芸ビジョナリー」を大丸京都店で開催します。 

京都市と大丸京都店は、京都に息づく伝統産業の魅力をより多くの方に知っていただくため、 

様々な販売企画に取り組んでまいりました。 

「京都工芸ビジョナリー」では、京都の伝統産業品のなかからピックアップした作品の実演・販売を 

行います。（実演時間は日により異なります） 今回は、京都の若手の職人たちの作品が登場。 

昔ながらの伝統工芸品だけでなく、自由な感性と受け継がれる伝統の技を組み合わせた作品の 

数々をご紹介します。 

 

 

2021 年 9 月吉日  

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 大丸京都店 
 
 

初開催！京都の未来の「匠」の技を紹介  

 京都市×大丸京都店「京都工芸ビジョナリー」 
日  時＝2021 年 9月 15日(水)～9月 21日(火)   

営業時間＝午前 10時～午後 8時（最終日は午後 5時閉場） 

場  所＝大丸京都店４階 リビング売場 暦２(こよみごよみ） 

京都市と大丸京都店は、年間を通じて「京もの」の魅力を発信する拠点として、大丸京都店４階リビ

ング売場に、常設の京もの専門売場“京ものコーナー”を開設し、より多くの方々に「京もの」に触れ

ていただく機会と、つくり手の活躍の場を創出することにより、双方の交流を生み出しています。 

この度、京都の伝統産業の未来を担う若手職人の作品を特集し、その活躍を広く発信するべく、「京

都工芸ビジョナリー」を開催します。 ※“京ものコーナー”は 2021年 3月 3日にオープン 



 

 

〈㈲昇苑くみひも〉では、国旗カラーを使ったチャーム「GloColor Cube」（全 201種類）を製作。 

世界の多様性を想像するきっかけ作りを目指しています。 

〈おーなり りゅうじ〉による京漆器は軽くて丈夫な上、漆は自然が生み出した日本を代表する 

サステナブルな素材です。 

他にも、京焼・清水焼など多様にご紹介します。 

 

  おーなり りゅうじ（京漆器） 

京都市クリエイティブ産業振興室と連携した常設売場「京ものコーナー」を 2021年３月に開設。 

現代のライフスタイルに気軽に取り入れられる「京もの」をご紹介しています。 

伝統の技に若手ならではの感性が加わった「京もの」をぜひご覧ください。 

 

＜参加事業者＞順不同 

おーなり りゅうじ－京漆器 

竹笹堂－京版画  

有限会社昇苑くみひも－京くみひも 

清水 幹子－京焼・清水焼  

髙本 鈴乃－京焼・清水焼  

株式会社本つづれ勝山－つづれ織 

有限会社のざき－西陣織 

室井 麻依子－京七宝  

林 侑子－京焼・清水焼  

株式会社大西常商店－京扇子 

めおと屋－京焼・清水焼 

有限会社横山竹材店(田中めぐみ・岸本麻里) －京竹工芸  

 

 

 

 

 

 

 

 ＜本件に関する報道関係者様からのお問合せ先＞ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 PR広報 担当：長谷川 眞之 

TEL（075）241-6974  メールアドレス masayuki.hasegawa@jfr.co.jp 

会社携帯 080-4066-3793 

mailto:masayuki.hasegawa@jfr.co.jp


 第4回 あいぱく in Daimaru KOBE 
〜アイスクリーム万博〜

会期：9月29日(水)→10月12日(火) 各日10時〜20時（※最終日は16時閉場）
会場：大丸神戸店 9 階イベントホール

2021年9月15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　大丸神戸店

　「あいぱく」とは「アイスクリーム万博」の略称。

アイス評論家として活動をするアイスマン福留氏が代表を務める「日本アイスマニア協会」が

プロデュースする国内最大規模のアイスクリームイベントです。

コンセプトは “アイスクリーム好きの楽園！ ”　
日本のアイスクリームの魅力と素晴らしさを発信するとともに地方の活性化を目的としています。

全国各地、12,000名以上の会員が所属する日本アイスマニア協会が厳選したアイスクリームが

一堂に集結するアイス好きのためのイベントです。

　大丸神戸店で4回目の開催となる今回は、石垣島発の〈ゆるあみ〉や〈和栗専門  紗織〉など、

神戸初出店を含む 6ブランドの実演販売と、おうち時間のお供にぴったりなテイクアウトアイスを

種類豊富にご用意しています。

　また、年間  1000 種類以上のアイスを食べ尽くすアイス評論家・アイスマン福留氏も連日来店

いたします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■実演アイス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

和栗専門  紗織［京都］
1mm和栗のモンブランソフト〜綾〜
税込1,200円
自家製ブレンドのソフトクリーム
と名物の「錦糸モンブラン」の
贅沢アイス。

神戸初出店 神戸初出店

ゆるあみ［沖縄］
石垣島ソフトクリーム
（紅芋・黒糖・ローゼル）
各税込800円
石垣島発！地元の素材をその
ままペーストにし、その場で
ブレンダー機械で絞り出します。

実演は神戸初

パティスリー  ヤナギムラ［鹿児島］
ヤナギムラのフローズンしろくま
（ブランちゃん・ジョーゴくん）
各税込700円
その場でリクエストを受けて
しろくまの顔をトッピング！
自分好みの可愛いしろくまに。



桔梗屋［山梨］
桔梗信玄ソフト ミックス 　
税込530円
バニラソフトと濃い抹茶ソフトのミック
ス。桔梗信玄棒をプラス！

ココナッツグレン［東京］
ココナッツアイス 
（オリジナル、チョコなど）
1スクープ 税込500円
2スクープ 税込600円
3スクープ 税込770円
オーガニックココナッツミルク
がベースのリッチテイスト。

軽井沢カフェ・ド・ミノリヤ ［長野］
ロイヤルスイート バニラ　税込450円
多くの著名人が愛した「伝説のバニラ」
が登場！食べた後の”のどごしの余韻”
までご堪能あれ。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■テイクアウトアイス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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)

セルフィーユ［愛知］
生チョコアイス 　
（1個）税込600円
名古屋のパティスリーが作る
チョコ好きのためのアイス。
生チョコを贅沢に使用。

神戸初出店

メゾン・ジブレー［神奈川］
究極のピスタチオ食べ比べ
（ブロンズ）税込650円
（プラチナ）税込850円 など
アイスフレーバーのトレンド
”ピスタチオ”を4段階で食べ比べ！

ニューヨーク堂［長崎］
長崎カステラアイス　
（バニラ、コーヒー、チョコレートなど 7
種）各税込350円
自然卵「太陽卵」を使った手焼きのカス
テラにアイスをサンドした人気商品。

ソウルアイス＆懐かしアイスも約 10種！

（画像左から）

・〈玉林園〉グリーンソフト　税込 210円
・〈フタバ食品〉レモン牛乳カップ　税込 150円
・〈児玉冷菓〉バラ盛りカップ　税込 320円



【⼤丸下関店】美術&アートの世界「ART ART KANMON」開催【⼤丸下関店】美術&アートの世界「ART ART KANMON」開催

⾹⽉泰男やバンクシーをはじめ⼈気現代美術や⼯芸・洋画・茶道具を展⽰販売(⼊場無料)⾹⽉泰男やバンクシーをはじめ⼈気現代美術や⼯芸・洋画・茶道具を展⽰販売(⼊場無料)

2021年9⽉29⽇(⽔)→10⽉3⽇(⽇)、6階地域貢献リボンホール(⼊場無料)2021年9⽉29⽇(⽔)→10⽉3⽇(⽇)、6階地域貢献リボンホール(⼊場無料)

芸術の秋到来。⽣誕110年の⾹⽉ 泰男の選りすぐりの作品やストリートアーティストのバンクシーの⼈気作品など約300

点が登場！

 

いま、美術&アートが注⽬されています。いま、美術&アートが注⽬されています。

おうちで過ごす時間が増え、お気に⼊りのある空間にこだわる⼈に美術&アートが注⽬されています。より多くのお客様

にお楽しみいただけるよう美術＆アートの展⽰販売会(⼊場無料)を開催します。

PRESS RELEASE

報道関係各位 2021年09⽉16⽇
株式会社 ⼤丸松坂屋百貨店



↑現代美術 Banksy「Bomb Hugger」縦70.0cm×横50.0cm

地元⼭⼝県・北九州市ゆかりの作家の作品を特設します。地元⼭⼝県・北九州市ゆかりの作家の作品を特設します。

⼭⼝県を代表する巨匠画家・⾹⽉ 泰男、⼭⼝県萩市⽣まれの⾦⼦ 司、北九州市⽣まれの牧野 伊三夫の作品をお楽しみく

ださい。

 

⽣誕110年 ⾹⽉泰男特設展⽣誕110年 ⾹⽉泰男特設展

⼭⼝県三隅町(現：⻑⾨市)⽣まれ。⼭⼝県を代表する巨匠画家・⾹⽉泰男(1911-1974)。⼤丸下関店では、今年の⽣誕11

0年を記念して、選りすぐりの⾹⽉作品を展⽰販売いたします。

↑⾹⽉泰男「菊童⼥」縦27.5cm×横17.0cm



ART ART KANMON特設展「⾦⼦ 司」ART ART KANMON特設展「⾦⼦ 司」

1970年⼭⼝県萩市⽣まれ。国内はもとより海外でも活躍する陶芸家。会場にはキノコのインスタレーションを展⽰し、

⼈気のキノコガチャも登場！可愛くて魅⼒あふれるキノコの世界をどうぞお楽しみください。

ART ART KANMON特設展「牧野 伊三夫」ART ART KANMON特設展「牧野 伊三夫」

画家。1964年北九州市⽣まれ。美術同⼈誌『四⽉と⼗⽉』同⼈・発⾏管理⼈。北九州市情報誌「雲のうえ」編集委員。

北九州⽂学サロン壁画制作。著書に『かぼちゃを塩で煮る』幻冬舎、『画家のむだ歩き』中央公論社など。

「ART ART KANMON」「ART ART KANMON」

2021年9⽉29⽇(⽔)→10⽉3⽇(⽇)、10:00-19:30(最終⽇17:00閉場)2021年9⽉29⽇(⽔)→10⽉3⽇(⽇)、10:00-19:30(最終⽇17:00閉場)



6階地域貢献リボンホール(展⽰販売・⼊場無料)6階地域貢献リボンホール(展⽰販売・⼊場無料)

アクセス：JR下関駅すぐ

株式会社⼤丸松坂屋百貨店 ⼤丸下関店

住所：〒750-0025⼭⼝県下関市⽵崎町4丁⽬4番10号 ⼤丸下関店

TEL：083-232-1111（代表）HP：https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

 

新型コロナウイルスをはじめとする感染症予防対策と拡散防⽌のご協⼒をお願いします。

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000025003.html

株式会社 ⼤丸松坂屋百貨店のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25003

株式会社⼤丸松坂屋百貨店 ⼤丸下関店 広報担当：林

電話：083-232-1111 メールアドレス：chiaki.hayashi@jfr.co.jp

https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000025003.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25003
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2021 年 9 月 1 日 

株式会社京王百貨店 

 

 

   

 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、「2022 年 京王のおせち」を 9 月 1 日（水）

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

ライフスタイルの変化にともなって“買うおせち”はここ 20 年でシェアを拡大してきましたが、特に

2021 年は存在感が際立ちました。コロナ禍での初のお正月とあって、帰省を控える代わりに実家に贈る

「冷凍おせち」、外食を控えて自宅で過ごすための「豪華なおせち」（オリジナルおせちや名店おせち）、夫

婦だけで過ごす「個食おせち」などに人気が集まり、売上は前年比で約 20%増と大幅に伸長しました。 

2022 年のおせちは、引き続き帰省を控えてご自宅で過ごす方が多いとみて、「冷凍おせち」「個食おせ

ち」を強化するほか、ご自宅にいながら全国を旅する気分が味わえるように各地の食材やご当地グルメを織

り交ぜたオリジナルおせちを企画しました。また、2021 年おせちは早期に完売する商品が相次いだため、

展開種類を 1 割程度増やすほか、全体準備数量も増やして対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

2022 年 京王のおせち 
 

＜概要＞ 

◆店頭予約承り期間：10月 1日（金）～12月 22日（水） 

・店頭／新宿店 地下 1階、聖蹟桜ヶ丘店 1階「おせち承りコーナー」 

     およびサテライト各店（サテライト橋本店、セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店、 

キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店）                 ※営業時間は店舗により異なる 

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

◆インターネット予約承り期間：9月 1日（水）10時 ～12月 23日（木）昼 12時 https://shop.keionet.com 

 

◎商品お渡し：12月 31日（金）  

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

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

＊詳細は上記インターネットサイト参照、一部広域配送可能な商品も有り 

＜インターネット限定 早期ご予約 送料無料キャンペーン＞ 

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

 

 
 

新スタンダード「贈れるおせち」を拡大展開 

 

https://shop.keionet.com/
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■毎年人気の「京王百貨店オリジナルおせち」に、今年は「旅するおせち」が登場 

21,600 円を中心とした 2 万円台で、三・四段重のボリューム感が毎年好評の京王百貨店オリジナルお

せち。昨年初登場し人気を集めた 27,000 円のプレミアムラインを、今年は「旅するおせち」というコン

セプトのもと作成しました。 

 

 

 

●「京王百貨店オリジナルおせち 四段重『希
のぞみ

』」（4 人前）27,000 円  初登場   京王百貨店限定  

食卓で旅行気分がたのしめるように、とバイヤーが企画したおせちには、地元食材を使ったお節料理や郷土

料理などが盛りだくさん。北海道産黒豆、いぶりがっこチーズ松葉、瀬戸内真だこ酢漬け、長崎県産天然ぶり

照焼など、日本各地の味が楽しめます。 

●「京王百貨店オリジナルおせち『 寿
ことぶき

』」（4 人前）21,600 円   

 京王百貨店限定  

オリジナルおせち屈指の人気商品。ロブスター、アワビ、ローストビーフ

など豪華な食材が四段重に 49 品目が入ります。 
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■おせちの新定番は、帰省代わりに贈れる「冷凍おせち」 

コロナ禍のお正月は、実家に帰れない代わりに遠方へおせちを贈る、というのが一つのスタンダードに

なりました。そこで今年は、冷凍（一部クール便あり）の広域配送*可能な「贈れるおせち」の特集ペー

ジを強化。新規４ブランドに加え、京王オリジナルおせちも初登場し、展開種類は昨年の 1.6 倍の 42 種

類がそろいます。＊配送可能地域：北海道・沖縄・離島を除く。（一部配送可能地域が異なる商品があります。）広域配

送おせちの承りは 12 月 15 日（水）まで。 

 
 

   

＜１＞京王百貨店オリジナルおせち「瑞
ず い

」 （3～4 人前）税込 21,600 円   初登場  

京王オリジナルおせち初の冷凍おせち。伊勢エビや鮑旨煮、合鴨野菜ロール、鯛錦巻きなどを 4段に重ねた

和洋おせち。冷凍便送料込みで、通常の京王オリジナルおせちと同じ 21,600 円と、価格にもこだわりました。 

＜2＞ 婦人画報のオリジナルおせち「和三段重」（５～６人前）税込 29,160 円   初登場  

   婦人画報のおせちが京王百貨店に初登場。人気の「婦人画報のお取り寄せ」編集部が監修したオリジナルお

せちは、ローストビーフをはじめとした多彩な美味がふんだんに。5～6 人前の 3 段重のほか、3～4人前、2～

3 人前、1～2 人前の 4 種類を販売します。 

＜3＞俺の割烹×俺のフレンチ「俺のおせち 饗宴」 （３～４人前）税込み 24,840 円  初登場  

「俺の割烹」料理長と「俺のフレンチ」シェフが監修。車海老やあわび、キャビアやフォアグラなど豪華な

食材を盛り込んだおせちです。 

 

■取り分け不要の「個食おせち」 

 一人で、夫婦二人で過ごすお正月や、おもてなしにも便利な、1 人 1 段の個食おせち。取り分け不要のス

タイルで、昨年は多くのご支持を受けました。昨年より 2 型増の 21 型を揃えます。 

  
 

＜４＞京・料亭 わらびの里「和風料亭おせち 個食」（一客）6,480 円、（二客）12,960 円、（三客）19,440 円 

京の料亭、わらびの里の個食おせち。一客から三客まで、ご用途に応じてお選びいただけます。 
 

＜5＞ 祇園 寿司六「輝宝」（2~3 人前）16,200 円  初登場  

  京都の寿司店が作るオードブルとおせち二客のセット。年末はオードブルで、年始はおせちで、など、思い

思いに楽しめます。 
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■外食代わりの贅沢！有名シェフ・レストランの「コラボレーションおせち」 

有名シェフ・レストランの「コラボレーションおせち」は、もともと人気のカテゴリーでしたが、昨年

は外食に行きにくいこともあってより需要が伸長。今年は 4 型が新登場し、昨年に続き強化しました。 

 

 

  
 

＜6＞魚三楼
う お さ ぶ ろ う

×祇󠄀園おくむら「和洋風二段重」（2～3 人前）27,000 円  初登場  

京都伏見で 250 余年の老舗料亭・魚三楼の和の重と、京懐石風フレンチの祇󠄀園おくむらの洋の重。 

＜7＞日本橋 とよだ×フレンチレストラン ラぺ×泰
た い

興楼
こ う ろ う

「和洋中三段重」（４人前）32,400 円  初登場  

  日本橋に店を構える 3 店のコラボ。老舗割烹・とよだ、1 ツ星モダンフレンチ・ラぺ、中華の名店・泰興楼

の和洋中の味わいが楽しめる豪華三段重。 

＜8＞日本料理 僖
き

成
な り

×日本料理 斗
と

南
なみ

× 麻布 暗闇坂 宮下
み や し た

「和三段重」（3～4 人前）32,400 円  初登場  

東京で人気の日本料理店の姉妹店がそろい踏み。季節を感じさせる食材を中心に、丁寧に仕上げました。 

 

■来年は寅年だから！「阪神タイガースおせち」が新登場 

2022 年の干支は寅年。公式ショップをもつ都内

唯一の百貨店である新宿店にちなんで、阪神タイガ

ースのおせちが登場します。お節料理を阪神タイガ

ースオリジナルのロゴ入りのお重に詰め、さらにロ

ゴ入り風呂敷や、折れたバットをリサイクルして作

られた「かっとばし（箸）！！」、食べられるシー

ル付き。阪神ファンのための、広域配送可能な冷凍

おせちです。 

 

●阪神タイガース「和洋二段重」（3～4 人前） 

23,220 円  初登場  

＊冷凍便送料込み（北海道・沖縄・離島を除く）。 

承りは 12/15（水）まで 

 
©阪神タイガース 

 


