
 

 

 

☆：サステナブル関連施策                      令和 3年 10月 25日 

〇：おせち・お歳暮・クリスマス関連施策             （一社）日本百貨店協会 

【高島屋】 

☆[Depart de Loop「再生し続ける服。」髙島屋各店・WEB にて販売（10/6～）]  

サステナブルな循環型社会を目指す髙島屋のプロジェクト Depart de Loop「再生し続ける 

服。」10月 6日より髙島屋各店・WEBにて販売。衣料品回収キャンペーンも同時開催。 

〇[2021 年髙島屋のお歳暮（オンラインストア：10/8～、各店（関東）10/27～順次）]  

髙島屋のご自宅用お歳暮カタログ「テイスティーデイズ」では、サステナブルフードを特 

集。「おいしくはじめる、サステナブル」をテーマにお歳暮ギフトをご提案（10/15～）。 

【小田急百貨店】 

[英国の魅力あふれる品々が集結「秋の英国展」開催（10/20～）]  

新宿店本館 11階にて 10月 20日～25日、英国を代表する雑貨や食品を取り揃える「秋の 

英国展」開催。テディベアやマフラー、食器など英国ファン必見の豊富な品揃えの催し。 

[“スポーツの秋”到来。「ハルクスポーツファッションフェスタ」開催（10/13～）]  

ハルクスポーツでは、10月 13日から「ハルクスポーツファッションフェスタ」を開催。 

スポーツからアウトドア、日常のシーンまで活躍する最旬のアイテムを展開。 

[メイコー化粧品とマナマナプラスのコラボ企画「終活写真撮影」実施（10/15～）]  

健康用品売場のメイコー化粧品と、フォトスタジオ マナマナプラスのコラボレーション 

企画「終活写真撮影」を実施。プロのメイクと撮影技術で人生最高の一枚を提供する。 

[「Beppin Deco POP UP SHOP ㏌ HANARE 」 開催（10/16、10/17）]  

ハンドメイドアクセサリーショップ『Beppin Deco』のポップアップショップを開催。人 

気の 19ブランドの作家が集結し、秋の新作を中心に、バラエティに富んだ作品を販売。 

[オンラインショッピングバイヤー厳選「お取り寄せパン」のラインアップ拡充]  

今春から ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」でスタートした「バイヤー 

が選んだお取り寄せパン」。9月 15日から 4ブランドが追加され、21 ブランドにて展開。 

[小田急ロマンスカー×『キタムラ』コラボレーションアイテム販売（10/27～）]  

10月 27日より小田急ロマンスカーと『キタムラ』のコラボレーションアイテムを、新宿 

店本館 3階『キタムラ』と｢小田急百貨店オンラインショッピング｣にて数量限定で販売。 

〇[「クリスマスケーキ」10 月 9 日から予約受付スタート]  

｢Christmas Stories｣をテーマに、10月 9日よりクリスマスケーキの予約受付スタート。 

サンタクロースからの甘いおいしさを詰め込んだ招待状をイメージしたケーキを展開。 

〇[「2021 年小田急のお歳暮」鎌倉エリアのグルメを特集 需要高まる簡単調理惣菜も]  

｢小田急百貨店オンラインショッピング｣で 10月 20日から、新宿店では 11月 10日から 

お歳暮ギフトセンター開設。ＥＣサイトでのご注文は、「全品全国送料無料」（一部送料込） 

【阪急阪神百貨店】 

[阪神梅田本店建て替え先行オープン（10/8～）] 

2014 年秋からスタートした｢阪神梅田本店建て替え計画｣は 2018 年 4 月にⅠ期棟竣工し、 

2021 年 10 月 8 日、7 年にわたる建て替え工事を経て一部売場を除きオープンした。 

各社の直近の重点施策 



〇[「阪急阪神百貨店のお歳暮 2021」インターネット受注 10 月 20 日スタート（10/20～）] 

10 月 20 日、2021 年のお歳暮のインターネット受注を開始（～12/15）。店頭のギフトセ

ンターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 10 月 27 日開設予定（～12/30） 

〇[阪急百貨店うめだ本店、10 月 9 日、クリスマスケーキの予約スタート（10/9～）] 

クリスマスケーキは“取りに来る”から“届ける”の時代へ。インターネット・店頭とも

10 月 9 日から予約スタート。 

【そごう・西武】 

[イエ飲み需要増加でＥＣ受注好調 ボージョレ・ヌーボー店頭予約スタート（～11/3）] 

そごう・西武では、11 月 3 日まで、各店の食品酒売場と公式ショッピングサイト「e.デパ

ート」にて「ボージョレ・ヌーボー2021」のご予約会を開催。 

[西武池袋本店で「くらしのデザイン展 2021」開催（10/23～）] 

第９回目となる本展は「日々是カンドウ」をテーマに開催。日々の暮らしの中にあるカン

ドウを、グッドデザイン賞受賞アイテムとインテリアコーディネートを通して提案する。 

 〇[パーソナルギフトとしてのお歳暮を提案「あげると、あがるね。」（e.デパート 10/14～）] 

パーソナルギフト化が進むお歳暮に対し、贈る相手に気持ちの伝えやすいギフトを提案す

ることで、新たなコミュニケーションの機会として活用されるお歳暮に対応する。 

[ファンコミュニティサイト「マニア区」スタート（10/8～）] 

新しい顧客関係の構築に向け、オンライン上での趣味や関心事を切り口に、相互コミュニ

ケーションを目的としたファンコミュニティサイト｢マニア区｣を 10 月 8 日に開始した。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[新世代タワーマンションに外商サービスを提供] 

不動産デベロッパーが手掛ける高級タワーマンションに、上質な暮らしにふさわしい、お

得意様向けサービス（外商サービス）などを提供する。 

☆[Think GREEN の取り組み「エコフ リサイクルキャンペーン」を開催（10/6～）] 

不用になった衣料品・くつ・バッグを店頭にお持ちいただくことで、気軽にエコ活動にご

参加いただける｢エコフ リサイクルキャンペーン｣を 10 店舗で 10 月 6 日から順次開催。 

[ショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」、大丸東京店にオープン（10/6～）] 

リアル店舗を持つ百貨店の強みを活かし、大丸東京店 4 階に、初めての取り組みである D

２C ブランドのショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」をオープン。 

[～マーケティングで学ぶお店の『価値』の伝え方〜「もとまちこどもマルシェ」開催] 

神戸学院大学と大丸神戸店が協働し、2017 年より開校した「もとまち こども大学」。今

回は神戸・南京町〈老祥記〉と連携した特別企画「もとまちこどもマルシェ」を開催。 

[テーマは“セッション“ 松坂屋創業４１０周年祭（10/13～）] 

松坂屋名古屋店では、今年で 410 周年を迎えたことを記念し、お客様への感謝をこめた周

年祭を開催。４月に続き、“五感に響く時間”をテーマに約 17 の企画を展開する。 

[うつくしき和色の世界 ― KIMONO ― （10/13～）] 

松坂屋名古屋店では、松坂屋創業 410 周年、松坂屋美術館誕生 30 周年を記念した展覧会

を開催。江戸時代製作の着物を生地の色で 3 章にわけ｢和色｣の持つ意味と魅力を紹介する。 

〇[2021 年大丸・松坂屋冬の贈り物 ニューノーマルなお歳暮ギフトを充実な品揃えで提案]            

松坂屋名古屋店では、お歳暮ギフトのオンライン受注がスタート。今年はコロナ禍で変化



した生活スタイルに合わせ、ニューノーマルなお歳暮ギフトを提案する。 

[グルメもスイーツも素材推し。秋の大北海道物産展（9/29～松坂屋名古屋店）] 

食欲の秋に美味しいグルメを堪能できる秋の北海道物産展開催。自粛が続く行楽シーズン

に旅行気分が味わえる、北海道ならではの旬とこだわりの素材に注目したグルメを集めた。 

[【大丸下関店】シーモール下関大誕生祭(10/9～)・秋の大北海道市開催(10/13～) ] 

シーモール下関は、44 周年の感謝の気持ちを込めて、シーモール・大丸下関店 2 店合同

「シーモール下関大誕生祭」を開催。10 月 13 日からは 2 年ぶりの｢秋の大北海道市｣開催。 

【松屋】 

〇[2022 年松屋のおせち アフターコロナを見据えて華やかに（ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ 10/1～）] 

外出自粛傾向が続く中、ご自宅で堪能いただけるレストランや名店のおせち、お正月だか

らこそ贅沢に過ごしたい方への特別なおせちを展開。 

〇[2021 松屋のクリスマスケーキ 有名レストランのケーキが初登場（ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ 10/1～）] 

松屋では、10月 13 日より「2021松屋のクリスマスケーキ」の予約を開始。ラグジュアリ

ーケーキの他、百貨店で初めて展開するレストランケーキが登場。 

☆[サステナブルな暮らしを提案する「BEAUTIFUL MIND」 （松屋銀座全館 10/6～）] 

松屋銀座では、10 月 6日～11月 9日まで、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する全

館プロモーション｢ビューティフルマインド 毎日ひとつ私と誰かにいいことを｣を開催。 

[スーツ名物催事「銀座の男」市と連携しゴルフウェア強化] 

松屋銀座では、密を避けるゴルフがコロナ禍で引き続き好調な中、紳士売場での取り扱い

を開始し、ビギナーを取り込む。 

【三越伊勢丹】 

☆[百貨店初 百貨店直営の常設買取・引取サービス「i'm green」オープン（10/1～）]  

10月 1日より、お客さまの使われなくなったお品物の買取・引取ご相談窓口「i'm green

（アイム グリーン）」伊勢丹新宿本店にオープン。 

[年に一度の香りの祭典「サロン ド パルファン 2021」開催（伊勢丹新宿本店 10/27～）]  

国内最大規模の香りの祭典「サロン ド パルファン 2021」を開催。第 9回目となる今回

は、本館の開催に加え 10月 27日〜11月 9日まで、伊勢丹新宿店メンズ館にて初開催。 

〇[伊勢丹新宿本店･三越日本橋本店･三越銀座店でクリスマスケーキ予約スタート（10/9～）]  

クリスマスケーキのテーマは、伊勢丹新宿本店「アルコンスィエル（虹）」、日本橋三越本

店「プレジール（喜び、楽しみ）」銀座三越「Hopeful Christmas」。10月 9日予約開始。 

〇[10 月 12 日より三越、10 月 15 日より伊勢丹のお歳暮オンラインストアがオープン]  

「おくるんるん、もらうふふ」三越伊勢丹の冬の贈り物。10月 12日オープンのオンライ

ンストア「三越のお歳暮」を皮切りに、オンラインストアと店舗で順次開催。 

【東武百貨店】 

〇[“星”に願いを！「東武のクリスマスケーキ」（10/7～）]  

10月 7日より「2021 東武クリスマスケーキ」の予約受付を開始。夢や希望を象徴する

「星」のモチーフをまとった東武限定品を展開する。 

〇[「東武のお歳暮 2021」10 月 28 日にギフトセンター開設（池袋本店 10/28～）]  

10月 28日より「東武のお歳暮 2021」ギフトセンターを開設。お中元で好評であった、

日本各地の特産品・名産品をギフトにした「おうちで！旅気分」を拡大展開する。 



[施策概要] 
 

【髙島屋】 
☆[Depart de Loop「再生し続ける服。」髙島屋各店・WEB にて販売（10/6～）]  

サステナブルな循環型社会を目指す髙島屋のプロジェクト Depart de Loop「再生し続ける

服。」10月 6日より髙島屋各店・WEBにて販売。衣料品回収キャンペーンも同時開催。 

サステナブルな循環型社会の実現を目指す髙島屋のプロジェクト 「Depart de Loop」。 そ

の一環として、BRING とパートナーシップを組み、再生ポリエステルを使った服を販売、ご

愛用後回収し、繊維原料に再資源化して何度でも新しい服に生まれ変わらせる。環境に配

慮した循環型商品 「再生し続ける服。」 として、今秋冬の新作が登場する。（リリース） 

〇[2021年髙島屋のお歳暮（オンラインストア：10/8～、各店（関東）10/27～順次）]  

髙島屋のご自宅用お歳暮カタログ「テイスティーデイズ」では、サステナブルフードを特集。

「おいしくはじめる、サステナブル」をテーマにお歳暮ギフトをご提案（10/15～）。 

サステナブルフード特集として、アップサイクル、フェアトレード、スローカロリー、ヴィーガン、

高校生×ブランドなどをテーマに掲載。また、次世代テクノロジー「TIG」を活用した、“新た

な買い方”を提案するスライド式モーション映像「TAKASHIMAYA Sustainable Gifts」 を

スタート。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[英国の魅力あふれる品々が集結「秋の英国展」開催（10/20～）]  

新宿店本館 11 階にて 10 月 20 日～25 日、英国を代表する雑貨や食品を取り揃える「秋

の英国展」開催。テディベアやマフラー、食器など英国ファン必見の豊富な品揃えの催し。 

「秋の英国展」では、幅広い世代に愛されるテディベアや、 少し肌寒くなったこの時期にぴ

ったりの温かみのある色彩のスコットランドのマフラーのほか、衣料、食器、アクセサリーなど

を展開。定番人気の 紅茶やスコーン、パイなども販売する。（リリース） 

[“スポーツの秋”到来。「ハルクスポーツファッションフェスタ」開催（10/13～）]  

ハルクスポーツでは、10 月 13 日から「ハルクスポーツファッションフェスタ」を開催。スポー

ツからアウトドア、日常のシーンまで活躍する最旬のアイテムを展開。 

“スポーツミックスコーデ”ファッションのトレンド継続や、自粛による運動不足解消のため、ス

ポーツやアウトドアを楽しむ傾向が増え、スポーツブランドアイテムの注目が高まっている。

ファッションアイテムとして長年支持を集めるアーカイブモデルから、最新スポーツギアまで

注目のアイテムを紹介する。（リリース） 

[メイコー化粧品とマナマナプラスのコラボ企画「終活写真撮影」実施（10/15～）]  

健康用品売場のメイコー化粧品と、フォトスタジオ マナマナプラスのコラボレーション企画

「終活写真撮影」を実施。プロのメイクと撮影技術で人生最高の一枚を提供する。 

元気なうちに人生の終わりに向けた準備を行う「終活」の浸透から、遺影撮影に関する相談

が増加。新宿店に出店しているメイコー化粧品とマナマナプラスが連携し、メイクアップアー

ティストがお客さまをメイクアップ、撮影スタジオでプロカメラマンが「終活写真」を撮影する。

（リリース） 

[「Beppin Deco POP UP SHOP ㏌ HANARE 」 開催（10/16、10/17）]  

ハンドメイドアクセサリーショップ『Beppin Deco』のポップアップショップを開催。人気の 19

ブランドの作家が集結し、秋の新作を中心に、バラエティに富んだ作品を販売。 

出展する全ブランドの作家自らが店頭に立って接客を行う「オール対面販売」にて開催。

“母屋”である本館のショップとは違った雰囲気の“離れ”の特設会場で、人気作家との交流

をお祭り気分で楽しんでいただく。作家と直接言葉を交わす機会を設け、既存ファンの来店



促進を図ることはもとより、新規顧客の獲得と認知拡大を目指す。（リリース） 

[オンラインショッピングバイヤー厳選「お取り寄せパン」のラインアップ拡充]  

今春から EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」でスタートした「バイヤーが選ん

だお取り寄せパン」。9月 15日から 4ブランドが追加され、21ブランドにて展開。 

新宿店ハルクフードで人気を集める『高級食パン専門店 嵜本』を含めた 21 ブランドで展

開する。バイヤーが厳選した全国各地のこだわりの美味しいパンを味わえることから、ファン

が増加。今後も展開ブランドを追加予定。（リリース） 

◆「バイヤーが選んだお取り寄せパン」  https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c0725 

[小田急ロマンスカー×『キタムラ』コラボレーションアイテム販売（10/27～）]  

10 月 27 日より小田急ロマンスカーと『キタムラ』のコラボレーションアイテムを、新宿店本館

3階『キタムラ』と「小田急百貨店オンラインショッピング」にて数量限定で販売。 

小田急ロマンスカーの最新モデル 「GSE70000 形）」 をイメージしたハンドバッグと小銭入

れ、歴代のロマンスカー （「SE 3000 形）」、 「NSE3100 形）」、「GSE70000 形）」） をプリ

ントしたトートバッグの 3種を展開する。（リリース） 

〇[「クリスマスケーキ」10月 9日から予約受付スタート]  

「Christmas Stories」をテーマに、10 月 9 日よりクリスマスケーキの予約受付スタート。サ

ンタクロースからの甘いおいしさを詰め込んだ招待状をイメージしたケーキを展開。 

2021 年クリスマスケーキのポイント♦大人かわいいケーキがずらり 小田急オリジナルケーキ

はブランドを増やし、21種展開 ♦ミシュラン一つ星のレストランや六本木の人気パティスリー 

が新登場！ ♦人気高まり、バリエーション豊富にピスタチオを使用したケーキに注目 ♦自

宅受け取りで便利、ギフトにも最適 冷凍配送ケーキを拡充 （リリース） 

〇[「2021年小田急のお歳暮」鎌倉エリアのグルメを特集 需要高まる簡単調理惣菜も]  

「小田急百貨店オンラインショッピング」で 10 月 20 日から、新宿店では 11 月 10 日から 

お歳暮ギフトセンター開設。ＥＣサイトでのご注文は、「全品全国送料無料」（一部送料込） 

昨年好評であった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、 「注目

のエリア特集」では、2022 年の大河ドラマの舞台として注目が高まる「鎌倉エリア」のグルメ 

を展開。昨年から人気が続く、有名店の味を手軽な調理で食べられる贅沢惣菜や個食、鍋 

も取り揃えた。（リリース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[阪神梅田本店建て替え先行オープン（10/8～）] 

2014 年秋からスタートした「阪神梅田本店建て替え計画」は 2018 年 4 月にⅠ期棟竣工

し、2021年 10月 8日、7年にわたる建て替え工事を経て一部売場を除きオープンした。 

・ストアコンセプト「毎日が幸せになる百貨店」、・提供する３つの価値：１．進化し続ける「食の

阪神」、２.「新しい体験価値」を創造、３. ＯＭＯで実現する「ファンコミュニティの創造」※２０

２２年春に地下食料品売場を拡大し、グランドオープンの予定。（リリース）  

〇[「阪急阪神百貨店のお歳暮 2021」インターネット受注 10月 20日スタート] 

10月 20日、2021年のお歳暮のインターネット受注を開始（～12/22）。店頭のギフトセンタ

ーは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 10月 27日開設予定（～12/30） 

 阪急百貨店・阪神百貨店共にインターネット受注 10月 20日スタート。 ＜インターネット＞

10 月 20 日〜12 月 22日、＜店頭＞10 月 27日〜12 月 25 日（期間は阪急百貨店うめだ

本店、阪神百貨店梅田本店の例）（リリース） 

〇[阪急百貨店うめだ本店、10月 9日、クリスマスケーキの予約スタート（10/9～）] 

クリスマスケーキは“取りに来る”から“届ける”の時代へ。インターネット・店頭とも 10 月 9 日

から予約スタート。 

 【阪急百貨店うめだ本店】 ＜インターネット＞10 月 9 日〜12 月 15 日、＜店頭＞10 月 9

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


日〜12月 20日、【阪神百貨店梅田本店】 ＜インターネット＞10月 6日〜12月 18日、 

＜店頭＞10月 6日〜12月 20日（リリース） 

 

【そごう・西武】 

[イエ飲み需要増加でＥＣ受注好調 ボージョレ・ヌーボー店頭予約スタート（～11/3）] 

そごう・西武では、11 月 3 日まで、各店の食品酒売場と公式ショッピングサイト「e.デパート」

にて「ボージョレ・ヌーボー2021」のご予約会を開催。 

１１月３日まで、各店の食品酒売場と西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」にて、

ボージョレ・ヌーボー２０２１の予約を承る。通常のボージョレ・ヌーボーより格の高いワンラン

ク上の「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー」や、こだわりの古木のヌーボーなど様々な種類を

展開。（リリース）  

[西武池袋本店で「くらしのデザイン展 2021」開催（10/23～）] 

第９回目となる本展は「日々是カンドウ」をテーマに開催。日々の暮らしの中にあるカンドウ

を、グッドデザイン賞受賞アイテムとインテリアコーディネートを通して提案する。 

西武池袋本店で毎年開催している、豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイン展」。 

第９回目となる今年は「日々是カンドウ」をテーマに１０月２３日～１１月８日まで開催。コロナ

禍で生活様式が一変し、改めて暮らし方を見つめ直す機会が増えた事を受け、日々の暮ら

しの中にあるカンドウを、グッドデザイン賞受賞アイテムを通して提案する。会場には、今話

題の瞑想体験が出来る瞑想ポッドが登場。（リリース）  

〇[パーソナルギフトとしてのお歳暮を提案「あげると、あがるね。」（e.デパート 10/14～）] 

パーソナルギフト化が進むお歳暮に対し、贈る相手に気持ちの伝えやすいギフトを提案す

ることで、新たなコミュニケーションの機会として活用されるお歳暮に対応する。 

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」では１０月１４日～、西武池袋本店では１１月９

日～、そごう横浜店では１１月２日～、お歳暮の受注がスタート。コロナ禍を経て変化した贈

答習慣に対応し、パーソナルギフトとしておすすめのストーリーのある食材や、家族での団ら

ん時間が増えた事を受けて、ご家族でお楽しみ頂ける鍋料理の他、名店のご馳走やご当地

の味わいなど、新たなコミュニケーションの機会として活用できるお歳暮をご提案。（リリース）  

[ファンコミュニティサイト「マニア区」スタート（10/8～）] 

新しい顧客関係の構築に向け、オンライン上での趣味や関心事を切り口に、相互コミュニケ

ーションを目的としたファンコミュニティサイト「マニア区」を 10月 8日に開始した。 

オンライン上で趣味や関心ごとを切り口に、相互コミュニケーションを目的としたファンコミュ

ニティサイト「マニア区」が１０月８日よりスタート。「日本酒酒蔵めぐり区」「カレー区」「カスター

ド区」「うつわ区」「イケセイ区」の５つのコミュニティがスタートし、それぞれ好きなモノやコトに

ついてユーザー同士が情報交換をしながら楽しめるサイト。（リリース）  

 

【大丸松坂屋百貨店】 

[新世代タワーマンションに外商サービスを提供] 

不動産デベロッパーが手掛ける高級タワーマンションに、上質な暮らしにふさわしい、お得

意様向けサービス（外商サービス）などを提供する。 

同社グループが 2021～2023年度中期経営計画において掲げている「プライムライフ戦略」。

富裕層向けの新たなソリューションサービスとして、不動産デベロッパーが手掛ける高級タワ

ーマンションに、お得意様向けサービスを主体とする百貨店サービスを提供する。（リリース） 

☆[Think GREENの取り組み「エコフ リサイクルキャンペーン」を開催（10/6～）] 

不用になった衣料品・くつ・バッグを店頭にお持ちいただくことで、気軽にエコ活動にご参

加いただける「エコフ リサイクルキャンペーン」を 10店舗で 10月 6日から順次開催。 



地球温暖化が進み異常気象が多発するなど様々な環境問題を抱えている社会状況を考慮

し、環境負荷の少ないサステナブルな商品・サービスを提案する活動 「Think GREEN」。 

その取り組みの１つである「エコフ リサイクルキャンペーン」では、いらなくなった衣類品など

を店頭にお持ちいただき回収することで、環境に役立つ活動を行っている。（リリース） 

[ショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」、大丸東京店にオープン（10/6～）] 

リアル店舗を持つ百貨店の強みを活かし、大丸東京店 4 階に、初めての取り組みである D

２Cブランドのショールーミングスペース「明日見世 (asumise)」をオープン。 

既存顧客への新たな価値提供、新規顧客の獲得につながるコンテンツとしての可能性を見

出し、お客様と出店ブランドにとって魅力あるコンテンツに作り上げていくとともに、D２C ブラ

ンドとのネットワークを強化する。（リリース） 

[～マーケティングで学ぶお店の『価値』の伝え方〜「もとまちこどもマルシェ」開催] 

神戸学院大学と大丸神戸店が協働し、2017 年より開校した「もとまち こども大学」。今回

は神戸・南京町〈老祥記〉と連携した特別企画「もとまちこどもマルシェ」を開催。 

「もとまち こども大学」は、"未来をつくるこどもたちの創造性を高めたい"という想いをもって、 

神戸学院大学と大丸神戸店が協働し、2017 年より開校。これまでに約 35 回のプログラム

を開催してきた。今回は、神戸・南京町の老舗豚饅頭店〈老祥記〉と連携した特別企画を開

催する。（リリース） 

[テーマは“セッション“ 松坂屋創業４１０周年祭（10/13～）]            

松坂屋名古屋店では、今年で 410周年を迎えたことを記念し、お客様への感謝をこめた周

年祭を開催。４月に続き、“五感に響く時間”をテーマに約 17の企画を展開する。 

北館・本館・南館の合計12フロアに約100点のアート作品が展示される“アートセッション”、

ファッションや人生の生き方をテーマにした映画の無料上映や、大須演芸場の出張寄席、

街角ピアノなど、注目のイベントが盛り沢山。（リリース） 

[うつくしき和色の世界 ― KIMONO ― （10/13～）]            

松坂屋名古屋店では、松坂屋創業 410 周年、松坂屋美術館誕生 30 周年を記念した展

覧会を開催。江戸時代製作の着物を生地の色で 3章にわけ「和色」の持つ意味と魅力を紹

介する。 

松坂屋が所蔵する染織品の中から江戸時代に製作された着物を生地の色で 3 章にわけ、

「和色（わのいろ）」の持つ意味と魅力を紹介する。第一章では「白」、第二章では「青」「緑」

「黄」「黒」、第三章では「紫」「赤」と地色を「染め分け」した着物を中心に、裂・帯・雛形本な

どあわせて約 160点を紹介。（リリース） 

〇[2021年大丸・松坂屋冬の贈り物 ニューノーマルなお歳暮ギフトを充実な品揃えで提案]  

松坂屋名古屋店では、お歳暮ギフトのオンライン受注がスタート。今年はコロナ禍で変化した

生活スタイルに合わせ、ニューノーマルなお歳暮ギフトを提案する。 

コロナ禍で変化した生活スタイルに合わせ、帰省する代わりに身内に贈る“帰省暮”や、 昨

年から好調な自家需要に対応した“自分へのご褒美ギフト”、そして“ サステナブル ギフト” 

という新しい切り口で、ニューノーマルなお歳暮ギフトを提案する。（リリース） 

[グルメもスイーツも素材推し。秋の大北海道物産展（9/29～松坂屋名古屋店）]            

食欲の秋に美味しいグルメを堪能できる秋の北海道物産展開催。自粛が続く行楽シーズ

ンに旅行気分が味わえる、北海道ならではの旬とこだわりの素材に注目したグルメを集めた。 

今回の北海道物産展の見どころは“素材”。大丸・松坂屋全店の北海道物産展を担当する

専任バイヤーが注目したのは「北海道の旬＆こだわりの素材」。網走のイバラガニや、北海

道で育った 946BANANAなどを使った絶品グルメを会場に届ける。（リリース） 

[【大丸下関店】シーモール下関大誕生祭(10/9～)・秋の大北海道市開催(10/13～) 

シーモール下関は、44 周年の感謝の気持ちを込めて、シーモール・大丸下関店 2 店合同

「シーモール下関大誕生祭」を開催。10月 13日からは 2年ぶりの「秋の大北海道市」開催。 



「シーモール下関大誕生祭（10/9～10/25）」では、シーモール駐車場無料、紅白まんじゅう

プレゼント、富くじ大抽選会の合同企画を実施。大丸下関店では、「秋の大北海道市（10/13

～10/25）」を 2年ぶりに開催する。（リリース） 

 

【松屋】 
〇[2022年松屋のおせち アフターコロナを見据えて華やかに（ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ 10/1～）] 

外出自粛傾向が続く中、ご自宅で堪能いただけるレストランや名店のおせち、お正月だか

らこそ贅沢に過ごしたい方への特別なおせちを展開。 

【2022 年松屋のおせち特徴】 １.お正月を贅沢に過ごす、豪奢おせち、 ２．名店、レストラ

ン・ホテルを応援、 ３．食材におけるサステナブルなおせち、 ４．産地応援 生産者の顔が

見える 安心・安全なおせち、 ５．個食充実（リリース） 

〇[2021松屋のクリスマスケーキ 有名レストランのケーキが初登場（ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱ 10/1～）] 

松屋では、10 月 13 日より「2021 松屋のクリスマスケーキ」の予約を開始。ラグジュアリー

ケーキの他、百貨店で初めて展開するレストランケーキが登場。 

今年のポイント ①クリスマスをご家族で、贅沢に過ごしていただけるラグジュアリーなケーキ

を紹介、②本格派ケーキを好む方へ、ホテルやレストラン、パティスリーケーキが充実、③王

道 の人気を誇る、ショートケーキが充実、④全国配送可能なデリバリーケーキを強化。（リリ

ース） 

☆[サステナブルな暮らしを提案する「BEAUTIFUL MIND」 （松屋銀座全館 10/6～）] 

松屋銀座では、10 月 6 日～11 月 9 日まで、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する

全館プロモーション「ビューティフルマインド 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」を開催。 

10 月は、経済産業省、環境省を含む 3R 関係 8 省庁が主導する 3R 推進月間。「ビューテ

ィフルマインド」では、３R やサステナブル、エシカルに繋がる商品やサービスを様々な角度

から紹介する。（主な内容）「リメイクや回収サービスで３R」「SDGs につながる 12 ブランドを

集めた催事」「ハギレや過去の商品をアップサイクル」「再生コルクを回収し、ラッピングや館

内装飾に」（リリース） 

[スーツ名物催事「銀座の男」市と連携しゴルフウェア強化] 

松屋銀座では、密を避けるゴルフがコロナ禍で引き続き好調な中、紳士売場での取り扱

いを開始し、ビギナーを取り込む。 

「３密」を避けやすく、 運動不足解消・健康志向の高まりの中で安全で魅力的な娯楽として、

コロナ禍以降、若い世代にも人気が高まっているゴルフ。紳士フロアのブランドでもゴルフウ

ェアの取扱いを増やし、さらなる新規顧客の掘り起こしと売上拡大を図る。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
☆[百貨店初 百貨店直営の常設買取・引取サービス「i'm green」オープン（10/1～）]  

10 月 1 日より、お客さまの使われなくなったお品物の買取・引取ご相談窓口「i'm green

（アイム グリーン）」伊勢丹新宿本店にオープン。 

お客様の使われなくなった品物を買取・お引取し、次に繋げるサービスとして、昨年日本橋

三越本店に検証店舗をオープンした「i'm green」。10月 1日、伊勢丹新宿店のオープンを

皮切りに本格スタートする。循環型社会の実現を目標とし、販売後のサポートの運営を自ら

担うことで、新たな購買体験の創出・促進も視野に入れる。（リリース） 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001913.000008372.html 

[年に一度の香りの祭典「サロン ド パルファン 2021」開催（伊勢丹新宿本店 10/27～）]  

国内最大規模の香りの祭典「サロン ド パルファン 2021」を開催。第 9 回目となる今回

は、本館の開催に加え 10月 27日〜11月 9日まで伊勢丹新宿店メンズ館にて初開催。 

伊勢丹新宿店メンズ館では「選べる 喜び、 楽しさ」をテーマに、日本初上陸ブランドや本イ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001913.000008372.html


ベント限定・先行販売フレグランスなど、200 点以上のフレグランスが集結する。『アワード』

『キュレーター』『カウンセリング』の３つのサジェストを設けた。（リリース） 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001909.000008372.html 

〇[伊勢丹新宿本店･三越日本橋本店･三越銀座店でクリスマスケーキ予約スタート（10/9～）]   

クリスマスケーキのテーマは、伊勢丹新宿本店「アルコンスィエル（虹）」、日本橋三越本店

「プレジール（喜び、楽しみ）」銀座三越「Hopeful Christmas」。10月 9日予約開始。 

 [伊勢丹新宿本店]虹が現れるわずかな瞬間が人々に感動を与えるように、お客様にとって

も幸せなひとときを。（リリース） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001919.000008372.html 

[三越日本橋本店]家族でケーキを囲むわくわく感や喜びを。（リリース）  
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001900.000008372.html 

[三越銀座店]世の中やお客様の心に希望の光を指すクリスマスに。（リリース） 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001899.000008372.html 

〇[10月 12日より三越、10月 15日より伊勢丹のお歳暮オンラインストアがオープン]  

「おくるんるん、もらうふふ」三越伊勢丹の冬の贈り物。10月 12日オープンのオンラインス

トア「三越のお歳暮」を皮切りに、オンラインストアと店舗で順次開催。 

夏に引き続き「つなぐ」をテーマに時代・地域・人をつなぐギフトを提案。おくるときめきや、も

らうよろこびを表現した「おくるんるん、もらうふふ」をキャッチコピーに、三越伊勢丹が考える

“サステナブル”をかたちにした、「みらいへつなぐ贈りもの」をはじめ、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など、多彩な贈り物を提案。（リリース） 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001927.000008372.html  

 

【東武百貨店】 
〇[“星”に願いを 「東武のクリスマスケーキ」（10/7～）]  

10月 7日より「2021東武クリスマスケーキ」の予約受付を開始。夢や希望を象徴する「星」

のモチーフをまとった東武限定品を展開する。 

大切な人の幸せや明るい未来を願いながらお楽しみいただきたいとの想いから、夢や希望

を象徴する「星」のモチーフをまとった東武限定品を展開する。店頭のほかオンライン注文

でご自宅にお届けする「冷凍ケーキ」や、家族や友人とお楽しみいただけるオードブルもご

用意している。（リリース） 

〇[「東武のお歳暮 2021」10月 28日にギフトセンター開設（池袋本店 10/28～）]  

10 月 28 日より「東武のお歳暮 2021」ギフトセンターを開設。お中元で好評であった、日

本各地の特産品・名産品をギフトにした「おうちで！旅気分」を拡大展開する。 

「東武のお歳暮 2021」のインターネット受付開始に引き続き、10月 28日よりギフトセンター

を開設。日本各地の特産品・名産品をギフトにした「おうちで！旅気分」の商品数を約 1.5 

倍に増やし、17 道府県から 23 都道府県へ拡大しご提案。また、年始をご自宅で迎えるた

めの「新春特集」として、ご家族でお正月を楽しめる商品をご紹介する。（リリース） 

                                       以上 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001909.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001919.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001900.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001899.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001927.000008372.html
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店舗：日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店 ほか ※一部、展開のない店舗・商品もございます 

WEB:タカシマヤファッションスクエア／髙島屋オンラインストア にて ※一部、取り扱いのない商品もございます 

日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、大宮店、柏店、高崎店、大阪店、堺店、泉北店、京都店、岐阜店、岡山店 

 

 

2021年９月 

サステナブルな循環型社会を目指す髙島屋のプロジェクト 

Depart
デ パ ー ト

 de
デ

 Loop
ル ー プ

 

「再生し続ける服。」 

２０２１年 10月６日（水） より 髙島屋各店・WEBにて販売 

  

2021年１０月6日（水）～10月１２日（火） 衣料品回収キャンペーン 同時開催 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サステナブルな循環型社会の実現を目指す髙島屋のプロジェクト、 「Depart
デ パ ー ト

 de
デ

 Loop
ル ー プ

」。 その一環と

して、BRINGTM(ブリング)（※1）とパートナーシップを組み、再生ポリエステルを使った服を販売し、長くご

愛用いただいた後に回収し、回収した服は繊維原料に再資源化して何度でも新しい服に生まれ変わらせま

す。このたび、環境に配慮した循環型商品 「再生し続ける服。」 として、今秋冬の新作が約４０アイテム登場

いたします。 

これらの商品は、リサイクルが可能な循環型商品として、服の販売とともに回収もセットで行います。お客

様に長くご愛用をいただき、ご不要になった際は髙島屋のご購入店舗へお持ちいただくと、お買い上げ売

場にて回収いたします。「販売」・「回収」・「再生」を繰り返す循環型商品として、商品にはタグ（写真：左下画像）

を印としてつけており、販売した売場にて常時回収を行い、再生ポリエステル樹脂の原料として活用してい

きます。また期間限定で、髙島屋での購入品に限らず、ご不要の衣料品を回収する「衣料品回収キャンペー

ン」（一部、除外品あり）も各店にて実施いたします。 
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Image by : White Mountaineering 

循環型商品 「再生し続ける服。」 の一例   

※価格はすべて税込み表示  ※WEB販売の表記は、タカシマヤファッションスクエア（TFS）、髙島屋オンラインストア（TOS） 

【White Mountaineering】 CAPSULE COLLECTION   

この秋、White Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）と髙島屋のスペシャルコラボレーション

が実現。再生ポリエステル糸（BRING MaterialTM ）（※2）を使った、サステナブルなカプセルコレクションシリ

ーズが登場しました。                 ※こちらの商品は10月１５日（金）発売予定 ※WEB（TFS）は順次販売予定 

 

 

 

 

 

 

 

左から：すべて、髙島屋限定販売  販売ショップ：CSケーススタディ （メンズ）  ※各２色展開・２サイズ 

ボアブルゾン82,500円  ボアベスト５２，８００円   ロング Tシャツ３０，８００円 カーゴパンツ３９，６００円  

 

White Mountaineering デザイナー 相澤 陽介 氏 

1977年生まれ。多摩美術大学デザイン科染織デザイン専攻を卒業後、2006年に 

White Mountaineering をスタート。これまでに Moncler W、BURTON THIRTEEN、 

adidas Originals by White Mountaineering など様々なブランドのデザインを手がける。 

2019年からは、北海道コンサドーレ札幌のクリエイティブディレクターにも就任。また、2020年春夏 

より LARDINI by YOSUKE AIZAWA をスタートする。その他、多摩美術大学の客員教授も勤める。 

 

【メンズ】 左から：すべて、髙島屋限定販売           

 

 

 

 

 

 

 

 

〈THE GIGI〉  販売ショップ：サロン ル シック セレクト メンズ/WEB（TOS）は 10月下旬発売予定 

ブルゾン 49,500円、 シャツ 29,700円  パンツ 33,000円  （各 2色展開） 

〈タカシマヤ スタイルオーダー サロン〉  販売ショップ：タカシマヤ スタイルオーダー サロン  

セットアップスーツ 75,900円  （オーダー価格、納期約５週間） 

〈マッキントッシュ フィロソフィー〉 販売ショップ：マッキントッシュ フィロソフィー/WEB（TFS）販売 

コート 68,200円 （38/40サイズ/2色展開）  ツイード調素材とキルティングのリバーシブル仕様 

〈コムサ・メン〉 販売ショップ：コムサ・メン/コムサ・ステージ メン/WEB（TFS）販売 

ブルゾン 47,300円 （S/M/Lサイズ/3色展開） 
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【レディス】 左から：すべて、髙島屋限定販売 

 

 

 

 

 

 

 

                                

〈シーズンスタイルラボ〉 販売ショップ：シーズンスタイルラボ/WEB（TFS）販売 

ニットブルゾン 20,900円 （2色展開） 

〈TOLIGHT×デニムスタイルラボ〉 販売ショップ：デニムスタイルラボ/WEB（TFS）販売 

スウェット 14,850円 （S/Mサイズ/2色展開 カラーによって柄が異なります） 

〈マッキントッシュ フィロソフィー〉 販売ショップ：マッキントッシュ フィロソフィー/WEB（TFS）販売 

ボアジャケット 39,600円 （36/38サイズ/2色展開）  キルティングとボア素材のリバーシブル仕様 

 

【キッズ】 左から：すべて、髙島屋限定販売 

 

 

 

 

 

 

 

                                

〈Clean2〉  販売ショップ：CSケーススタディキッズ ブルゾン 24,200円 （130・150cm） 

〈ヒロミシスル〉 販売ショップ：CSケーススタディキッズ  ブルゾン 24,200円  キュロットパンツ １６，５００円   

（各 130・150cm/2色展開） 

 

【詳しくはこちら】 販売商品、情衣料品回収キャンペーン情報など 

■「Depart
デ パ ー ト

 de
デ

 Loop
ル ー プ

」 ＵＲＬ  

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html 

髙島屋のホームページ（右の二次元コード）にてご覧いただけます。 

※秋冬の新商品、衣料品回収キャンペーン情報については、9月 28日（火）18時公開予定 

 

■タカシマヤファッションスクエア URL  ※10月 6日（水）午前 10時より販売予定 

https://www.t-fashion.jp/static/eew211006_tk_bring 

 

■髙島屋オンラインストア URL  ※10月 6日（水）午前 10時より販売予定 

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

https://www.t-fashion.jp/static/eew211006_tk_bring
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/
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【髙島屋各店にて、衣料品回収キャンペーンを開催】  

  

■会期：１０月６日（水）～１０月１２日（火）  

■回収対象： ご不要の衣料品  

※素材、ブランド等不問。髙島屋での購入品に限らず、回収いたします。 

■開催店舗： 日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、大宮店、柏店、高崎店、大阪店、 

堺店、泉北店、京都店、岐阜店、岡山店 ※計 14店舗  

開催店舗・場所の詳細はホームページ（右の二次元コード）にてご覧いただけます 

9月２８日（火）18時公開予定 

 

「衣料品回収キャンペーン」 

回収した衣料品は、パートナーシップを組む BRINGTM （ブリング）（※1）の 

リサイクルシステムを活用し、役目を終えた衣料品を地球の資源にリサイクル 

します。ポリエステルはもう一度ポリエステル製品（樹脂、糸、生地、服）に生まれ 

変わります。まだ着られる服、使用できる服は、寄付やリユースを行います。 

ポリエステル以外の原料も可能な限り、資源にまで再生します。 

 

 

（※1） BRINGTM（ブリング）とは 

BRINGは、服から服をつくる繊維リサイクルのプラットフォームにより、サーキュラーエコノミーを実現する

アウトドアウェアブランドです。BRINGブランドは日本環境設計株式会社が運営しています。 

https://bring.org/ 

 

（※2） BRING MaterialTM（ブリングマテリアル）とは 

BRING MaterialTM（ブリングマテリアル）は、BRINGのサプライチェーンでつくられた原料・糸・生地・最

終製品を素材として使用する場合に表示される商標です。アパレル製品をつくるときに発生する糸くずや

お客様からご提供いただいた古着などを原料にして再生した、何度も再生し続けるサステナブルなポリエ

ステルです。 

 

※各店舗の営業時間・販売スタート時期や、衣料品回収キャンペーン等は、都合により変更が生じる場合がございます。 

※各店舗の営業時間については、最新の情報を各店ホームページにてご確認をいただけます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

https://bring.org/
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髙島屋限定 

 

 

 

 

2021年10 月 

2021 年 髙島屋のお歳暮 
 

髙島屋オンラインストア：10月8日（金） 午前 10時よりスタート 
※販売期間等は商品によって異なります。「テイスティーデイズ」掲載商品は10月15日（金）午前10時より承り開始 

髙島屋各店舗 （関東）：10月27 日（水）より順次「ばらのギフトセンター」スタート 

 

 

お歳暮は、日頃からお世話になっている方へ1年の締めくくりとして、 

お礼の気持ちをあらわす贈り物。 

近年は、この時期ならではの限定品や、今だけ・ここだけの美味しいグルメ 

が一堂に集まるシーズンイベントとして、ご自宅用ニーズやカジュアルギフト 

に利用される方も増えています。 

そうした中、髙島屋の「テイスティーデイズ」（ご自宅用お歳暮カタログ） 

では、本年は新たにサステナブルフードを特集。SDGsへの注目が高まる中、 

「おいしくはじめる、サステナブル」をテーマとしたお歳暮ギフトをご提案 

してまいります。「テイスティーデイズ」に掲載の商品は全て、店頭と、 

髙島屋オンラインストアにてお買い求めいただけます。 

 

 サステナブルフード特集 特徴的な商品の一例  

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

【1】おいしく食べて、環境が守れる。 

つくる責任、使う責任に注目し、海や山への負荷軽減による“地球にやさしい”「アップサイクル」、「循環型農

業」、「オーガニック認証」などをキーワードとした“おいしく食べて、環境が守れる”ギフトをご提案。 

【2】分け合うことで、みんなが豊かに。 

貧困や飢餓の撲滅、働きがいと経済成長の両立に注目し、“おいしさも、生まれた利益もシェアする”ことで、 

みんなが豊かになれる、「フェアトレード」、「農福連携」、「開発援助」などをキーワードとしたギフトをご提案。 

【3】健康的な生活をおくるため、カラダが喜ぶ一歩。 

すべての人が健康的な生活をおくるため、カラダが喜ぶ一歩として「スローカロリー」や「ヴィーガン」などを 

キーワードとしたギフトをご提案。 

【4】次世代を担う「高校生×ブランド」が、おいしさを追求 

海や陸の豊かさの保護に注目したギフト。次世代を担う「高校生」が栽培・飼育・漁獲した食材を使い、おいし

さを追求するブランドが、髙島屋だけのお歳暮ギフトに仕上げました。 

 

 【1】 おいしく食べて、環境が守れる。  

 アップサイクル  不要なものに新たな価値を加え、より良く生まれ変わらせる 

＜ショブレ＞ エラリー ・・・4,644円 

割れてしまったメープル味の、サクサクのショートブレッドを土台生地に使用。 

リコッタチーズや生クリームのまろやかさに、レモンが爽やかなアクセントを添

えています。（チーズケーキの長さ 約17cm） 
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髙島屋限定 

髙島屋限定 

 

髙島屋限定 

 代替肉  大豆など植物性の原材料を使い、肉の旨みや食感も持たせた食品 

＜菜道 -saido ＞ 菜食ハンバーグセット ・・・5,400円 

東京自由が丘の人気ヴィーガンレストラン「菜道-saido」が、 

フルヴィーガンレシピのハンバーグを作り、洋風ソースを添えました。 

植物性の食材のみでありながらジューシーなハンバーグで、心も体も 

満たされます。 

 

 

 オーガニック認証  環境や生物への負荷を抑えて作られ、一定の基準を満たした食品 

＜新潟・加島屋＞ キングサーモン切身詰合せ ・・・5,454円 

バンクーバー島西海岸の入り江で天然に近い環境を整え、水揚げまでを厳格に 

管理し、カナダのPro-cert Organic System Ltdの発行するオーガニック認証 

を取得。そのキングサーモンを切身にしました。  

 

 

 

 循環型農業   廃棄物を利用し、循環させて持続可能にする農業の仕組み 

＜エコ・フード＞ 緑茶豚のしゃぶしゃぶ用 ・・・5,400円 

いわゆるフードロスと言われる食品残渣を乳酸発酵させた飼料と、茶殻を豚に与え

ています。茶殻に含まれるカテキンやビタミン類が、豚の健康に作用しています。 

また、豚から出た資源や廃棄物を活用してバイオマス発電（エネルギーに変換）を

行う循環型農業を推進しています。豚から出た資源は発電プラントの中で分解され、 

肥料として近隣の水田や畑に提供しています。 

 

 

 

 【2】 分け合うことで、みんなが豊かに。  

 フェアトレード  公正な取引により、開発途上国の生産者やこどもたちの生活を支えます 

 

＜キャピタルコーヒー＞  

フェアトレードドリップコーヒー詰合せ ・・・3,240円 

フルーティーさと酸味が特徴のエチオピア産と、重厚感のある甘みとコクを楽し

めるグアテマラ産。フェアトレード認証（※）のコーヒー2種セット。 

 

（※）Fairtrade Internationalによる「国際フェアトレード認証ラベル」 

 

 農福連携  働くことを通じて障がい者は自信や生きがいを、農家は担い手を得られます 

 

＜トロピカアマミ＞ 奄美のジェラート ・・・5,184円 

 

継続就労支援B型を取り入れている企業のもとで作られた、奄美の素材を 

使ったジェラート4種。“奄美の味と香り、心をそのまま”、南国気分を楽しめ

るセットです。 
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髙島屋限定 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

  【3】 健康的な生活をおくるため、カラダが喜ぶ一歩。  

 スローカロリー○R   糖がおだやかに吸収され、満足が持続するスイーツ 

＜ブールミッシュ＞ ショコラフリュイ ・・・3,780円 

チョコレートの生地に、ラム酒が香るオレンジやレーズンなど6種類のフルー

ツやクルミを入れたケーキ。糖は、三井製糖のパラチノース○Ｒを使用。濃厚で

リッチな味わいと、スローカロリーならではの“からだにやさしい”スイーツ

です。 

 

 

 ヴィーガン  乳製品や卵も含め、動物性食品を口にしない完全菜食 

＜CARVAAN
カールヴァーン  

 Delicatessen
デ リ カ テ ッ セ ン

＞  

古代小麦のヴィーガンジェラートクッキー サンド ・・・6,204円 

動物性食品や白砂糖は使わず、古代穀物のスペルト小麦、カンボジアの花蜜

を煮詰めた花蜜糖、豆乳やココナッツミルクを使用。植物性でも濃厚、 

リッチな味わいです。（花蜜ソイミルク、デーツ＆カカオ、ヘーゼルナッツ、

ピスタチオ、アーモンド、フィグ 各1個） 

 

 

 

  【4】 次世代を担う 「高校生×ブランド」が、おいしさを追求。  

 高校生×ブランド  

＜三崎・羽床総本店＞ 海洋科学高校×羽床の漬魚4種 ・・・5,400円 

1 ヶ月以上におよぶ遠洋航海実習により、日付変更線を越えた南洋で仲間と釣

り上げた産卵前の脂ののったカジキを、味噌漬、粕漬、オイル漬、西京漬にし

ました。 

 

 

 

 高校生×ブランド  

＜中央農業高校＆皇朝＞ 神奈川県産豚肉点心セット ・・・5,400円 

食品循環資源飼料を使って、地球環境にやさしい養豚を続けています。 

生産者としての自覚を学び、毎日の管理も全員で行い、愛情を注いだおいしさで

す。 

 

 

 高校生×ブランド  

＜梅守本店＞  

山辺高等学校のほうじ茶と赤大根を用いた手鞠寿し 15個詰合せ ・・・5,400円 

奈良県大和高原の自然に囲まれた学校で栽培したほうじ茶を「ほうじ茶もなか寿

し」に。皮も中身も赤い鮮やかな赤大根を「紅白華手鞠」のお寿司にしました。 

うめもりの手鞠寿しとともにお楽しみいただけます。 
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 “触れる動画” TIG動画 お歳暮ギフトの“新たな買い方”をご提案   

 

次世代動画テクノロジー「TIG」を活用した、デジタル上の 

“新たな買い方”をご提案するスライド式モーション映像 

「TAKASHIMAYA Sustainable Gifts」をスタートいたします。 

「TIG」は、動画内に表示される商品画像に“さわれる部分”を設定し、 

その個所をタップすると、情報をピックアップしたり、そのまま商品が 

ご購入できるしくみです。（※） 

映像の中では、「贈る相手」→「商品カテゴリー」→「（サステナブルで）大切にしたいこと」の順番で、それぞ

れのテーマからキーワードを選択すると、視聴者のお好みにあわせたオススメの“サステナブルなギフト”をご

提案いたします。 

（※）ご購入サイトは髙島屋オンラインストアとなりますので、ご購入の際は会員登録が必要となります。 

■「TAKASHIMAYA Sustainable Gifts」URL： 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/wintergift/sustainable.html 

※10月22日（金）午前10時より公開 

 髙島屋オンラインストア  

髙島屋オンラインストアでは、「テイスティーデイズ」や「お歳暮カタログ」掲載品はもちろん、オンラインスト

ア限定品や独自特集として「これからの暮らしのギフト」「ご当地ギフト」などをテーマごとにご提案いたします。

また、髙島屋オンラインストアでご注文された方を限定に、「タカシマヤポイントプレゼント」や「抽選でカタロ

グギフトプレゼント」などのお買上げ特典もご用意いたしました。 

 

■お歳暮URL：  

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2

021&utm_campaign=wintergift 

 

■承り期間： 2021年 10月 8 日（金）午前 10 時～ 12月 25 日（土）午前 10 時まで 

※販売期間等は商品によって異なります。 

 

 2021髙島屋のお歳暮 “エコ届け”キャンペーン  ※髙島屋オンラインストア限定キャンペーン 

コロナ禍の巣ごもり消費等を背景に、宅配便のご利用が増加しています。そうしたなか、髙島屋オンラインスト

アでは、お歳暮ギフトの「配送ピークの分散化」「エコ包装の促進」を通じて環境や物流に優しい“エコ届け”を

推進する「エコ届けキャンペーン」を初めて実施いたします。 

 

■キャンペーン期間： 

2021年 10月 8 日（金）午前 10 時～ 11月 20 日（土）午前 10 時まで 

 

※詳しくはこちら： 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=000708&utm_source=qr&utm

_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=000708 

 

① 上記の期間中、「2021髙島屋のお歳暮」特集に掲載の商品を税込 5,500円以上（累計）お買い上げのお客様

を対象に、お歳暮ギフトのお届けが集中する配送ピーク期間を避けた「11 月 30 日までのお届け日」のご指

定でご注文をいただいた方の中から抽選で“サステナブルギフト”等が当たる“エコ届け特典”をご用意い

たしました。 

 

② さらにWプレゼントとして、「11月 30日までのお届け日」のご注文全てに「エコ包装」をご指定いただい

た全ての方を対象に、髙島屋オンラインストア・タカシマヤ通信販売サイトでご利用いただける送料無料ク

ーポンを進呈します。 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/wintergift/sustainable.html
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/wintergift/sustainable.html
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=wintergift
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=wintergift
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=wintergift
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/wintergift/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=wintergift
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=000708&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=000708
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=000708&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=000708
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=000708&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=000708
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/campaign_detail.html?campaignCd=000708&utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=2021&utm_campaign=000708
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 2021年 髙島屋の歳暮 基本情報   

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

・カタログ掲載点数   ：約2,000点（前年同様）  ※髙島屋15店舗 

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

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

定番商品の中から、髙島屋が厳選した商品を中心に業界最大規模で展開。 

・ネット掲載点数    ：約5,000点予定 

うち、期間中最大約1,500点が日本全国送料無料 

 

 

 「関東」 各店の承り期間 一覧   

※各店ギフトセンターの会期に変更が生じる場合がございます。 

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

以上 

 

 

 

店舗名（関東） 本年会期 前年会期 

オンラインストア 10/8（金）午前10時～12/25（土）午前10時 10/9（金）午前10時～12/25（金）午前10時 

日本橋店 11/3（水・祝）～12/22（水） 11/5（木）～12/23（水） 

新宿店 11/5（金）～12/22（水） 11/5（木）～12/24（木） 

玉川店 11/10（水）～12/22（水） 11/11（水）～12/22（火） 

立川店 10/27（水）～12/21（火） 10/28（水）～12/22（火） 

横浜店 11/5（金）～12/22（水） 10/29（木）～12/15（火） 

大宮店 11/3（水・祝）～12/20（月） 11/4（水）～12/21（月） 

柏店 11/2（火）～12/22（水） 11/5（木）～12/22（火） 

高崎店 11/10（水）～12/23（木） 11/11（水）～12/25（金） 

岐阜店 11/11（木）～12/20（月） 11/11（水）～12/20（日） 
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                                  株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

小田急百貨店では、新宿店本館11階催物場において、10月20日（水）～25日（月）の期間、

英国を代表する雑貨や食品を取り揃える「秋の英国展」を開催します。 

幅広い世代に愛されるテディベアや、少し肌寒くなったこの時期にぴったりの温かみのある色彩の

スコットランドのマフラーのほか、衣料、食器、アクセサリーなどを展開。定番人気の紅茶やスコー

ン、パイなども販売します。英国ファン必見の豊富な品揃えの催しです。 

 

＜商品の一例＞ 

 

 

創業 91 年目迎えたブランドを代表

したベア 

『メリーソート』 

オックスフォード 15,400円 

1837 年創業ヨークシャーの

老舗ブランド 

『Bronte by Moon】 

マフラー 7,700円 

ロンドンで生まれたシューズブランド 

『バタフライツイスト』 

ユニオンジャック ポケッタブルシューズ 

8,800円 

イギリスの名窯の 2018 年の登場の

シリーズ 

『スポード』 

クランベリーイタリアン カップ＆ソ

ーサー 5,500円 

 

英国専門誌の編集長を長らく務めた

新宅久起氏のティールーム 

『スリーティアーズ』 

レモンメレンゲパイ 864円／1個  

＜各日限定30点＞ 

ロンドンのデザイン会社から

2008 年に発表されたブランド

『ペッツロック』 

クッションカバー 8,800円 

 

英国の魅力あふれる品々が集結！ 

「秋の英国展」を開催します 
～人気の「レモンメレンゲパイ」も数量限定で登場します！～ 

 

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 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



報道関係資料 

2021 年 10 月 11 日 

株式会社小田急百貨店 

▲『アディダス』スタンスミス

13,200 円 【ハルク 2 階アスレ

チックウェア売場】 

半世紀に渡り愛され続ける定番

モデル「スタンスミス」に新作が

登場。天然ゴムやリサイクル素材

を使用したサスティナブルなス

ニーカーです。 

▲『フェールラーベン バイ トリニ

ティ』カンケン 12,100 円【ハル

ク地下 1 階アウトドア用品売場】 

1978 年、スクールバッグに始ま

り、大人になっても使える耐久性と

世代を超えて使えるバッグとして

世界中にファンを広げています。 

▲『グレゴリー』デイパック  

（左）24,200 円 （右）22,000 円 

【ハルク地下 1 階アウトドア用品売

場】 

創業当時から 40 年以上も愛され続

けるティアドロップ型パック。日常使

いからアクティビティーまで対応で

きる機能性を備えています。 

 

長年支持されるアーカイブモデルから、最新スポーツギアまで展開！ 

▲『フレッドペリー』ザ フレッドペ

リー シャツ 14,300 円 【ハルク

2 階スポーツ&カジュアル売場】 

ブランドを象徴するアイコニックな

ポロシャツとして 1952 年に誕生。

イングランド製にこだわり続け、襟

と袖の 2 本ラインが特徴です。 

 

▲『カンタベリー』ラグビージャ

ージ 10,780 円【ハルク 2 階ス

ポーツ&カジュアル売場】 

ニュージーランドで生まれたディ

ティール・仕様を継承し、フィー

ルドを選ばず、幅広いシーンで愛

用されるラガーシャツの定番。 

 

▲『ザ・ノース・フェイス・プラ

ス 』 マ ウン テ ンジ ャ ケッ ト 

55,000 円 【ハルク地下 1 階ア

ウトドア用品売場】 

1985 年に登場し、一大ブームを

巻き起こしたマウンテンジャケッ

ト。肩ヨークを切り替えたシンボ

リックなデザインも魅力です。 

 

。 

 

“スポーツの秋”到来！ハルクスポーツにて 

最旬のスポーツファッションを提案 
～ 10 月 13 日（水）から、「ハルクスポーツファッションフェスタ」を開催 ～     

 

落ち着いた天候が続き、身体を動かすのに最適な“スポーツの秋”到来。小田急百貨店

新宿店のハルクスポーツでは、10 月 13日（水）から「ハルクスポーツファッションフェ

スタ」を開催し、スポーツからアウトドア、日常のシーンまで活躍する最旬のアイテムを

展開します。 

近年、“スポーツミックスコーデ”ファッションのトレンドが続いていることや、自粛生

活による運動不足解消のために、新たにスポーツやアウトドアを楽しむ傾向が広がったこ

とで、スポーツブランドアイテムの注目が高まっています。 

 

 

 

ファッションアイテムとして日常のシーンに取り入れやすい、長年支持を集めるアーカ

イブモデルから、本気でスポーツに取り組む方におすすめの最新スポーツギアまで注目の

アイテムを紹介します。 
 
■スポーツファッションの“鉄板アイテム”！アーカイブモデル 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

▲『On』レディース ランニ

ングシューズ 16,830 円 

【ハルク 2 階フィットネス

&ランニング売場】 

スイス・アルプス生まれのラ

ンニングシューズ。「Cloud 

X」は素材にこだわり、軽量

化に特化したモデルでタウ

ンにも使えます。 

▲『CW-X』レディース

タイツ 20,900 円  

【ハルク 2 階フィットネ

ス&ランニング売場】 

独自のテーピング原理で

着地の衝撃からひざを守

り、腰から脚までをフル

ガード。カラダへの負荷

が強いスポーツにおすす

めです。 

▲『アークテリクス』 

バックパック 29,700 円 

【ハルク地下 1 階アウトド

ア用品売場】 

15 インチまでのノートパ

ソコンスリーブやメッシュ

ポケットを備え、通勤から

ハイキングまで幅広く活躍

するバックパックです。 

▲『GOLF A SELECT  

有賀園ゴルフ』〈キャロウェ

イ〉エピック アイアン 5 本

セット 

「Speeder EVOLUTION 

for Callaway（Ｒ）シャフ

ト」176,000 円【ハルク 1

階ゴルフウェア・用品売場】 

スタイリッシュな大型・中

空ヘッドに最先端技術が満

載。フェースのどこでヒッ

トしても、高いボール初速

と理想的な弾道に。 

■進化を遂げる最新モデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「スポーツファッションフェスタ」イベント＞ 

■“スポーツの力を感じた瞬間”大募集 

期間：10 月 13 日（水）～26 日（火） 

熱い試合を見たときの感動や運動時の体感など“スポーツの力を感じた瞬間”を募集します。小

田急百貨店公式 LINE から投稿いただいた方の中から後日抽選で 10 名様に「ハルクスポーツお

買い物券（2,000 円分）」をプレゼントします。 

 

■ご愛顧感謝プレゼントキャンペーン 

第１弾：自動抽選で「ハルクスポーツ 1,000 円クーポン」プレゼント 

期間：10 月 13 日（水）～26 日（火） 

期間中、ハルクスポーツにて１レシート 11,000 円（税込）以上お買い上げの際、その場の抽

選で合計 700 名様に「ハルクスポーツ 1,000 円クーポン」をプレゼントします。 

※会計時の自動抽選 

第２弾：スポーツシーンで活躍！「オリジナル保冷エコバッグ」プレゼント 

期間：10 月 27 日（水）～11 月 30 日（火） 

期間中、小田急のカードをご利用のうえ、１レシート 5,500 円（税込）以上お買い上げの先着

1500 名様に「オリジナル保冷エコバッグ（1 個）」をプレゼントします。 

※なくなり次第終了。 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「ハルクスポーツファッションフェスタ」 

期   間：10 月 13 日（水）～11 月 30 日（火） 

場 所：小田急百貨店新宿店ハルクスポーツ地下 1 階～2 階     

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/ 

 

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  Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

http://www.odakyu-dept.co.jp/
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株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

 

小田急百貨店新宿店では、2021 年 10 月 15 日（金）～12 月 28 日（火）の期間、本館 8 階健

康用品売場の＜メイコー化粧品＞と、本館 6 階フォトスタジオ＜マナマナプラス＞のコラボレーシ

ョン企画「終活写真撮影」（事前予約制）を実施します。 

 

近年、元気なうちに人生の終わりに向けた準備を行う「終活」が浸透していますが、コロナ禍で

じっくり考える時間ができたり、不安が募ったりしたことなどから、シニア世代のお客さまが多く

訪れる＜メイコー化粧品＞では、ここ 1 年で、遺影撮影に関する相談が増加しています。こうした

ことを背景に、最高の瞬間を写真に残すお手伝いをすべく、新宿店に出店しているショップが連携。

メイコー化粧品のメイクアップアーティストがお客さまをメイクアップし、マナマナプラス内の撮

影スタジオでプロカメラマンが撮影するプランが実現しました。人生のアルバムの最終ページを彩

るのにふさわしい一枚をご提供します。 

 

  

撮影プランは、「基本プラン」「スペシャル台紙付きプラン」の 2 種類をご用意しました。 

 

〇基本プラン 16,500 円／ご来店からお帰りまで 2 時間 
1 ポーズ＆1 カットのシンプルな終活写真撮影プランです。気軽に撮影してみたいという方におす

すめ。２L サイズ 1 枚プリントと 1 データのお渡しです。 

【オプション】 

・ヘアセット 2,200 円／約 15 分（要予約） 

・ご主人などお連れさまの遺影撮影の追加 お一人さまにつき 8,800 円／＋30 分（要予約） 

 

〇スペシャル台紙付きプラン 38,500 円／ご来店からお帰りまで最大 3 時間 
2 ポーズ＆2 カットの贅沢な撮影プランです。2 データのお渡しで、データを収納して飾ることも

できる「特製台紙」が付いています。また、時間内であれば、ご主人などお連れさまの遺影撮影や、

ご家族の集合写真も無料で撮影します。 

【オプション】 

・ヘアセット 2,200 円／約 15 分（要予約） 

・追加 1 データ 3,300 円／ 台紙増刷 1 冊 13,200 円 

 

プロのメイクと撮影技術で人生最高の一枚を！ 

＜メイコー化粧品＞と＜マナマナプラス＞のコラボ企画 

「終活写真撮影」を実施します 

 



 

 

撮影当日の流れについて 
まず、本館８階＜メイコー化粧品＞にお越しいただき、メイクアップアーティストが、ご本人の

自然な美しさを引き出すメイクアップを行います。メイク完成後、メイコー化粧品のスタッフが本

館6階＜マナマナプラス＞の撮影スタジオまでご案内し、撮影に同席してメイク直しを担当します。

オプションとして、へアセットにも対応します。プロカメラマンによる撮影終了後、＜マナマナプ

ラス＞にてお会計となります。 

 

※ 撮影衣装はお客さまにてご用意をお願いします。 

（＜マナマナプラス＞での撮影前にお着換えいただくことも可能です。） 

※ 両プランとも撮影後の美肌補正やレタッチまで行い、写真やデータのお渡しは、約1 週間後となります。 

 

 

 

ご予約について 
予約受付は、前日の 17 時まで。店頭予約（本館 8 階＜メイコー化粧品＞、本館 6 階＜マナマナ

プラス＞）または、店頭配布のチラシに掲載されている QR コードから WEB 予約。 

 

※ ＜マナマナプラス＞にてヘアセットオプション（2,200 円／約15 分）をご希望の場合は、ご予約の際にお申し

付けください。 

 

 【ご予約用ＱＲコード】 

   

 

 

 

 

 

 

以上 

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 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



 

 

▲『Risa Jeong（リサジョン）』 

グル―デコの技法を使用した大

人スウィートなアクセサリー 

▲『Hitomi（ヒトミ）』 

パッケージにもデザイナーの思いが

詰まった大人可愛いアクセサリー 

▲『RUI.（(ルイ)）』 

silver925。スターリングシ

ルバーアクセサリー 

報道関係資料                              2021 年 10 月 8 日 

株式会社小田急百貨店 

株式会社小田急百貨店は、新宿店本館 1 階中央口前特設会場において、10 月 16 日（土）、17 日

（日）、本館 2 階で展開しているハンドメイドアクセサリーショップ『Beppin Deco（ベッピンデ

コ）』のポップアップショップを開催します。人気の 19 ブランドの作家が集結し、秋の新作を中心

に、バラエティに富んだ作品を販売します。 
 

今回の特徴は、出展する全ブランドの作家自らが店頭に立って接

客を行う「オール対面販売」であることです。“母屋”である本館 2

階のショップとは一味違った雰囲気の“離れ”の特設会場で、人気

作家との交流をお祭り気分で楽しんでいただくことをテーマに展開

します。（作家によって対面販売の時間帯は異なります。） 
 

作家と直接言葉を交わすことができる機会を設けることで、既存

ファンの来店促進を図ることはもとより、会場が人通りの多い小田

急線新宿駅西口地上コンコースに位置することから、新宿エリアで

働く女性など新規顧客の獲得および認知拡大を目指します。 

 
 

＜展開ブランドの一例＞ 

 それぞれの作家の想いのこもった個性豊かなアクセサリーの数々を展開。SNSのフォロワー数の

多い人気作家も出展します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人気のハンドメイドアクセサリー作家による対面販売を実施！ 

「Beppin Deco POP UP SHOP ㏌ HANARE」開催 
～新宿店本館 1階中央口前特設会場に、19ブランドが一堂に集結～ 

▲『 O/OVAL（オーバル）』 

発色の美しいアクリル樹脂素材

を使用したアクセサリー 

▲『fleurlia（フルーリア）』 

手染めのアートフラワーを使用

したアクセサリー 

▲『porupotoruko（ポルポトルコ）』 

海・山・森の仲間たちをモチーフにした

プラ板アクセサリー 



 

 

▲『アトリエアリニャン』 

オートクチュール刺繍の技法

で作るアクセサリー 

▲『Myu2.（ミユツー）』 

イラストレーターが作るプラ板

アクセサリー 

▲『Risusu Lenis（リーススレーニス）』 

個性豊かな天然石アクセサリー 

小田急エージェンシーが運営する小田急沿線のクリエータープラットフォーム「Odakyu 

Creative Alliance（OCA）」を通じて募集し採用したブランドラインナップ「OCA Creator’s 

Collection」からは 3 ブランドが出展します。 

 

 

 
 
＜開催概要＞ 
タイトル：「Beppin Deco POP UP SHOP ㏌ HANARE」 

日 時：10月 16日（土）10時～20時 30分 

10月 17日（日）10時～20時 

場 所：小田急百貨店新宿店 本館 1階中央口前 特設会場 

展開商品：アクセサリー（ピアス・イヤリング・リング・ネックレス・ブローチなど） 

中心価格帯：3,000円～4,500円 

ブランド数：19ブランド ※そのうち「OCA Creator’s Collection」は 3ブランド 

特 典：①お買い上げノベルティプレゼント 

      商品をお買い上げの方にBeppin Decoオリジナルパッケージのお菓子をプレゼント。 

また、税込4,400 円以上お買い上げの方にBeppin Decoオリジナル「A4 トートバッ

グ」をプレゼント。（いずれも先着順で、なくなり次第終了） 

     ②LINEクーポン券プレゼント 

       新規入会で本館 1階特設会場「Beppin Deco POP UP SHOP ㏌ HANARE」、

本館 2階『Beppin Deco』で使える 300円クーポン券をプレゼント 

 

ご参考 

【『Beppin Deco（ベッピンデコ）』について】 

2019年 8月に小田急百貨店新宿店本館 2階サンドリーズ・アレーにオープンした大人かわいいハンドメ
イドアクセサリーショップ。ピアス、イヤリングなどのアクセサリーや雑貨を販売。店名は、ハンドメ
イド製作を行う日本人作家の和の精神と、洋の装飾品であるアクセサリーの取り合わせから「和洋折衷」
をイメージし、美人を表す古くからの表現「別品（べっぴん）」と、和洋折衷の建築に多く用いられたア
ール・デコ、デコレーションの「デコ」を組み合わせて名付けました。 
 

【Odakyu Creative Alliance(OCA)について】 

『Odakyu Creative Alliance』は、クリエーターと小田急エージェンシーとの共創により、『クリエイテ
ィブのチカラで小田急沿線をより魅力的な沿線にしていくこと』を目的として 2020年 6月に設立され、
現在約 330人のクリエーターが登録しています。 
小田急エージェンシーは『Odakyu Creative Alliance』に登録された様々な分野のクリエーターと既存
プロジェクトをマッチングして業務を依頼するだけではなく、クリエーターの特性に合わせた新たなプ
ロジェクトを創出するなど幅広い取り組みで小田急沿線をクリエーションしており、小田急百貨店とは
3回目のコラボレーション企画となります。 
※取り組み内容の詳細はこちらをご覧ください https://prtimes.jp/story/detail/0B4wv7U32Eb 
 

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 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

https://prtimes.jp/story/detail/0B4wv7U32Eb
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株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

今春から小田急百貨店の EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」でスタートした

「バイヤーが選んだ お取り寄せパン」。段階的にブランドを増やしながら通年展開していますが、

9 月 15 日（水）から、新宿店ハルクフードで人気を集める『高級食パン専門店 嵜本』を含めた

4 ブランドが新たに加わり、21 ブランドの展開となりました。 

バイヤーが厳選した全国各地のこだわりの美味しいパンを味わえることからファンが少しずつ

増えており、今後も展開ブランドを追加していく予定です。 

◆小田急百貨店オンラインショッピング「バイヤーが選んだ お取り寄せパン」 

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

 

新たに加わったのはこちらの 4 ブランド！  

●『高級食パン専門店 嵜本』 

極美“ナチュラル”食パンと嵜本珈琲のセット 1,350 円 （税込） 

麦の香り、自然な甘み、とけるような歯切れの良さ、喉越しの滑らか

さを追求する高級食パン専門店。極美ナチュラル食パンは、卵・乳不

使用で、北米産の小麦の優しい風味とほのかな甘さを素直に感じられ

る、安心と美しさを追求した食パンです。嵜本珈琲のドリップパック

とセットでお届けします。 

 

●『キヨカ モリモト』 

溢れる栗のクロワッサン食パン 3,240 円（送料込・冷凍） 

地元・長崎で愛され 40 年の新食感のパンを販売するクロワッサン食パン

専門店。マロンクリームをたっぷりと織り込んだクロワッサン食パンの生

地に、風味豊かな渋皮栗がゴロゴロ入った溢れる栗のクロワッサン食パン

です。 

 

●『カフェ ル・ヴォン』 

菓子パン１５個セット 4,200 円（送料込・冷凍） 

水と空気が美味しい長崎の地で、『パン工房そよ風』の名称で 2004

年に創業したベーカリー。厳選素材を無添加の生地で包んだ美味しい

手作りのパンから、人気の 15 種類をセレクトしました。 

 

●『コミベーカリー』 

食パン食べ比べセット 3,240 円（送料込・冷凍） 

原点である和菓子づくりの丁寧さを大切にする高知のベーカリー。創業

以来のベストセラーの「みみまで美味しい食パン」、卵・乳不使用で雑穀

スーパーフードを生地に練り込んだ「十七種の穀物食パン」、高知県室戸

市産の食用藍パウダーを使用した「室戸『藍-Ai-』の食パン」の、３種

類のセットです。 

オンラインショッピングバイヤーが厳選した 
「お取り寄せパン」のラインアップを拡充！ 

～新宿店ハルクフードで人気の『高級食パン専門店 嵜本』展開スタート～ 

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


 

 

お店の個性を生かした“マリトッツォ”も展開！ 

●『パレット』苺パレトッツォ ４個入 3,240 円（送料込・冷凍） 

創業 120 年の宇都宮の果物専門店が小田急百貨店限定でマリトッツォを

販売します。パレットが作る苺マリトッツォで“苺パレトッツォ”。特製生

クリームと、生産量のまだ少ない夏苺のマリアージュが楽しめます。 

 

●『せるくる』フレトッツォ～フレンチトーストでマリトッツォ～ 

 3,400  円 （送料込・冷凍）  

天然酵母の自家製食パンで作る島根のフレンチトーストの専門店。フレン

チトーストで作るマリトッツォで“フレトッツォ”。まあるい形のフレン

チトーストに大山（だいせん）純生クリームをたっぷり挟みました。 

 

 

 

人気ランキングの上位常連ブランドはこちら！ 

●『墨繪』人気パン１２個セット 3,600  円 （送料込・冷凍） 

新宿駅西口に隣接していたメトロ食堂街（2020 年 9 月閉館）で、レス

トラン墨繪として営業しながら、食事と一緒に店内で作る焼き立てのフラ

ンスパンを提供していたことが、墨繪パンの始まりです。もちもち食感の

パンや、ドライフルーツと相性抜群のパンなど、人気商品を詰め合わせま

した。 

 

●『リンデ』初めて食べるドイツパンセット Ｄ 2,160 円（送料込）   

1997 年に吉祥寺にオープンした、濃厚な旨味あふれるドイツパンの専

門店。「カルトフェルブロート」や「ゲンマイブロート」など、ライ麦を

少なめにし食べやすくした優しい味を提供します。 

 

 

 

 

＜展開ブランド一覧（10月 7日現在）＞ 

『墨繪』『高級食パン専門店 嵜本』『キヨカ モリモト』『カフェ ル・ヴォン』『コミベーカリ―』 

『パレット』『城山ホテル鹿児島 メゾン ド ファヴール』『停車場ベーカリー』『BLUE TREE』 

『パティスリー・サダハル・アオキ・パリ』『ドンク』『せるくる』『パンド』『パンデパン』 

『代官山 シェ・リュイ』『リンデ』『パンドサンジュ』『とみたメロンパン』『ココベーグル』 

『コーナーポケット』『八天堂』 

 

 

 

 

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 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



報道関係資料 

2021 年 10 月 5 日 

株式会社小田急百貨店 

【商品概要】 

 

小田急ロマンスカー×『キタムラ』 

コラボレーションアイテムを販売 
～ 10 月 27 日（水）から、新宿小田急の店頭とオンラインショッピングにて ～     

 

 小田急百貨店では、新宿店本館 3 階ハンドバッグ売場の『キタムラ』と「小田急百貨店
オンラインショッピング」にて、10月 27 日（水）より小田急ロマンスカーと『キタムラ』
とのコラボレーションアイテムを数量限定で販売します。 
小田急ロマンスカーの最新モデルである「GSE（70000 形）」をイメージしたハンドバ

ッグと小銭入れ、歴代のロマンスカー（「SE（3000 形）」、「NSE（3100 形）」、「ＧSE
（70000 形）」）をプリントしたトートバッグの 3 種を展開。細部にまでこだわったデザ
インをお楽しみください。 
 
■『キタムラ（kitamura）』 
明治 15年（1882 年）に横浜・元町にて創業。ハンドバッグや
革小物を中心に、“やさしさ”“かわいらしさ”“上品さ”をキー
ワードに、すべてにこだわった上質な商品を展開。 
              ▶本館 3 階ハンドバッグ売場『キタムラ』 

 
 
                     ③ 
 
   
 
 
 
 
         ① 
 
 
 
 
 
 
                 
 
   
                 ② 
                 
●アイテム：①ハンドバッグ（H15×W26×D12cm/牛革）38,000 円（税込） 

②小銭入れ（H9×W10×D2cm/牛革）8,800円（税込） 

③トートバッグ（H30×W27×D7cm/ポリエステル）6,800 円（税込） 

●期  間：2021 年 10 月 27日（水）～ 

●場  所：小田急百貨店新宿店本館 3階ハンドバッグ売場『キタムラ』 

オンラインショッピング：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c060202    

●電話番号：０３－５３２２－１４１１（新宿小田急『キタムラ』直通） 

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

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

TEL：03-5325-2327 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c060202


報道関係資料 

2021 年 9 月 24 日 

株式会社小田急百貨店 

注目のレストランやパティスリーが新登場！多彩に揃う小田急オリジナルケーキ 

注目ブランドから小田急オリジナルケーキがずらり！ 

「クリスマスケーキ」 
10 月 9 日（土）から予約受付スタート 

 

小田急百貨店新宿店では、10月 9日（土）からクリスマスケーキの予約受付をスタートします。今

年は「Christmas Stories」をテーマに、サンタクロースからの甘いおいしさを詰め込んだ招待状をイ

メージしたケーキを展開。おとぎ話を思わせるような大人かわいいケーキや上質でこだわりのあるラ

グジュアリーな一品など多彩に揃えます。 

昨年はクリスマスケーキの売り上げが前年比で約 3 割増。今年も“おうちクリスマス”を楽しむ

方が多いと予想され、例年人気の高い小田急オリジナルケーキのほか需要が高まる冷凍配送

ケーキのバリエーションを増やして展開します。 

 

  

2021 年クリスマスケーキのポイント 

♦大人かわいいケーキがずらり！小田急オリジナルケーキはブランドを増やし、21種展開 

♦ミシュラン一つ星のレストランや六本木の人気パティスリーが新登場！ 

♦人気高まり、バリエーション豊富に！ピスタチオを使用したケーキに注目 

♦自宅受け取りで便利、ギフトにも最適！冷凍配送ケーキを拡充 

 
 
 
 

晩餐会やティーパーティーへの招待状をイメージした、大人かわいいケーキが勢揃い。ミシュラ

ン一つ星のフレンチレストランや、アート作品のようなスイーツが人気のパティスリーが新たに登場し、

注目のブランドを揃えました。 

①        ②           ③         ④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

①『LOUANGE TOKYO』ヌヌース エスピエーグル 2021（直径約 12cm）10,800円  

限定 30台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

ケーキの右上がくりぬかれているのは、いたずらなクマの「ヌヌース」が食べてしまったから。国産苺とあ

まおうのムースを飾り付け、限定ジャージーの生クリーム、生地にカルピス発酵バターと新プレミアム太

陽卵を使用した特別な味わいのショートケーキです。 

②『タンデコロリ』White Christmas（直径約 13㎝）5,400円 

限定 50台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

リボンがギフト感を演出。きらきらのアラザン、ツリー型チョコレートとクリームのようなメレンゲが彩られた

宝石箱のようなケーキです。 

 



 

バリエーション豊かに！人気高まるピスタチオを使用した小田急オリジナルケーキ
を展開 

大切な方へのギフトにも！需要高まる冷凍配送ケーキ 

③『パティスリー＆カフェ デリーモ』サラ（Sarah）(ムース部分：直径約 12cm、サブレ部分：直径約

15cm ) 4,900円 限定 50台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

フランボワーズとルビーチョコレートの絶妙な酸味のムース。ピンクのケーキがお姫様気分を演出します。 

④『レストラン ラフィナージュ』オペラ アンジェリーナ（約 15×15cm）5,400円  

限定 30台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

銀座のミシュラン星付きフレンチ「レストラン ラフィナージュ」の高良シェフによる特別な一品。口どけの

よいガナッシュとプラリネが絶妙なハーモニーです。 

 

 

 

ますます人気が高まるピスタチオスイーツ。今年はバリエーション豊かに、ピスタチオの味わいを

楽しめる小田急オリジナルケーキが登場します。 

 

⑤        ⑥            ⑦          ⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

⑤『パティスリー ユウ ササゲ』フルール ド ノエル （直径約 15cm）5,400円  

限定 60台 【小田急オリジナル】 

ベリーのムースにピスタチオクリーム、ベリーのジュレを合わせて可憐な花のように仕上げました。 

⑥『パティスリー ビヤンネートル』デリス ピスターシュ（直径約 15cm）5,400円  

限定 45台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

香ばしく濃厚なピスタチオの味わいを堪能できる贅沢なクリスマス限定アントルメです。 

⑦『リチュエル カフェ』Noel de RITUEL（直径約 15cm）5,860円  

限定 50台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

コク深いローストピスタチオを使用したムースでクレームショコラとベリーソースを包み込みました。 

⑧『モンサンクレール』ノエルブロンテ（直径約 15cm）5,400円  

限定 60台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品 

2年に一度しか収穫されない希少なピスタチオとミルクチョコレートのマリアージュを楽しめます。 

 

 

 

来店せずにご自宅で受け取れる利便性や、会えない大切な方へのギフトとして贈れることで需

要が高まっている冷凍配送ケーキ。今年はブランドを増やし、10種類を展開します。 

⑨        ⑩          ⑪            ⑫ 

 

 

 

 

 

 

 



 

⑨『イルフェジュール』ノエルムーラン（直径約 15cm）4,644円  

限定 50台 【小田急オリジナル】 ※オンライン限定品  

・お届け：12月 18日（土）～25日（土）のご希望日 

フレーズ・デ・ボワ（森の苺）を使用した人気の苺ムースのタルト。華やかなクランベリージャムとピスタチ

オクリームに手紙をイメージしたチョコレートを添えました。 

⑩『ピエール・エルメ・パリ』チーズケーキ イスパハン（直径約 15cm）5,616円  

限定 50台 ※オンライン限定品  

・お届け：12月 22日（水）～25日（土）のご希望日 

バラ入りのチーズケーキにフランボワーズとライチのコンポートなど、甘美な味わいを何層にも重ねました。 

⑪『帝国ホテル』ホワイトクリスマス（直径約 14cm）6,100円  

限定 50台 ※オンライン限定品  

・お届け：12月 21日（火）～25日（土）のご希望日 

ベルギー産ホワイトチョコレートのムースに、ムースフレーズとフランボワーズのジュレを配した華やかな

一品です。 

⑫『メゾン ショーダン』ペールノエル２１ （約 17.5×8×8cm）6,480円  

限定 30台 ※オンライン限定品 

・お届け：12月 23日（木）～25日（土）のご希望日 

ピスタチオムースとプラリネムース、ショコラと 2種のナッツのムースをそれぞれ 2層仕立てに。ナッツの塩

味がショコラの甘みを引き立てます。 

 
 
＜クリスマスケーキ予約概要＞ 
【予約承り】 
●「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 9 日（土）10 時～12 月 14 日（火）15 時まで 

※「オンライン限定品」は 12 月 12 日（日）15 時まで 

 

●ご来店：小田急百貨店新宿店本館地下 2 階 和洋菓子売場 各対象ショップ 

10 月 9 日（土）～12 月 18 日（土） 

 

【お渡し日時】 
●12 月 24 日（金）・25 日（土）各日 11 時～19 時 

 
【お渡し場所】 
●小田急百貨店新宿店本館 11 階 特設会場 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

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


報道関係者   

2021 年 10 月 20 日 

株式会社小田急百貨店  

鎌倉エリアのグルメを特集！需要高まる簡単調理惣菜も 

「2021年 小田急のお歳暮」 
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」！  

 

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 10 月 20 日

（水）から、新宿店では11月 10日（水）からお歳暮ギフトセンターを開設します。 

 

昨年は自粛生活の影響で、“帰歳暮”や“お取り寄せグルメ”としてのお歳暮の需要が高まり、

オンラインショッピングのお歳暮の売り上げは、2019年比で約４割増となりました。 

今年も“おうちごはん”の充実を楽しむ傾向は続くと予想され、昨年好評であった全国から

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、「注目のエリア特集」では、2022

年の大河ドラマの舞台として注目が高まる「鎌倉エリア」のグルメを展開します。 

また、昨年から人気が続く、有名店の味を手軽な調理で食べられる贅沢惣菜や個食鍋も

取り揃えます。 

 

EC サイト「小田急百貨店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）です。 

 

「2021 年 小田急のお歳暮」 
●「小田急百貨店オンラインショッピング」：10月 20日（水）～12月 24 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：11月 10 日（水）～12月 24 日（金） 

町田店：11月 13日（土）～12月 24日（金） 

小田急百貨店ふじさわ：11月 17 日（水）～12月 25日（土） 

●カタログ取り扱い数：約 1,600 点 

 
 
＜とっておきのグルメ特集＞ 

 注目の人気店や評判のレストランなど日本全国からとっておきの一品を選りすぐりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真、左から） 

●『太庵（たいあん）』高畑均監修 神戸牛しゃぶしゃぶ 特製ごまぽん酢 10,800 円 

（神戸牛もも 200g×2、特製ごまぽん酢 200ml） 

大阪心斎橋「太庵」は、三ツ星に輝く人気店。その店主高畑均氏監修の神戸牛のしゃぶしゃぶで

す。口どけのよい神戸牛を、ゆず果汁の酸味とごまの濃厚なコクが絶妙な特製ごまぽん酢でお楽

しみください。 

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


報道関係者   

2021 年 10 月 20 日 

株式会社小田急百貨店  

●『鄙茅（ひなかや）』彩りおこわ詰合わせ 5,400 円 

（松坂牛おこわ、あなごおこわ、桜えびおこわ 60g×各 4） 

三重県は伊勢神宮にほど近い伊勢宮川の里「鄙茅」で〆として出される土鍋ごはんを、松坂牛や

あなご、桜えびなどを使った笹きおこわにアレンジしました。ミシュラン一ツ星に輝く料亭のお

こわをレンジで簡単に召し上がれます。 

 

＜注目のエリア特集・鎌倉のグルメ＞ 

源頼朝が幕府を開いたことでも知られる鎌倉。山と海に囲まれ、文化・観光の要地として栄え

てきました。歴史と、人と、四季折々の自然が育んだ鎌倉グルメを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真、左から） 

●『鎌倉 井上蒲鉾店』おでんセット 13 種 5,400 円 

（梅花はんぺん、小判揚、ウズラ巻、串ボール、つみれ、海老巻、牛蒡巻、いか巻、ちぎり揚、

アカモクのさつま揚げ、鎌倉揚×各 2、静の笛（2 本入）１袋、おでん汁１本） 

創業以来 90 年、素材にこだわった蒲鉾店が贈る冬のギフト。頼朝の没後に政治を支えた 13 人

の宿老に見立て、セットにしました。 

●『鎌倉いとこ』きんつばミックス 10 種詰合せ 3,672 円 

（かぼちゃきんつば、小倉きんつば、安納芋きんつば、抹茶きんつば、うぐいすきんつば、こが

しきなこきんつば、紫芋きんつば、黒ゴマきんつば、柚子レモンきんつば、くるみきんつば 50g

×各１） 

伝統和菓子を現代風に。素材にもこだわったきんつば専門店です。甘み豊かなかぼちゃや安納芋、

抹茶、柚子など、きんつばを 10 種の味でお届けします。高級吉野葛を溶いて蒸しあげ、もちも

ちとたまらない食感に仕上げました。 

●『鎌倉紅谷』谷戸めぐり 3,240 円 

（クルミっ子×8、あじさい×5、鎌倉だより（プレーン）、鎌倉だより（あずき）、鎌倉だより（抹

茶）×各 4） 

「おいしい」の先にある気持ちを一番大切に、古都鎌倉らしいお菓子を追求する「鎌倉紅谷」か

ら、大人気のクルミっ子をはじめ、代表的な焼菓子が勢ぞろいしました。 

 
＜需要が高まる個食、簡単調理グルメ＞ 

“おうちごはん”が増えたことで、昨年から需要の高まる簡単調理グルメ。有名店の味を、レン

ジで温めるだけで味わえる人気の一品を紹介します。 

 

 

 

 

 

 



報道関係者   

2021 年 10 月 20 日 

株式会社小田急百貨店  

（写真、左から） 

●『京・料亭わらびの里』料亭の彩り個鍋 5,400 円 

（牛すき鍋 260g、海鮮寄せ鍋 240g、鶏白湯鍋 250g×各 2） 

「京・料亭わらびの里」の出汁を効かせた食べ切りサイズの鍋詰め合わせ。電子レンジで温める

だけで簡単に召し上がれるのでとても便利な一品です。 

●『賛否両論』和食ギフト 5,400 円 

（牛しぐれ煮椎茸 55g、蒸し鶏の梅ジュレ仕立て 150g、鶏の西京焼き 160g、豚ロースの醤

油煮込み 70g、豚ばらの味噌煮込み 70g×2、牛とろとろ煮 170g） 

東京恵比寿の予約が取りにくい名店「賛否両論」。店主笠原将弘氏が監修した和食惣菜のギフト

セットです。 

●『浅草今半』黒毛和牛ハンバーグ 5,400 円 

（黒毛和牛ハンバーグ 120g×6、ソース 35g×6） 

風味豊かで味わい深い黒毛和牛の旨味を封じ込めたビーフハンバーグ。特製和風ソースでお楽し

みください。 

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 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 



    

 

２０２１年９月２２日 

各 位 

 

会 社 名 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

代 表 者 取締役社長 荒 木 直 也 

（コード番号：8242 東証第１部） 

問い合わせ先 広報部長 井 上 純 子 

（TEL 06-6367-3181） 

 

阪神梅田本店 建て替え先行オープン等の決定について 

 

２０１４年３月２６日に公表いたしました阪神梅田本店（当社子会社である株式会社阪

急阪神百貨店が運営）建替工事に関して、Ⅱ期棟部分の営業開始日並びに店舗概要の詳細

について決定しましたので、お知らせします。 

 

 

１．「阪神梅田本店」Ⅱ期部分の営業開始日（先行オープン） 

２０２１年１０月８日（金） 

なお、２０２２年春に地下食料品売場を拡大し、グランドオープンの予定です。 

 

２. 店舗全体の概要 

名 称：阪神梅田本店（※） 

所 在 地：大阪市北区梅田１丁目１３番１３号（※） 

営業フロア：地下２階～地上９階（※） 

売 上 目 標：７３０億円（２０２２年度）  

（２０２０年度売上実績 ２７８億円） 

（※）印は既発表 

 

３．業績に与える影響 

    ２０２２年３月期の業績予想に変更はありません。 

 

 

（別紙）報道資料を添付 



阪神梅田本店
建て替え先行オープン

株式会社 阪急阪神百貨店報道関係資料

2021年10月8日（金）

TEL.06-6345-1823



ショッピングバッグのデザインを刷新。 店舗概要

毎日が幸せになる百貨店

お客さまの「毎日の幸せ」がきっと見つかる、

ライフスタイルや嗜好性で編集されたフロア。

l i ve  i n  c love r  eve ryday

02 03

みんなの毎日が幸せになる百貨店でありたい。

ただ、幸せのかたちは、時代とともに少しずつ変化してきました。

たくさんのモノを持つよりも、こころを豊かにしていたいとか、

自分らしさを追求しながらも、みんなも幸せであってほしいとか。

わたしたちは、そんな中でも変わらない「幸せの根っこ」をずっと考えてきました。

それは、豊かな体験をすること。ひととつながること。そして、食べること。

そんなあたりまえの幸せが、もっともっと豊かになって、ずっとずっと続いてゆく、

まるで四つ葉のクローバーに囲まれて暮らすような毎日・・・

お客さまと同じく大阪・梅田で暮らすご近所さんとして、

美味しいものをおすすめしたり、身体を気遣ったり、時にお節介しながら、

阪神百貨店は、阪神らしく、あたらしくなります。

四つ葉のクローバーをアップデート。

はじめに フロア構成とワールド

2014年秋からスタートした「阪神梅田本店建て替え計画」は、2018年4月にI期棟が竣工、

そしてこの度、約7年にわたる建て替え工事を経て、一部売場を除き2021年10月8日（金）

いよいよオープンいたします。

創業より変わらぬご愛顧を大切にしながら、目まぐるしく変化する時代に応えられる百貨店を目指します。

ストアコンセプト

1962年に初めてストアシンボルとして採用した「幸せを運ぶ四つ葉のクローバー」は

そのままに、今の時代にあわせてデザインを刷新。様ざまな毎日の幸せを包む、

親しみやすいイメージで、包装紙やショッピングバッグなど様ざまなアイテムを展開します。

お客さまの関心事を軸に構成した売場の単位を「ワールド」と定義し、

商品カテゴリーを横断したライフスタイル提案や、手軽に今を感じるトレンド集積など、それぞれのフロアで独自の体験を提供します。

また、強みである食を4層に展開、外食・中食・内食、様ざまなシーンで、お好みのおいしさに出会えます。

2021年10月4.7万㎡（89％） うち食関連1.6万㎡（123％）

2022年春5.3万㎡（100％） うち食関連1.8万㎡（138％）
売場面積開業日 2021年10月8日（金）

9F 阪神大食堂 フードホールレストラン

フロア名称 ワールド名称

8F 催しと、カルチャー 阪神タイガースショップ
催事場

（2021年12月オープン）

アート＆
カルチャーワールド
（2021年12月オープン）

7F 暮らしと、くつろぎ  無印良品 リビングワールド インテリアデコワールド
（2021年12月オープン）

無印良品
（2021年12月オープン）

6F ファミリースタイルと、
メンズファッション＆ベビー用品

阪神食品館
（2022年春完成予定）

ベビー＆キッズワールド ファミリーライフスタイル
ワールド

メンズ・ゴルフファッション
ワールド

5F レディスファッション ナチュラル
ライフスタイルワールド

ナイスエイジングワールド
（2021年12月オープン）

4F レディスファッション トレンド＆
カルチャーワールド

コンテンポラリー
アイテムワールド サイズワールド

3F シューズ・バッグと、ウエルネス ウエルネスビューティワールド シューズ・バッグワールド

2F 季節の雑貨と、コスメ アクセサリー・雑貨ワールド 化粧品ワールド

1F パンとおやつと、食祭テラス おやつ テラス 食祭テラス パン テラス 日本茶・ティー・コーヒー・
専門店ワールド

B1

B2

惣菜ワールド 洋菓子ワールド 和菓子ワールド リカーワールド 生鮮ワールド

阪神バル横丁 グルメゾーン バルゾーン

※対2014年比

※対2014年比



04 05

B2・B1・1F・9Fの4層に、食のトレンド・話題を満載、
「食べる幸せ」の実現へ。

進化し続ける「食の阪神」①
私たちが提供する３つの価値  その１

1Fは新本店のシンボルフロア、エンターテイメント型の食体験を提供します。

情熱あふれる食のプロ＝スーパープレゼンターが毎週登場し、食に強いこだわりの視点で、新たな食を提案。人を介した親しみと賑わいを

感じる食体験、オンライン・オフラインの垣根のない食のコミュニティの創造を通じて、「毎日の幸せ」をお手伝いします。メイン導線の真ん

中に位置し、面積は約330㎡。新生阪神百貨店を象徴する食の新感覚イベントスペースです。

昭和、平成、令和と時代を超えて「食の阪神」として親しまれてきた阪神百貨店。

これからの「食」の楽しみ方は、エンターテイメント性が重要視され、集う、癒す、撮るなど、味わう以上の体験が求められています。

「大阪の台所」と呼ばれたデパ地下に加え、1Fには新たに、趣味・嗜好性の高い食に特化した食品フロア、

今回復活する9Fのレストラン街には、おなじみの名店のほか、食通の大人たちが満足するフードホールを併設した『阪神大食堂』、

B2には立地の良さを活かした『阪神バル横丁』が誕生。4層のフロアごとに様ざまな食の体験を構築しました。

また、各階には個性派カフェやレストランを配置し、館全体の4層が食関連のフロアとなります。

天井高約6m、北側全面ガラス張りの開放的な空間に、
集い、味わう、全く新しい食体験スペース『 食祭テラス 』。

３６５日パンを楽しめる売場を目指して。様ざまなシーンで嬉しいパンの魅力が

満載です。３人の有名パン職人がタッグを組んだ新ブランドや、全国有数の

ブーランジェリー、個性派パン、遠方の名店まで、多彩なパンを大集結。人気

の「食パンセレクト」も毎日約30種、合計約100種に拡充。

365日パンでしあわせ♪『パン テラス』。

「毎日手に取ってもらえる買いやすさ」「好きなものを選ぶ楽しみ」を大切に、

約230㎡の売場に約700種類のおやつをご用意。単品販売コーナーや、

日替り入荷の限定商品など、いつ来ても新しいおやつに出会えます。

話題の味がその場で食べられるカフェスタイルのイベントコーナーも。

全国のおやつ好きの聖地『おやつ テラス』。

シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド「TWG Tea」は西日本初登場。

英国の老舗紅茶商「リントンズ」は世界初の常設ショップ（ティースタンド併設）

がオープン。京都の日本茶専門店「一保堂茶舗」、大阪の人気ロースター

「TASHIRO COFFEE  ROASTERS」がともに新しいコンセプトで展開。また芦屋

に本店がある食のセレクトショップ『グランドフードホール』が、こだわりのアイ

テムをセレクトした「グランドフードホールMINI」が登場。それぞれの店舗が

豊かなお茶時間、おうち時間をご提案します。

名店の、豊かな時間『日本茶・ティー・コーヒー・専門店ワールド 』。

10/8（金）→13（水）

10/15（金）→18（月）

10/20（水）→25（月）

10/27（水）→11/1（月）

11/3（水・祝）→8（月）

6日間

4日間

6日間

6日間

6日間

HANSHIN NAVIGATOR’S GARDEN @ 食祭テラス

和菓子のミライ

阪神のお好み焼きだよ! 広島vs大阪

阪神シードルトラベル

#本日のおべんとう

11/10（水）→15（月）

11/17（水）→21（日）

11/23（火・祝）→29（月）

12/1（水）→6（月）

12/8（水）→13（月）

6日間

5日間

7日間

6日間

6日間

阪神からあげファン感謝祭

純喫茶ハンシン

牧場北海道

Good Coffee Fest @ HANSHIN 2021

阪神の肉とワインとジビエ

飲食

王道レストランと

行列店を揃え洗練された

フードホール

食のエンターテイメント催事と

嗜好性特化の売場

本格グルメとバル 圧倒的スケールと品揃え

「食の阪神」看板フロア

イベントと物販

9F 1F

B1B2

食の
阪神

2022年春完成予定

注目のイベント ※内容は、変更になる場合がございます。
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9Fに王道レストランと洗練されたフードホール、B2には昼夜問わず使い勝手のよいダイナー・バルが新たに完成。

各階のカフェやスナックパークとあわせて、様ざまなニーズに対応する飲食サービスを提供します。進化し続ける「食の阪神」②
ひとりで、友人と、家族と、様ざまなシーンにあわせて、
日常のごちそう体験を。

私たちが提供する３つの価値  その１

9F『阪神大食堂』では、大阪で愛されるおいしさを、
それぞれの楽しみ方で多彩に。

B2 『 阪神バル横丁』では、ランチタイムから夜ごはんまで、
女性のおひとりさまも気軽に満喫 。

B1 
スナックパーク

B２ バルと
グルメゾーン

各階 
カフェ

9F 
フードホール

9F 
レストラン

カジュアル・おひとりさま フォーマル・ご家族・会食

注目のフレンチ、創作中華の名店など、大阪に新たな風を吹かせる話題店の料理が楽しめるフードホール。

広さ1850㎡、8店舗がラインアップ。

◎『プレミアムルーム』 レストランスタイルでお料理をサーブ、小さなお子さま連れやご年配の方にも快適に。（要予約／有料）
◎『シェフズカウンター』 ライブ感を楽しめる各店専用のオープンキッチンカウンターをご用意。
※諸般の事情により休止またはご利用人数を制限させていただく場合がございます。

●牛肉重「北新地はらみ」 ●串揚げ「蜻蛉揚物店 北新地again」 ●お好み焼き・焼そば「タンポポ」 ●スパイスカレー「ボタニカリー」

●中華料理「空心」 ●フレンチ「リエゾン」 ●パスタ・グリル「タブロ Є ラチェルバ」 ●ベトナム料理「リヴゴーシュ」

今の大阪の食を知るならここへ。新スタイルのフードホール。

昼はランチメニュー、夜ははしご酒が楽しいスタイリッシュネオ酒場が登場。

街で人気の話題店のほか、行列店、予約が取りにくい有名店が連なります｡

※諸般の事情により酒類の提供を休止する場合がございます。

●和バル「季節の和とお酒 うめさくら」 ●焼鳥バル「CHIKICHIKI」 ●肉バル「ギャロダイナー」

●餃子・中華バル「溢彩流香 餃子小厨」 ●日本酒バル「京のおばんざい ぽんしゅ杉」●クラフトビール「CRAFT BEER BASE BRANCH」 

●イタリアンバル「酒屋食堂 スタンドましか」 ●スペインバル「ラ クッチャーラ デ ドノスティア」

●スペインバル「コメル。ドノスティア」

昼も夜も、どちらの顔もおいしい、バルゾーン。

「食の阪神」ファンの期待に応えるレストラン7店舗。関西人なら、

誰もが一度は行ったこと、聞いたことのあるお店を中心に、本物志

向の店舗が並びます。食通のお客さまにも満足いただける名店揃

いです。

●うどんすき・日本料理「美々卯」 ●自家製粉そば「土山人」 

●焼肉「食道園」 ●うなぎ「炭焼きうなぎの魚伊」 

●洋食「はり重グリル」 ●中華料理「老虎菜」 

●和食・一汁六菜「一六茶寮」

ラオフーツァイ

ぜん

関西の老舗・実力店を集めたレストラン。 本格グルメを、気軽にひとり飯で、グルメゾーン。

プレミアムルーム

女性のおひとりさま利用でも居心地のよいグルメゾーンには、本格

的なお料理を気軽に楽しめる9店舗がラインアップ。

●洋食「グリルロン」 ●とんかつ「北新地とんかつエペ」

●カレー「インデアンカレー」 ●ラーメン「なにわ麺次郎・然」

●チャイニーズレストラン「551蓬莱」

●季節のごはんと野菜食堂「玄三庵」

●タイ料理・カフェ「クラビ バイ チェディルアン」

●飲茶・スイーツ「糖朝」 ●寿司「髭寿司」

とんぼ

イーサイリュ－シャン ギョウザショウチュウ
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圧倒的な品揃えと専門性、日本一の王道デパ地下へ。
進化し続ける「食の阪神」③  Ｂ1『阪神 食品館』は2022年春完成予定。
私たちが提供する３つの価値  その１

08 09

毎日の食卓でワインのある生活を楽しんでいただきたいと、

デイリーワインを中心に、価格や味わいごとで提案し、選びやすく買いやすい売場に。

また話題の日本ワインやスパークリングワインも圧倒的な品揃えを実現します。

「若手醸造家」「小さな蔵元」などの

視点で、和酒にも発見を。

『コミュニティBAR』
ナビゲーターや専門家・生産者との交流などを

提供する拠点。ワイン ・ 和酒 ・ ウイスキーなど

を、もっと深く知りたくなる、もっと日々の生活に

取り入れたくなる、そしてもっと仲間を増やした

くなる体験を。

阪神デパ地下の中心で、多種多様なお酒に出会える『 リカーワールド 』。

全国各地から、鮮度と味にこだわる食材から通好みの珍しい食材まで

品揃え。創作寿司、ローストビーフ、から揚げなど食材を生かした惣菜も提供。

圧倒的な品揃えと鮮度でライブ感のある
市場空間を目指した『 生鮮ワールド 』。

人気飲食店グルメの惣菜化など、専門的なショップが充実。

様ざまなデパ地下惣菜が、ワンストップで買える便利な売場も登場。

群を抜いた多彩な美味しさ『 惣菜ワールド 』。

大阪メトロ
御堂筋線梅田駅

阪神電車
大阪梅田駅

阪神にしかないブランドや関西初出店ブランドなどが軒を連ね

る100mにわたるスイーツストリート。名物手土産や、阪神限定

商品も登場予定。

スイーツが並ぶ100mの『 洋菓子ワールド』。

老舗の和菓子ブランドと、

「素材」をテーマにした新ブランドが揃うワールド。

伝統も、革新も取り揃えた『 和菓子ワールド』。

A

C

B

D

E



市場が成熟化し、人それぞれの趣味嗜好が多様化した現在、

そんなマーケットに対し、「好き」を共有するコミュニティ形成へ、

タイプにあわせた体験スペースを、全館で50カ所に設置します。

３タイプ、５０のスペースを用意。
「新しい体験価値」を創造。
私たちが提供する３つの価値  その2

調理を通して「ナビゲーター」が顧客に様ざまな体験価値を提供する、7F『ライブキッチン』。

10 11

顧客の興味軸に沿ったテーマ編集でモノの魅力にとどまらない、体験を提案します。スタジオ機能を活用し、リアル・デジタルでつながり続ける、4F『コミュニティスタジオ』。

オープンスペースで気軽に参加・体験する、
37カ所のイベントスペース。

SNSツールを活用して、お客さまと双方向でコミュニケーションできる公開型スタジオ設備

を設置、クリエイターや生産者も交え、リアル店舗の活気をコンテンツとして提供します。

リアル店舗のライブの魅力をデジタルで拡張する
4カ所のコミュニティスタジオ。

館を縦断したイベントも開催する、各階『イベント テラス』。

コミュニティスタジオ

サロン

イベントスペース

4カ所

9カ所

37カ所

D

C

A

B

ストーンや素材選び、パーツやモチーフのデザインなど、細部にいたるまで、クリエイ
ターとの会話を楽しみながらオーダーできる２Ｆ『ビスポークサロン』。

時を過ごすことが楽しい、ゆったりした空間で、お客さまにあわせた思い思いのお買物体

験を提供します。

パーソナライズされた体験を提供する、
9カ所のサロン。

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

B1

B2

A

C
D

B

2022年春完成予定



顧客との友達的な関係づくりのための取組としてス

タートする「阪神梅田本店LINEミニアプリ」。別途ア

プリをインストールする必要がなく、ナビゲーターの

イベントやレストラン予約、クーポンの発行、ECサイ

トへのリンクなど便利な機能が満載です。

顧客との友達的な関係づくりを目指します。
OMOで実現する「ファンコミュニティの創 造」。
私たちが提供する３つの価値  その3

阪神梅田本店のリモートショッピングサービス

「ヒト」への共感を入り口に、好きなことを追求する百貨店スタッフ 『 ナビゲーター』が、

自分たちの感性で、日常の暮らしを豊かにする、ちょっとしたアイデアやヒントを、店頭イベントを中心にSNSでもお届けします。

ファンコミュニティの旗振り役、100人の“ナビゲーター”がスタンバイ。

熱量の高いファン顧客“アンバサダー”とコンテ

ンツを共創、ファン顧客の自己実現をサポート

し、SNSなどでの、思いの強い口コミの拡散に

つなげます。

ファン顧客“アンバサダー”との連携。 LINEミニアプリ開始。

EC・リモオーダーなどオンラインで

のお買物手段を複数ご用意、ま

た、お問合わせ窓口のオンライン

化も推進していきます。

オンラインも手軽に便利に。

1312

アンバサダーと共創した
『いちごバレンタイン』

毎日の投稿をきっかけに興味をもってもらい、パンづくりのチャレンジなどでさらに共感していただく。
コミュニケーションを通じて、企画を募集し、イベントの開催を実現。さらに近い関係づくりにつながります。

工場見学でおやつの裏側を

勉強したり、フォロワーの

方々が考案したレシピでお

やつを作ったり、とにかくお

やつが大好きです。

おやつ好きフォロワー増加中！

おやつナビゲーター
腰前

「ワイン祭」などの催事や日々

の接客を通じて醸造家や農家

の方 と々お客さまとのつなぎ役

に。おすすめを紹介する“#のみ

ました手帖”も絶賛投稿中。

ふだんの暮らしで楽しむおいしいお酒

リカーナビゲーター
山口

新しい家庭の味を発掘。

味噌汁ナビゲーター
河合

毎日の味噌汁に変化があ

れば食卓に楽しみが生まれ

ます。新たな味わいを発見

し、常識にとらわれない「新

感覚の味噌汁」をお届け。

女子力UPを応援！

「シーズン・ギフト雑貨マルシェ」
ナビゲーター osato

おすすめのアクセサリーや

ヘア小物、雑貨などを使っ

たコーディネートをお届

け。ココロときめく選択で

女子力UP！をナビゲート。

靴下を愛してやまない方

の拠り所になりたい。靴下

カナコと植田があなたの

知らない靴下の世界へナ

ビゲート。

NO SOCKS, NO LIFE!

「くつした時間」
靴下ナビゲーター

自分らしくエシカルなモノ

やコトを取り入れた暮らし

をご紹介。未来の幸せのた

めの楽しい新習慣をナビ

ゲート。

できることから少しずつ

「シーズン・ギフト雑貨マルシェ」
エシカルナビゲーター 武野

オーガニックやナチュラル

コスメが揃う『ナチュラリズ

ム』担当。特技は習字、コス

メの素晴らしさを伝える表

現力には定評があります。

心も身体もキレイを目指す

ウエルネスビューティ
ナビゲーター 石井

阪神化粧品売場すべての情

報を網羅する、ポジティブ

ハッピーなコスメマニア。ト

レンドをいち早くキャッチし

ます。

リアルな感想に共感！

コスメナビゲーター
櫛野

パンプスで姿勢よく歩く方法

や、夕方のむくみ対策、美し

い姿勢に導く毎日の所作な

ど、靴や足にまつわる、どん

な些細なことでもお気軽に！

靴や脚で悩んだら

脚活ナビゲーター 
坪田

盛り付けがキレイと人気の“#本

日のおべんとう”や、『ライブキッ

チン』にある調理道具などを

使ったイベントは、すぐ真似した

くなるアイデアがいっぱい。

食べる幸せ＆作る楽しみが広がる、見つかる

キッチン用品ナビゲーター
真造

お気に入りの味を紹介する

“今日のコーヒー”をはじ

め、ポットやミルを実際に

使った感想など、リアルな

視点でお届け。

ほっと落ち着く、コーヒーのある暮らし

コーヒーナビゲーター
伊藤

古い雑居ビルでの何気な

いあれこれや地球にやさし

く自分にもやさしい暮らし

方について、ゆるく投稿し

ています。

心地よく、背伸びしないライフスタイル

ライフスタイルナビゲーター
長坂

旬のファッション、カルチャー、

ライフスタイルまで幅広くご紹

介。自分らしい楽しいファッ

ションライフを等身大のナビ

ゲーター2人の目線でご紹介。

旬のトレンドが満載！

リアルクローゼット
ナビゲーター 

ナチュラルなライフスタ

イルを自らも体験し、共感

性の高い情報発信とお客

さまとともにコミュニティ

を作り上げていきます。

丁寧に暮らすヒント！

リラナチュール・イッテンモノマルシェ
ナビゲーター

インテリアデコの楽しさをデコ

初心者の俣野目線でお伝えして

いきます。大好きなキャンドルへ

の思いが時々あふれ出す、そん

なおうち時間をナビゲート。

おうちをデコる、見つける楽しさを創出！

インテリアデコナビゲーター 
俣野

古い器、アートな器、作家

の器。日々出会う素敵な器

やお店、イベントなどをみ

なさまと共有します。

うつわ好き集まれ！

アート＆カルチャー
ナビゲーター とみなが

婦人ファッション歴22年の

二児の母がスタイルを良く

見せるコーデを日々探求。

デニム大好き！溢れるデニ

ム愛にも注目。

今の自分を楽しむFASHION

レディスファッション
ナビゲーター 長島

ツヤツヤ髪になるために毎

日のブラッシングは欠かし

ません。身体に良いものを

取りいれ、若々しくいるた

めに日々奮闘中。　

美髪を追求する

『C.CUBE』
ナビゲーター 宮本

岩城おすすめの食レポート“パン日記”や人気店への取材など、

パンへの愛が詰まった情報をお届けしています。

パン愛が止まらない！

パンナビゲーター 岩城

食育をテーマにした“食”イ

ベントや、こどもたちの笑顔

につながる様ざまな体験を

ご用意。現役ママ目線でお

届けします。

遊びと学びをバランスよく

パークイベントスペース
ナビゲーター 湯浅

白石 新田

 井上 大下 

面矢

森下 植田



注目はスイーツが並ぶ100ｍの
スイーツストリート。

洋菓子ワールド
阪神にしかないブランドや関西初出店
ブランドなどが軒をつらねるスイーツストリート。
名物手土産や阪神限定商品も登場予定。

伝統も、革新も取り揃えて。

和菓子ワールド
老舗の和菓子ブランドから
「素材」がテーマの新ブランドまで。
伝統も、革新も取り揃えました。

立ち食い+立ち飲みの聖地。

スナックパーク
2018年、3年ぶりに復活。グルメ通の間でも
話題を呼んだ人気店の立ち食い+立ち飲み
スタイルは今も健在。ワンコインランチから
夜のサク飲みまで、毎日気軽に立ち寄れます。

阪神デパ地下の中心に、
多種多様なお酒を集積。

リカーワールド
毎日の食卓でワインのある生活を
楽しんでいただけるよう、デイリーワインを
中心としたワイン売場から
若手醸造家や小さな蔵元の1本など
発見のある和酒売場まで、
圧倒的な品揃えでお好みのお酒を
発見する楽しみを提供します。

群を抜いた多彩な美味しさ

惣菜ワールド
人気飲食店グルメの惣菜化など
専門的なショップが充実。
様ざまなデパ地下惣菜が
ワンストップで買える
便利な売場も登場。

圧倒的な品揃えと鮮度で
ライブ感のある市場空間を目指して！

生鮮ワールド
全国各地から、鮮度と味にこだわる食材から
通好みの珍しい食材まで品揃え。
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①
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おやつ
テラス

パン
テラス

食祭テラス

日本茶・
ティー・
専門店

ティー・コーヒー

パンとおやつと、食祭テラス
食祭テラス／パン テラス／おやつ テラス／日本茶・ティー・コーヒー・専門店ワールド
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1F　
趣味・嗜好性の高い、新しい食体験を発信するエンターテイメント型食品フロア。

各界の“神”を主役に、
週替りで新たな食の話題を提供。

食祭テラス
情熱あふれる食のプロ＝スーパープレゼンターが毎週登場し、
その食に強いこだわりを持つ“神”の視点で、新たな食を提案。
「日本の食文化や旬の食材に出会える」
「食の深みにはまることができる」
「応援したい次世代の食を見つけることができる」
面積は約330㎡、新生阪神百貨店を象徴する
食の新感覚イベントスペース。

全国からおやつ好きが集まる、
おやつの聖地。

おやつ テラス
「毎日手に取ってもらえる買いやすさ」
「好きなものを選ぶ楽しみ」を大切に、
約230㎡の売場に約700種類の
おやつをご用意。単品販売コーナーや、
日替り入荷の限定商品など、いつ来ても
新しいおやつに出会えます。話題の味がその場で
食べられるカフェイベントコーナーも。

365日パンでしあわせ♪

パン テラス
365日パンを楽しめる売場を目指して、
朝、昼、晩の３度の食事、おやつはもちろん、自分へのご褒美、親しい方への
差し入れ、手土産にと様ざまなシーンでかかせないパンの魅力をつめこみました。
３人の有名パン職人がタッグを組んだ新ブランド「パンヲユメミル」や、
関西初登場の「ザ・スタンダード ベイカーズ」が
オープンするほか、
全国有数のブーランジェリー、
地元の素材を活かした個性派パン、
遠方の名店まで、多彩なパンを大集結。
毎日約30種、合計約100種に拡充した
『食パンセレクト』も注目ポイント。

5つの名店が、
豊かなお茶時間・おうち時間を
ご提案します。

日本茶・ティー・
コーヒー・専門店ワールド
シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド
「ＴＷＧ Ｔｅａ」は西日本初登場。英国の老舗紅茶商「リントンズ」は
世界初の常設ショップ（ティースタンド併設）がオープン。
京都の日本茶専門店「一保堂茶舗」、
大阪の人気ロースター「TASHIRO COFFEE ROASTERS」。
芦屋に本店がある食のセレクトショップ
『グランドフードホール』が、こだわりのアイテムを
セレクトした「グランドフードホールMINI」が登場。それぞれの
店舗が豊かなお茶時間、おうち時間をご提案します。

スナックパーク

トイレ

B1～9F

B2～9F

阪神バル横丁    D I N I N G  &  B A RB2
ランチタイムから夜ごはんまで、女性のおひとりさまが気軽に満喫できるフロア。

圧倒的な品揃えと専門性で賑わいあふれるフードフロア。

昼も夜も、どちらの顔もおいしい！

バルゾーン
昼はランチメニューが味わえ、夜ははしご酒が楽しいスタイリッシュネオ酒場。
街で人気の話題店のほか、行列店、予約が取りにくい有名店ばかり。

※ディアモール側一部区画は、2022年春オープン予定

阪神食品館    H A N S H I N  F O O D  M A R K E T　B1 リカーワールド／生鮮／惣菜／和菓子 ・ 洋菓子／スナックパーク

本格グルメを、気軽にひとり飯で。

グルメゾーン
本格的なお料理を気軽に楽しめる、女性の
おひとりさま利用にもぴったりな居心地のよい
グルメゾーン。グルメサイトの高評価店を揃えました。

■洋食「グリルロン」
■とんかつ「北新地とんかつエペ」
■カレー「インデアンカレー」
■ラーメン「なにわ麺次郎・然」
■チャイニーズレストラン「551蓬莱」
■季節のごはんと野菜食堂「玄三庵」
■タイ料理・カフェ
　「クラビ バイ チェディルアン」
■飲茶・スイーツ「糖朝」
■寿司「髭寿司」

【カフェ】
■「スターバックス コーヒー」

■和バル「季節の和とお酒 うめさくら」 ■焼鳥バル「CHIKICHIKI」
■肉バル「ギャロダイナー」 ■餃子・中華バル「溢彩流香 餃子小厨」
■日本酒バル「京のおばんざい ぽんしゅ杉」 ■クラフトビール「CRAFT BEER BASE BRANCH」
■イタリアンバル「酒屋食堂 スタンドましか」 ■スペインバル「ラ クッチャーラ デ ドノスティア」
■スペインバル「コメル。ドノスティア」
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トイレ
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オストメイト

バルゾーン
グルメゾーン

洋菓子ワールド

和菓子ワールド
惣菜ワールド

生鮮ワールド

リカーワールド

パン テラス

2022年春完成予定改装中

イーサイリュ－シャン ギョウザショウチュウ
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工事中



阪急側

東
御堂筋側

JR側北

南 駅前第4ビル側

歩道橋

B1～7F

B1～9F

オストメイト

トイレ

トイレ

B2～9F

アクセサリー・雑貨ワールド

化粧品
ワールド

南 駅前第4ビル側

阪急側

JR側北

東
御堂筋側

B2～9F

トイレ

オストメイト

トイレ

B1～9F

B1～7F

B1～9F

ウエルネスビューティ
ワールド

シューズ・
バッグ
ワールド

ビスポークサロン

季節の雑貨と、コスメ  SEASON GIFT  &  COSMET ICS

シーズン雑貨・アクセサリー／化粧品2F　
次世代クリエイターが生み出す雑貨やアクセサリー、最先端コスメに出会えるフロア。

なりたいキレイ・知りたいキレイに出会う、体験できる！

化粧品ワールド
選りすぐりのスキンケアやメイクアイテムに加え、
美容家電、化粧品雑貨など、多岐にわたる関心事を軸に展開する
『C.CUBE（シーキューブ）』が200ブランド以上を揃えパワーアップ。
プチプラメイクを使ったメイクレッスンも開催。
新たに「雪肌精」「アテニア」「レイヤードフレグランス」が加わり
国内外の実力派28ショップがラインアップ。
『ビューティイベントスペース』での体験会やアーティスト来店など
週替りイベントも開催します。

クリエイターのアイデアや丁寧な手仕事に触発される。

アクセサリー・雑貨ワールド
唯一無二のアイデアを形にするクリエイターとの出会いや、
「つくる体験」を提供する『クリエイターズヴィレッジ』。
パーツ、素材選び、モチーフや細部のデザインまで、クリエイターとの会話を
楽しみながらオーダーできる『ビスポークサロン』など、
作り手たちの思いに共感しながら、「私だけのお気に入りを見つけたい」
そんな気持ちにお応えします。

シューズ・バッグと、ウエルネス   
シューズ＆バッグ・ウォレット／化粧品（ナチュラル＆オーガニック）
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3F　
自分仕様の靴＆バッグと、“心地よく、健やかに、美しく”がテーマの
ウエルネスビューティを提案するフロア。

グローバルからジャパンローカルまで幅広い
ナチュラル＆オーガニックビューティを発信。

ウエルネスビューティワールド
体に摂り入れるお米や野菜のように、スキンケアも素材にこだわって選びたい。
自分や家族の肌に直接触れるものだから、実際に試して納得してから買いたい。
そんな声を受けて、ナチュラルコスメの編集売場『naturaRhythm（ナチュラリズム）』が登場。
グローバルナチュラルブランドとジャパンローカルビューティブランドが揃います。
中でもジャパンローカルビューティは、日本各地で伝承される美と健康の知恵を活かし、
地方特産の自然原料と独自の技術で作られた選りすぐりのコスメを常に10種以上ご用意。
また、作り手の顔が見えにくいコスメの世界で、生産者のオンラインイベントも実施予定です。

美しい姿勢ときれいで健やかな脚を目指す脚活ライフと、
経年美化を楽しむバッグライフと。

シューズ・バッグワールド
本当に手に入れたいのは、キレイな靴以上に“キレイな脚”。
婦人靴では美しい姿勢とキレイな脚を手に入れる“脚活”体験を提供。
足型測定器や歩行姿勢測定器によるデータ解析に加え、ナビゲーターによる
美姿勢アドバイスや、脚のセルフケアのマンツーマンレッスンも行います。

注目は使うほどに愛着が深まるレザーバッグや、
編み方・素材の違いで表情豊富なカゴバッグと出会える自主編集売場の
『en to en（縁と円）』（2021年12月オープン）。
「好きがもっと好き」になるワークイベントや、
お気に入りのアイテムに愛情を注ぐ「お育て会」も開催。

SHOES,BAG 
& WELLNESS

ショップとしては、新たに「オサジ」
「アムリターラ」「ビープル by コスメキッチン」
「アヴェダ」「エトヴォス」が加わり
11ショップがラインアップ。



イベント1
テラス
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東
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トイレ B2～9F
B1～9F

B1～7F

B1～9F

トレンド&
カルチャーワールド

コンテンポラリー
アイテム
ワールド
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クリスタル
サロン

モロゾフ

JR側北
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東
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トイレ

B2～9F

トイレ

B1～9F

B1～9F

B1～7F

ナチュラルライフスタイル
ワールド

ナイス
エイジング
ワールド

サイズワールド

レディスファッション L A D I E S ʼ  N AT U R A L  &  U R B A N  F A S H I O N

レディスファッション（ナチュラル／リフォーム＆リメイク）
レディスファッション（アーバン／婦人肌着）／クリスタルサロン
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5F　
自分らしい充足したライフスタイルを求める女性に向けて、ファッションからコスメ、
雑貨まで幅広いアイテムを展開するフロア。

都会的でナチュラルな
ライフスタイルを求める女性たちへ。

ナチュラルライフスタイル
ワールド
肩の力を抜き、好きなものに囲まれた
丁寧な暮らしを提案するワールド。
ファッション・コスメ・フード・リビング雑貨まで
幅広いアイテムを展開。
ワールドの中心的存在の
『イッテンモノマルシェ ウィズ リンネル』は、
雑誌『リンネル』と協業したセレクトショップ。
阪神と人気雑誌がタッグを組んで素敵なファッション、
ライフスタイルをご紹介します。

美しく年を重ねたい女性をサポート。

ナイスエイジングワールド
オンもオフも充実させたい大人の女性に向けた
ファッションとライフスタイルを提案。
婦人肌着『ランジェリーマルシェ』内には
お気に入りが必ず見つかるショーツのセレクトコーナーを開設。
売場併設のサロンでは、美しく健康であることの学びを
提供します。

レディスファッション L AD I E S ʼ C O N T E M P ORARY  FA S H ION

レディスファッション（コンテンポラリー／フォーマル）大きいサイズの婦人服／小さいサイズの婦人服4F　

南 駅前第4ビル側

ファッションに留まらない最新のカルチャーや、自分仕様のアイテムを手に入れる楽しみを
発信するフロア。
ファッション＆カルチャーの
最旬トレンドをデジタルとリアルで発信。

トレンド＆カルチャーワールド
お手頃な旬ファッションと最新のカルチャーを提案。
ワールド内にある『コミュニティスタジオ』では、
リアルとデジタル両面からの発信ができる象徴的な場として、
お客さまとインタラクティブな交流を予定しています。
フォトジェニックなフルーツメニューを楽しめるカフェ
「フルーツ」もオープン。

ベーシックアイテムに定評のあるブランドと、
阪神セレクトのスタンダードがラインアップ。

コンテンポラリーアイテムワールド
永く愛用することはサステナブル、という考えに基づき、
『アイテムクローゼット』では、
白いＴシャツやジーンズなどの年間定番アイテムと、
シーズンごとのスタンダードを取り揃えます。
“もっと愛着を持つ”をキーワードに、
ワッペンやボタンなどをお客さま自身でつけることができる
『セルフファクトリー』を併設します。

Sサイズ10ブランド、
Lサイズ8ブランド。

サイズワールド
大きいサイズと小さいサイズを
揃えたワールド。
あなたにぴったりのサイズが
見つかります。
小さいサイズの女性が主役の
『プリンセスショップ』では、
Sサイズならではの
着こなし術など
小柄な女性のための
お役立ち情報も
ナビゲーターがお届けします。

パーティ＆ドレスアップシーンをトータルで提案。
フォーマル＆ドレスアップサロン

愛用品とより永くつきあうために。
リフォーム＆リメイクサロン「アトリエ フォーミー」

2021年12月オープン
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ファミリー
ライフスタイル
ワールド

メンズ・ゴルフ
ファッション
ワールド

ベビー&キッズ
ワールド

カフェ

アフタヌーンティー
ティールーム
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リビングワールド インテリア
デコワールド

無印良品

ファミリースタイルと、
メンズファッション＆ベビー用品    
ファミリーライフスタイル／ベビー＆キッズ／メンズ・ゴルフウエア6F　

楽しむことが上手な、ミレニアルファミリーの関心事に着目したフロア。

街と公園を家族や仲間と楽しむ、
アーバンアクティブライフを提案。

ファミリーライフスタイルワールド
アクティブで機能性の高いアウトドアファッション、素材や現代的な
シルエットにこだわった心地よいスタイルなど、家族ぐるみで楽しめる
ウエアや雑貨をそろえた新編集売場『グリーンデイズ』を中心に、
人気ブランド「ザ・ノース・フェイス」「ヘリーハンセン」（ともに2021年
11月オープン）も加わり、　アーバンアクティブライフを提案。

ほどよい旬を捉えた洋品雑貨＆
スポーティマインドのゴルフのゾーン。

メンズ・ゴルフファッションワールド
メンズ&レディスを取り揃えた革小物からバッグ、ビジネスシューズや
インポートスニーカーなど、ほどよい旬を捉えた洋品雑貨が一堂に。
なかでもメンズ・レディスを揃えた
「TUMI」「ペッレモルビダ」「ポーター」や
ビスポークブランド「フィロソフィー」
などレザーグッズが充実。
また「ポロ ゴルフ」「デサントゴルフ」
も新たに加わり、ゴルフファンに人気の
6ブランドになってパワーアップ。

こどもと過ごす毎日が記念日。
エシカル志向で楽しむウィズベビーライフスタイルを提案。

ベビー＆キッズワールド
ミレニアル世代のパパとママに向けて、
ファッションだけでなく、食文化や健康、癒し、子育てなど、
ジャンルを超えた知識や体験をご提供。
『パーク イベントスペース』では、大人用の食事メニューを活用してつくる
「時短の離乳食づくり」など、家族の食育を中心に、
コミュニティを通じて楽しみながら役に立つ情報をご提供します。
また、お子さまにも安心してお使いいただける自然素材を使いながら、
ご家族どなたでも入りやすく居心地のよいベビールームを
「無印良品」と一緒に考えました。

無印良品
着心地の良いウエアや、
素材にこだわった食品。
そして使い勝手を考えた、
シンプルで機能的な
ステーショナリーや家具まで、
暮らしまわりのすべてが
揃います。

暮らしと、くつろぎ   無印良品    L I V I N G  S T Y L E

ホーム、リラクシング／インテリア

20 21

7F　
自分好みの“おうち時間”、暮らしのセルフクリエイトを楽しむヒントや気づきのフロア。

自分らしい暮らしをクリエイトする情報や体験を発信。

リビングワールド
暮らしの楽しみ方を紹介する多彩なナビゲーターがスタンバイ。
調理を通してナビゲーターがお客さまに様ざまな体験価値を提供する『ライブキッチン』や、
セルフメディケーションのための学びや体験を提供する『リラケアサロン』では、
シーズンや気分で変化するプチ不調のケア方法と、アイテムの使い方などを紹介します。
また商品の生産背景を知るセミナーなど多彩なプログラムをご用意。

自分らしいお部屋づくりを。
カスタマイズ、セルフリノベーションを楽しむ。

インテリアデコワールド
お気に入りのモノを飾る、季節ごとにしつらえを楽しむなど、
おしゃれに暮らしたい方のためのインテリアデコワールド。
お部屋のアクセントにおすすめの古道具、
動物や植物のモチーフがかわいいフラワーベースやオブジェなど、
ウォールデコを楽しむアイテムが勢揃いした『デコデコリビング』がオープン。
インテリア好きのナビゲーターを通じて、暮らしの楽しみや豊かさをご提供します。
また、壁紙・ペイントやタイルなど、DIYをもっと気軽に楽しめるショップ
「デコール・インテリア・トーキョー」が関西初出店。

FAMILY STYLE 
& MENʼS FASHION 
& BABY GOODS

家族みんなのスタイルをセレクト
新編集売場『グリーンデイズ』
（2021年12月オープン）　　　

2021年12月オープン

2021年12月オープン
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催しと、カルチャー   E V E N T  &  C U L T U R E

ハローカルチャー（アート・カルチャー・ヴィンテージ）・宝飾・時計／阪神タイガースショップ／
健康介護用品・ウィッグ・化粧品／補聴器／催事場／贈答品・商品券8F

日常を飾るアートや趣味のこっとう、そして今を楽しむ催しで、生活を彩るフロア。

くらしの中で使える「好き！」に出会う。

アート＆カルチャーワールド
身近に毎日楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などを
週替りでイベンティブに発信する５つのギャラリー
『ハローカルチャー』が新たに誕生します。
地元クリエイターや若手アーティストによる
ワークショップ、クリエイティブイベントにもご期待ください。
また、蚤の市を楽しむ気分でお買物いただける
普段使いの“こっとう”も。

応援グッズから日常の愛用品まで、ファン必見！

阪神タイガースショップ
ファンがみんな大好きな球場をイメージした装いに一新。
応援にはかかせないユニフォームやタオルをはじめ、
選手フォトやキーホルダーなど雑貨も豊富に揃えた
阪神タイガースオフィシャルショップ。
タウンユースとして愛用できる女子ファンのための
「HTIG」もお見逃しなく。

催事場
数多くの名物催事が開催されてきた催事場。
新しく生まれ変わる催事場では、
楽しい体験ができる
スペシャルなコンテンツを毎週企画していきます。
スモールマスマーケットに向けた
趣味性の高いイベントから、
多くの方に愛される食の催事まで、
パワーアップ。

22 23

阪神大食堂    R E S T A U R A N T  &  F O O D  H A L L

レストラン／フードホール9F　
大阪で愛されるおいしさ、家族で、友人同士で、ひとりで、
それぞれの楽しみ方を多彩に揃えたフロア。

健康介護用品・ウィッグ・化粧品
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世代を超えて親子3世代で楽しめる。

レストラン
「食の阪神」ファンの期待に応えるレストラン7店舗。
本物志向で、食通のお客さまにも
満足いただける名店揃い。

新たにスタートする
〈阪神梅田本店 LINE
ミニアプリ〉やスマホ
からご予約いただける
サービスが開始。

〈阪神梅田本店LINEミニアプリ〉でもご予約いただける
サービスが開始。※一部店舗を除く。
また、スマホから混雑状況の確認や、
順番待ちの受付が可能に。

今の大阪の食を知るならここへ。
新スタイルの

フードホール
注目のフレンチ、創作中華の名店など大阪に新たな風を吹かせる
話題店8店の味がラインアップ。自由な回遊の魅力をもつ
フードホールでありながら、レストランスタイルでお料理を
サーブする個室空間『プレミアムルーム』も併設。
（1テーブル最大5名さま利用可 90分 1,000円〈税込〉／要予約)。
またオープンキッチンで調理のライブ感が楽しめる
『シェフズカウンター』を各店でご用意。

■うどんすき・日本料理「美々卯」
■自家製粉そば「土山人」
■焼肉「食道園」
■うなぎ「炭焼きうなぎの魚伊」
■洋食「はり重グリル」
■中華料理「老虎菜」
■和食・一汁六菜「一六茶寮」

■牛肉重「北新地はらみ」
■串揚げ「蜻蛉揚物店 北新地again」
■お好み焼き・焼そば「タンポポ」
■スパイスカレー「ボタニカリー」
■中華料理「空心」
■フレンチ「リエゾン」
■パスタ・グリル「タブロ Є ラチェルバ」
■ベトナム料理「リヴゴーシュ」

【カフェ】
■「スターバックス コーヒー」

とん ぼ

ラオフーツァイ

アート
&カルチャー
ワールド

2021年12月オープン

2021年12月オープン

※諸般の事情により休止または
ご利用人数を制限させていただく場合が
ございます。
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２０２１年１０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 

 

「阪急阪神百貨店のお歳暮２０２１」 
インターネット受注 １０月２０日スタート 

 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は 10月 20日（水）、2021年のお歳暮のインターネット受注を開始

します。店頭のギフトセンターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 10 月 27 日（水）に開設予定です。 

阪急からは、生産者と消費者を結ぶ「Hankyu PLATFARM MARKET」に関わる作り手の思いが詰まった産品を昨

年に続きギフト化したほか、お中元で好評だった、阪急うめだ本店地下 2階「コミューナルフードマーケット」

からのご提案がお歳暮にも登場します。阪神は、10月 8日（金）に建て替え先行オープンした阪神梅田本店に

連動し、お客様と百貨店の距離を縮めるべく積極的に情報発信を行う百貨店スタッフ・ナビゲーターたちのお

ススメや、新しく誕生した食の魅力を探求する催し場「食祭テラス」で開催のイベントに関連したギフト、9階

に復活したレストラン街からのご提案など、独自の企画をご用意しております。 

 

●インターネット受注期間  

 10 月 20 日（水）～12 月 22 日（水） 

・阪急百貨店：「HANKYU E-STORES」   （https://web.hh-online.jp/） 

・阪神百貨店：「阪神オンラインショッピング」（https://web.hh-online.jp/hanshin/）  

※インターネットからのご注文では、定番商品を掲載した赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が   

期間中商品代金 10％ＯＦＦ（清酒やワインなどは５％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

●各店の店頭受注期間 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期が変更になる場合がございます） 

※1:カード会員限定で開催期間中ずっと「赤いギフトカタログ」掲載商品が 5％～15％OFF+全国送料無料。  

※2:早期割引期間中、「赤いギフトカタログ」全国送料無料。  

 

 ＜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 

 

 

 

早期割引期間

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

博多阪急 ※1 11/1（月）～12/20(月) 50日間

都筑阪急 ※2

大井食品館 ※2

阪神梅田本店 10/27（水）～12/25(土) 60日間

あまがさき阪神

阪神・にしのみや

阪神・御影 11/10（水）～12/14(火) 35日間 11/10（水）～11/30(火)

10/27（水）～12/25(土)

10/27（水）～12/25(土) 60日間

10/27（水）～11/30(火)

10/27（水）～11/30(火)

60日間

開催期間

10/27（水）～12/22(水) 57日間

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


 

■今年のおススメ ※商品の価格はすべて税込み表示です   

   

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

阪急百貨店が昨年 10 月に始めた「CAKE LINK」は、デパ地下の人気ブランドのケーキを冷凍で全国

にお届けするサービス。昨年のお歳暮からギフトカタログに登場し大好評でした。今年は 11 アイテム追

加し 16 アイテムと、さらにバリエーション豊かになりました。 

青森産 青森シャモロック 水炊きセット 

（鍋用角切り（モモ・ムネ）、ゆず風味生

つみれ、ぽん酢、濃厚水炊きスープ） 

7,560 円  ※送料込み 

【お届け地域限定】 

大好評につきアイテム数増加！ケーキをギフトとして全国に送る「CAKE LINK」 阪急 

 

「パティスリー モンシェール」マイ・リトル・プリンセス 

(2～3 人用、直径 13cm) 4,987 円 

※送料込み、販売予定数 300 個 

プリンセスのモチーフがキュート。いちごのムース、洋

梨、黄桃を生地でサンドし、ピンクに色づけした堂島ロ

ールのクリームで飾りつけしました。 

食の未来を考える作り手たちの思いやこだわりの物語が詰まったおいしいものを！ 阪急 

 
阪急うめだ本店地下 2 階食品売場で毎月開催する「Hankyu PLATFARM MARKET」では、「地域創

生」「文化継承」「環境保全」の 3 つの理念を軸に、作り手の思いが詰まったおいしいものを紹介していま

す。昨年に続き、その中からおいしさへの物語を感じる選りすぐりの美味をご提案します。 

また、お中元で好評だった、阪急うめだ本店地下 2 階の、サステナブルなおいしさとの出会いや食のアイ

デア、人と人の出会いが日々生まれる売り場「コミューナルフードマーケット」からのギフトがお歳暮にも！ 

ピーナッツショップ「Doré」 Doré ベストセレクション  

(Doré サブレ、Doré フィナンシェ、ピーナッツペースト、 

ピーナッツクリーム)  5,400 円  

伝統の天日干し乾燥にこだわる千葉県・八街市産の落花生を使

用。香ばしさとコクのある落花生を未来へ伝えたい、地域を盛り上

げたいと、高齢化している生産現場にも携わりながら奮闘してい

る「ピーナッツショップ Doré」の人気アイテムを詰め合わせました。 

青森県特産地鶏“青森シャモロック”を育

てる「大鰐シャモロックファーム」。地鶏の

特定 JAS 規格では 1 ㎡当たり 10 羽以下

の平飼いが定められているところ、5 羽に

とどめ伸び伸びと飼育しています。肉質が

締まり、旨みの強いダシがよく出るため鍋

料理に最適です。 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい阪神百貨店の象徴の一つである 1 階「食祭テラス」では、「食のスーパープレゼンター」を招いて食

の魅力を掘り下げるイベントを展開しています。そこで実際に行われた、あるいは開催予定のイベントと連

動した商品をお歳暮ギフトとして提案する、イベントスペースと連動した初企画です。 

阪神 

 

お好み焼き 広島＆大阪 食べ比べセット 

8,901 円 ※送料込み 【お届け地域限定】 

広島「みっちゃん総本店」と、大阪からは「味乃屋」に加

え、人気店「やまもと」「千房」のお好み焼きもセットに。 

阪神のナビゲーターが、大切な人たちへおすすめめしたいおいしいギフト 

「フジマル醸造所」ワイン 2 本セット 

 (キュベ パピーユ 大阪 WHITE2019 年、farmer’MBA 武藤

観光農園 2020 年 各 750ｍｌ)  6,710 円 〈限定 30 本〉 

食事とのペアリングを大切にする「フジマル醸造所」から、自社

畑のデラウエアを使って醸された白ワインと、チャーミングな香り

とみずみずしい味わいの赤ワインのセットを。 

ナビゲーターとは、日常の暮らしを豊かにするちょっとしたアイデアやヒントを店頭や SNS でお届けし、お

客様とお取引先様をつなぐ架け橋となる百貨店スタッフ。阪神梅田本店が 2017 年から始めた取り組み

で、当初は 4 名でしたが、今年 10 月の建て替え先行オープンの際に約 100 名に強化しました。ストアコ

ンセプト「毎日が幸せになる百貨店」の実現にはこのナビゲーターの力が欠かせません。 

今回は、食のナビゲーター3 名が、実際に食して感動し、作り手やインポーターの情熱に共感したものを

お歳暮ギフトにご用意しました。 

阪神 

 

「リカーワールド」 

ナビゲーター 山口 

 

私自身が日本ワインに開眼するきっかけ

となった、「フジマル醸造所」。ワイナリー

にレストランを併設し、自社のワインと食

事とのペアリングを大切にされています。 

自社畑のデラウエアを使って醸された

白ワインと、チャーミングな香りとみずみ

ずしい味わいの赤ワイン。一番好きな白

と赤をセットにしました。 

新しい食のエンターテイメントワールド「食祭テラス」からもお歳暮のご提案！ 

10 月 20 日～25 日開催の「阪神のお好み焼きだよ広島 VS 大阪」は、

「日本コナモン教会」会長をスーパープレゼンターに迎え、会場には

広島や大阪など地域を代表する人気店のお好み焼きが揃います。 

「日本コナモン協会」 

会長 熊谷真菜さん 

 

“混ぜ焼き”の大阪、“重ね焼き”の広島

は、歴史的にも日本を代表するお好み

焼きのツートップ。今回この 2 大お好み

焼きの人気店の味がギフトになるんなん

て、めちゃくちゃ楽しみです！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇阪急阪神百貨店のギフトカタログ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇インターネットからのご注文では、赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が期間中商品代金

10％ＯＦＦ（清酒やワインなどは５％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

〇阪急百貨店の「赤いギフトカタログ」、「青いギフトカタログ」掲載商品のご注文は、阪急オアシス・イズミ

ヤでも承ります。（承り期間は 10/27（水）～12/23（木）） 

“食の阪神”が太鼓判！ 大阪の人気店が揃った阪神大食堂のショップからのギフト。 阪神 

 
建て替え先行オープンで 9 階に復活したレストラン街には、今の大阪の食を牽引する人気店を集めたフ

ードホールエリアと、世代を超えて愛される銘店が集まるレストランエリアが誕生しました。その中の 7 店が

提案するお歳暮ギフトを特集しました。 

蜻蛉揚物店「北新地 again」 

串カツ 9 種（again 特製ふわドレ付）2 人前 

6,480 円 ※送料込み 

素材の魅力を最大限に活かした串カツ。北新地 again 本

店名物の「カレーライス串」や特製ドレッシング「ふわドレ」

も。添付のカレーソースは「カレーライス串」専用。名物のご

まの「ふわドレ」はお好みの野菜にディップしてお召し上が

りください。 

とんぼ  

赤いギフトカタログ 青いギフトカタログ
プレミアムフードギフト

３２のおいしいもの物語

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引対象カタログ(掲載商
品5％～15％OFF)。

・こだわりギフトを約500点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み。

・稀少素材など特別に企画した数
量限定ギフトを32点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み。

きいろのギフトカタログ みどりのギフトカタログ

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引対象カタログ(掲載商
品5％～15％OFF)。

・こだわりギフトを約400点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み
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<ご参考＞ 

 

本年の売れ筋予測 

 

〇阪急うめだ本店 

 

 

〇阪神梅田本店 

 
 

 

 

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 洋菓子 1 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 ビール 2 廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋　ハムギフト 5,400円

3 ハム・ローストビーフ 3 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

4 かずの子・鮭・明太子 4 アンリ･シャルパンティエ　タルト･フリュイ･アソートS 3,240円

5 和菓子 5
シュガーバーターの木
シュガーバターの木サンドコレクション39個入

3,240円

6 惣菜 6 ヨックモック　クッキー アソート 3,240円

7 コーヒー・紅茶 7 サッポロヱビス　生缶ビールセット 3,300円

8 清涼飲料 8 伊藤ハム　ハム･ローストビーフ詰合せ 5,400円

9 フルーツ 9 ニッポンハム　国産プレミアム美ノ国ハム詰合せ 3,240円

10 のり 10 モンロワール　リーフメモリーギフトボックス(パープル) 3,240円

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 ビール 1 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 洋菓子 2 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

3 ハム 3 廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋　ハムギフト 5,400円

4 和菓子 4 ｢ガトーフェスタ ハラダ｣　グーテ･デ･ロワ　(中缶) 2,160円

5 かずの子・鮭・明太子・味噌漬 5 グルメカタログギフト　選べるグルメ便　ビーナス ※11,000円

6 コーヒー・紅茶 6
シュガーバーターの木
シュガーバターの木サンドコレクション39個入

3,240円

7 惣菜 7 大阪・難波｢551蓬莱｣　冬の豚まんセット 5,861円

8 佃煮・塩昆布 8 フリーチョイスギフト　紅花 5,500円

9 フルーツ 9 タイガース　阪神タイガースビール 5,500円

10 のり 10 モンロワール　リーフメモリーギフトボックス(パープル) 3,240円

※カタログギフトのシステム料として別途 1,100 円が必要です 



【阪急百貨店うめだ本店】10⽉9⽇（⼟）クリスマスケーキの予約【阪急百貨店うめだ本店】10⽉9⽇（⼟）クリスマスケーキの予約
が早くもスタート！！が早くもスタート！！

クリスマスケーキは“取りに来る”から“届ける”の時代へ。クリスマスケーキは“取りに来る”から“届ける”の時代へ。

クリスマスケーキ予約サイトクリスマスケーキ予約サイト

https://bit.ly/3uJtSERhttps://bit.ly/3uJtSER

◎予約期間：◎予約期間：

＜インターネット＞＜インターネット＞

10⽉9⽇（⼟）〜12⽉15⽇（⽊）10⽉9⽇（⼟）〜12⽉15⽇（⽊）

＜店頭＞＜店頭＞

10⽉9⽇（⼟）〜12⽉20⽇（⽉）10⽉9⽇（⼟）〜12⽉20⽇（⽉）

※店頭にないブランドの予約はインターネットのみ※店頭にないブランドの予約はインターネットのみ

◎お渡し⽇時・場所：◎お渡し⽇時・場所：

12⽉22⽇（⽔）〜25⽇（⼟）／12⽉22⽇（⽔）〜25⽇（⼟）／

場所：9階催場場所：9階催場

 

「ルメルクール」ル・プルミエ・ノエル5,400円［販売予定数50］

今年は、コロナ禍で迎える2年⽬のクリスマス。早くも10⽉9⽇（⼟）からクリスマスケーキの予約がスタートします。

昨年は、⾃宅での過ごし⽅を⼤切にする志向の⾼まりから、インターネットでの事前予約と、⾃宅に⽣ケーキをお届けす

るケーキ宅配が⼤きく伸⻑し、予約が出来ない状態に。そこで、毎年スタート早々に売り切れる有名パティシエのケーキ

はもちろん、⾃宅にケーキをお届けするケーキ宅配サービスをさらに拡⼤。今年のクリスマスケーキは、店舗に“取りに

⾏く”のではなく⾃宅に“届ける”ニーズがさらに⾼まりそうです。

■ケーキがお届けできる時代に。業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』■ケーキがお届けできる時代に。業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』

2019年10⽉にサービスを開始して以来、離れて暮らしていてもケーキをギフトとして贈れるというニーズや、持ち帰る
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https://bit.ly/3uJtSER


際の型崩れの⼼配といったお悩みを解消。エリア拡⼤・全国お届けなど、お陰様で右肩あがりで成⻑を遂げているケーキ

宅配事業。本年は、お届け台数の増便や、冷凍便で全国へお届けするラインアップの拡⼤など『阪急のケーキ宅配』事業

合わせて昨年の5倍の台数をご⽤意しました。

〇関⻄エリア限定「KANSAI CAKE DIARY」

「五感」さくらたまごと完熟苺のクリスマスデコレーション6,480円［販売予定数100］

〇東京23区限定「TOKYO CAKE DIARY」

 

「パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース」ノエル ピスターシュ ショコラ5,400円

〇全国宅配「CAKE LINK」（冷凍便）

 

 



 

「パティスリー モンシェール」ハッピーサンタ6,048円［販売予定数150］（冷凍配送）

「パティスリー カメリア銀座」ノエル・ポム・ド・パン7,344円［販売予定数150］（冷凍配送）



「アンリ・シャルパンティエ」ヴァン・ド・ノエル5,940円［販売予定数15

0］（冷凍配送）

※『阪急のケーキ宅配』はいずれもインターネットのみの承り

※お届け⽇時・エリアは各サービスにより異なる

※配送料：⼀律990円

■ご予約はお早めに。⼈気の特別企画ケーキ、今年からインターネットのみの承りに。■ご予約はお早めに。⼈気の特別企画ケーキ、今年からインターネットのみの承りに。

毎年、予約スタート早々に売り切れるバイヤー渾⾝の「パティシエ」企画。今年は、店頭での混雑緩和の観点から、来店

せずに予約ができるインターネットのみの承りにさせて頂きます。

「パティスリー クロシェ」なかほら牧場のクリスマス5,400円［販売予定数100］



「ラ・クラシック」モンブラン・ノエル4,860円［販売予定数60］

 

「パティスリー・エス」キャレ・アグルム5,400円［販売予定数100］



「トゥシェ ドゥ ボワ」セ・エレゴン4,891円［販売予定数100］

「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」ブッシュ ド ノエル マッチャ プラリネ5,886円［販売予定

数100］



「Masahiko Ozumi Paris（マサヒコ オズミ パリ」Mont blanc noir 9,720円［販売予定数50］

 

 

クリスマスケーキ予約サイト

https://bit.ly/3uJtSER

◎予約期間：

＜インターネット＞

10⽉9⽇（⼟）〜12⽉15⽇（⽊）

＜店頭＞

10⽉9⽇（⼟）〜12⽉20⽇（⽉）

※店頭にないブランドの予約はインターネットのみ

◎お渡し⽇時・場所：

12⽉22⽇（⽔）〜25⽇（⼟）／

場所：9階催場

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000014431.html

株式会社阪急阪神百貨店のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/14431

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社阪急阪神百貨店 阪急うめだ本店 ＯＭＯメディア推進部 広報担当

電話：06-6361-1381

E-mail：hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp

https://bit.ly/3uJtSER
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000014431.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/14431




 

 
   

 
 

イエ飲み需要の増加でＥＣサイト受注前比２４０％と好調 

ボージョレ・ヌーボー店頭予約スタート 
そごう・西武では１１月３日（水・祝）まで、各店の食品酒売場と西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」にて

「ボージョレ・ヌーボー２０２１」のご予約会を開催しております。昨今、外食の自粛や在宅ワークの影響で夕食の時間帯が

早まり、自宅でお酒を楽しむイエ飲み需要が高まっています。店頭に先がけて受注をスタートした「e.デパート」では、５千円

以上の単価の高いものやおつまみとのセットが動き、受注実績前年約２４０％（９月末時点）と大幅に伸長しています。 

今年は、ノンアルコールワインや１人ずつ飲めるハーフボトルのワインなどコロナ禍でも安心して楽しめるものや、イエナカ 

ご馳走需要の増加を受けて、通常のボージョレ・ヌーボーより価格の高いワンランク上の「ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーボー」、

こだわりの古木のヌーボーなどを販売いたします。また、高まるイエ飲み需要に対応してワインだけでなく、店頭では日本酒

ひやおろしなどこの時期におすすめの様々な秋の酒もご提案いたします。 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【展開概要】 

[店頭] 

■予約期間：１１月３日（水・祝）まで ※店舗によって会期は異なります。詳しくは各店にお問い合わせ下さい。 

■承り店舗：西武池袋本店、渋谷店、福井店、秋田店・そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店＝各店の食品酒売場 

[西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」] 

■予約期間：１１月３日（水・祝）午後１１時５９分まで 

■お届け日：１１月１８日（木）から ※お品物によってお届け日が異なります。 

■ＵＲＬ：https://edepart.omni7.jp/general/lp/beaujolais 

［品揃え］カタログ掲載：３１種類、e.デパート：６６種類（ボージョレ以外の新酒も含む） 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 
※販売商品は店舗によって異なります。詳細は各店のＨＰをご確認ください。 

１人ずつ飲めるハーフボトルなどコロナ禍でも安心して楽しめるワインから、通常のボージョレ・ヌーボーのワンランク上の「ボージョレ・

ヴィラージュ・ヌーボー」、ヌーボーでは珍しい樽で熟成させた古木のヌーボーまで様々なこだわりのワインを展開いたします。 

イエ飲み需要の増加で、ご自宅で様々なお酒を楽しむ方が増えていることを受けて、今年はワインだけでなく日本酒   

ひやおろしなど、様々な秋の酒を提案いたします。この時期にしか飲めない日本酒の“ひやおろし”は春先に一度加熱殺菌

を行い、秋まで成熟させ出荷する際は二度目の加熱殺菌をせずに出荷されるため、夏の間の熟成を経て味わいの成分が

よく融け合いまろやかな味わいを楽しめるとして人気です。 

ノンアルコール 
ルポルミエ/ペピネルフレッシュ
（750ml）1,581 円 

古木のヌーボー 
ファミーユ・コルディエ/ボージョレ・  
ヴィラージュ・ヌーボー 
（750ml、西武・そごう限定）4,070 円 

ハーフボトル 
ピエール・ポネル/ボージョレ・ 
ヴィラージュ・プリムール（375ml）1,980 円 

秋の酒を提案 

商品例 

https://edepart.omni7.jp/general/lp/beaujolais


 

 
   

 
 

話題の瞑想体験も！日々のくらしで出会うカンドウを提案 

西武池袋本店で「くらしのデザイン展２０２１」開催 
西武池袋本店では２０１３年より、５０代からの自分らしく、豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイン展」を開催。

Good Over 50’s＝「大人の暮らしの自己実現」をコンセプトに優良な道具と住まい方をご紹介してきました。第９回目と

なる今年は「日々是カンドウ」をテーマに開催。コロナ禍で生活様式が一変し、改めて暮らし方を見つめ直す機会が増えた

事を受けて、日々の暮らしの中にあるカンドウを、グッドデザイン賞受賞アイテムとインテリアコーディネートを通してご提案   

します。会場にはグッドデザイン賞が創設された１９５７年当時のものから最新の受賞アイテムまで約５０点が登場。ご紹介

する一部の商品は、西武池袋本店に期間限定で初出店するグッドデザイン賞受賞アイテム専門店でご購入頂けます。 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【展開概要】 
■テーマ：with コロナ時代での新生活様式「日々是カンドウ」 
■会期：１０月２３日（土）～１１月８日（月） ■場所：西武池袋本店７階＝特設会場、インテリア売場各拠点 

■西武池袋本店特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1561279.html?cateid=121 

■主催：くらしのデザイン展実行委員会[一般社団法人ケアリングデザイン] ■協力：公益財団法人日本デザイン振興会 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

【マインドフルネス瞑想を体験】 
ストレス低減や集中力向上などの効果が注目されている「マインドフルネス瞑想」
をくらしの中に取り入れるアイテムをご紹介いたします。会場では、マイアミの    
オープンシード社が開発した「メディテーションポッド®」が登場。心地よい音で再生
するスピーカー、ヒーリング効果のあるＬＥＤ照明、自然で快適な気流を実現する
静音ファンを備えています。その他にも、快適な瞑想体験のために人間工学に 
基づきアメリカで開発された「リトリートチェア」など、実際に瞑想を体験できる   
アイテムが登場します。 
 
［マインドフルネスセミナー開催］ 
■日時：１０月２３日（土）、３０日（土）、１１月３日（月・祝）、６日（土） 

各日午後２時～ 
■参加費：無料        ■定員：６名（予約制） 
■場所：西武池袋本店７階＝インテリアフロア特設会場 
※ご予約、詳細については西武池袋本店くらしのデザインサロンにお問い合わせください。 

【歴代のグッドデザインを展示「くらしとグッドデザイン 1950s-2020s」】 

１９５７年に誕生したグッドデザイン賞は、これまでの日本の生活や社会の歩みを映し出してきました。 

会場には生活や産業を変えた重要な受賞デザインの中から約３０点が登場します。グッドデザイン賞

が創設された１９５０年代のものから最新の受賞アイテムまで、それぞれの時代の日常に、カンドウと 

ここちよさを提供してきたデザインを、社会との関係性にも注目しながらご紹介。また、２０２１年テーマ

「希求と交動」のグッドデザイン賞デザインの一部を、いち早く皆さまにお披露目いたします。 

 
 

1958 年/電気釜 RC-10K 
/株式会社東芝 

2015 年/文房具 フリクション/ 
株式会社パイロットコーポレーション 

1997 年/電気バイオリン サイレント
バイオリン SV-100/ヤマハ株式会社 

1980 年/レコードプレーヤー
SL-10/松下電器産業株式会社 

展示例 

メディテーションポッド® 

※社名は現在と異なる場合がございます。 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1561279.html?cateid=121
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コロナ禍を経て変化した贈答習慣に対応 

 パーソナルギフトとしてのお歳暮を提案 
～「あげると、あがるね。」～ 

 

そごう・西武の２０２１年のお歳暮はコロナ禍２年目で見えてきたお歳暮の使われ方の変化に注目。昨年のお歳暮は、

誰に贈っても無難な、従来型の定番ギフトが苦戦する中、名店のお惣菜やこだわりのフルーツなど先様の好みを把握した

上で自分の気持ちをギフト託して贈る商品が好調に推移。さらにご自宅用の注文も家族へのギフトという観点もあり前年

から２割伸長しました。パーソナルギフト化が進むお歳暮に対してそごう・西武では「鍋料理」「ストーリーのある食材」「家族

で団らん」の３つの切り口から贈る相手に気持ちの伝えやすいギフトを提案することで新たなコミュニケーションの機会として

活用されるお歳暮に対応いたします。 
 

そごう・西武のお歳暮概要 
■お歳暮ギフトセンター開設期間：西武池袋本店 １１月９日(火)～１２月２２日（水） 

そごう横浜店 １１月２日（火）～１２月２０日（月）※店舗により会期は異なります。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休業や時間を変更して営業する場合がございます。 

■西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」会期：１０月１４日（木）午前１０時～１２月２４日（金）午後４時５９分まで 

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

■展開店舗：そごう・西武１０店舗、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」  

■全店共通お歳暮ギフトカタログ掲載点数：１，５８７アイテム(前年＋１１) 

■売上強化目標：既存店前年比１０５％［内インターネット 前年比１１０％］ 
 

■お歳暮の新定番！「冬の感動鍋」を贈る（全４７ＳＫＵ） 

老舗・銘店の鍋から日本各地のご当地食材を使った郷土色豊かな鍋まで、幅広くご用意。ご自宅での鍋は家族
団らんの場で活躍する料理。鍋のギフトは贈った後のシーンも想像しながらお選びいただけるお歳暮の新定番で
す。 
代表商品 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

祇園丸山「すっぽん鍋」/１０,８００円 

食通に愛される京の有名料亭の味をご家庭で。鮮やかな黄金色の出汁はす

っぽんを丸ごと煮だし、奥深い旨みに仕上げました。柔らかく味わいの深い身

の旨みに生姜汁の爽やかさを添えて。 
商品内容：すっぽん約 100g 揚げ豆腐 80g 九条ねぎ 100g 丸餅 40g×3 個  

スープ 890g 生姜汁 6ml [賞味期限冷蔵 7 日] 

「天然クエ鍋 しゃぶしゃぶセット」/２１,６００円 

長崎県で水揚げたクエ。しっかりとした食感と、淡泊さの中にコクのある味わい

が魅力。 
商品内容：クエ切身 350g あら 250g 刺身 100g 

スープ 700g  [賞味期限冷凍 30日、解凍後冷蔵 5 日] 

丹波篠山 料理旅館 近又 ぼたん鍋/１６,２００円 

丹波の豊かな山に育てられた野生の猪。味噌仕立てのつゆでコク深く、煮込

むほどに柔らかな食感をお楽しみいただけます。 
商品内容：猪肉スライス 600g〈国産 天然〉 鍋味噌パック 2 袋 粉山椒 

[賞味期限冷凍 30 日、解凍後冷蔵 1 日] 限定数 300 

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


 

■ストーリーのある冬の旬の食材！こだわりの「林檎」と「鮭」（全７ＳＫＵ） 

こだわりの製法や伝統の味など思わず相手にも伝えたくなる商品に物語のあるギフト。今回のお歳暮では飛騨
高山の鴻巣果樹園の「林檎」と地域によって多様な加工方法がある「鮭」に注目。お歳暮をきっかけとしたコミュニ
ケーションにぴったりです。 

 

代表商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家族の団らんにオススメ！冬の食卓応援グルメ（全８ＳＫＵ） 

家族と一緒に楽しむご自宅需要もコロナ禍で大きくニーズが伸びたひとつ。銘店のごちそうやご当地のならでは
の味わいをはじめ、簡単調理の一皿や団らんに嬉しい美味しさの数々をお届けします。 
 

代表商品 

 

 

 

 

 

 

 

■従来の慣習的な「歳暮」に捉われない、変化したいまの「贈り合う習慣」をメッセージで発信  

「あげると、あがるね。」 

ふつう贈り物は「もらってうれしいもの」。でも、私たちはなぜか、贈ることでもうれし

くなります。それは「喜ばせたいな」「元気にしてるかな」「会いたいな」そう思える人

がこの世界にいることを実感できる瞬間だからかもしれません。さあ、贈る気持ちは

自由。あなたはだれを思って、うれしくなりますか？ 

贈 るって 、みんなで元 気 になる方 法 だったんだ 。 

 
 
 
 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 

 

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

 

岐阜 飛騨高山 鴻巣果樹園産りんご（小玉）/５,４００円 

自生する草を活かした土で「草生栽培」を手がける鴻巣果樹園。 

陽光、あいか、サンふじなど品種はさまざま。食べきりやすい小さなサイズ

が嬉しい、りんごをお届けします。 

商品内容：りんご〈岐阜産〉約 4kg（16～23 玉） 

 

越後村上 永徳 塩引鮭/５,９４０円 

越後村上の寒風が引き出した旨み。鮭文化が根付いた村上の地に伝

わる味「塩引鮭」。雄の秋鮭に手作業で塩をすり込み、低温多湿な風

にさらし、独特の風味と旨みに仕上げました。 

商品内容：塩引鮭切身〈国産〉7切 

 

日光 金谷ホテルベーカリーパン詰合せ/５,４００円 

国内外からの賓客をもてなした歴史あるホテルならではのベーカリーのバ

ラエティー豊かなセット。 
商品内容：ハニーロイヤル 1 個 抹茶大納言 1 個 カンパーニュミニ 1 個  

バターロール 4 個 金谷マイルドカレー2 個  

[賞味期限冷凍 30 日] 

 

 五味八珍 浜松餃子/４,３２０円 

焼きたてをご家庭で、浜松でお馴染みの有名店から愛され続ける味

を。 
商品内容：浜松餃子 14 個×8 パック タレ 5 袋×3 

 



 
 

新しい顧客関係の構築に向けて 

ファンコミュニティサイト「マニア区」スタート 
 

そごう・西武はオンライン上で趣味や関心事を切り口に、相互コミュニケーションを目的とし

たファンコミュニティサイト「マニア区」を１０月８日（金）に開始しました。サイト開始時には「日本

酒酒蔵めぐり区」「カスタード区」など５つのコミュニティがスタート。コミュニティ内には自分のお気

に入りを熱く語れるコンテンツやそごう・西武から関連する商品のインタビュー記事による情報発

信のほか、１０人のそごう・西武メンバーがマニア区案内人として盛り上げます。 

そごう・西武ではお客さまの関心事に焦点を当てた顧客セグメントによる新しい顧客関係の

構築を目指します。 
 

ファンコミュニティサイト概要 
■サイト名称：マニア区  ■開始日：２０２１年１０月８日（金）  ■利用料・年会費：無料 

■サイト URL：https://mania-ku.sogo-seibu.jp/  

 

■５つのファンコミュニティと初回の投稿内容 

日本酒酒蔵めぐり区 
酒造りの中心「杜氏」のユニークなキャラクターや酒造りで取り組んでいる新たなチャレンジ、    
酒蔵のある地元の絶景スポットなど、酒蔵の方から直接聞いたお話をお届けします。 

 
 
カレー区 
西武池袋本店で開催中の人気イベント「東京カレーカルチャー」の中から、 
ポケットに入るレトルトカレーやタイ・ラオスの楽器など、一風変わった商品をご紹介します。 

 
 
カスタード区 
「シュークリームの語源は？」「プリンを考案したのはどこの国？」など、名前の由来やカスタード 
菓子の歴史をたどります。 
 
 
うつわ区 
色、形、素材などをチョイスし、自分なりの組み合わせを楽しむ、「自由な豆皿の世界」など季節と 
うつわの楽しみ方をご紹介します。 

 
イケセイ区 
イケセイ区では、「パーソナルカラー診断」など嬉しいサービスの利用法のご紹介や、緑豊かな屋上
庭園の「映える写真」の撮影方法など創業８０年の歴史も踏まえ真面目に楽しくご紹介します。 
 

■コミュニティ内４つのコンテンツ 

〈好きなモノやコトについて語ったり情報交換が楽しめます〉 
 
発見：「見つけた！」「「これいい！」など画像メインで共有するコンテンツ 
熱弁：実際に使ったり、食べたりした結果特にお気に入りの商品を熱くおすすめするコンテンツ 
知識：クイズ形式で偏愛度を測るコンテンツ。（豆知識の提供） 
そごう・西武からの情報：「発見」「熱弁」からの情報を活用した報告記事など 

 
「日本酒酒蔵めぐり区」のコンテンツ例 
発見：「今日の一杯」飲んだ日本酒をリアルタイムで投稿。いいねやコメント機能でユーザー同士楽しめる 
熱弁：「日本酒愛を語らう」自らの日本酒への愛を日本酒好き同士で深く語り合う場 
知識：「イケセイ蔵元検定」日本酒好きの知識欲に応える蔵元に関するクイズを出題 
そごう・西武からの情報：「蔵元探訪記」蔵元の想いや歴史、など深い情報や物語を提供するインタビュー記事 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・花篭 

電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

 そごう・西武 営業情報 

https://mania-ku.sogo-seibu.jp/
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Ｊ．フロント リテイリンググループの株式会社大丸松坂屋百貨店は、東急不動産株式会社、大和ハウス工業

株式会社、住友商事株式会社、株式会社コスモスイニシアの４社が大阪市中央区南本町に開発する「ブランズ

タワー大阪本町」にお得意様向けサービス（外商サービス）などを提供することになりました。特定のマンション

および契約者全体を対象にサービスを提供することは、㈱大丸松坂屋百貨店としては初めてとなります。 

 

当社グループは、2021～2023年度中期経営計画において「プライムライフ戦略」を掲げており、富裕層をはじ

め、文化と芸術に価値を置き、心豊かでサステナブルなライフスタイルを楽しむ生活者の皆様へのさまざまな提

案を行っております。その一環として、富裕層向けの新たなソリューションサービスの開発に取り組んでおり、こ

の度、不動産デベロッパーが手掛ける高級タワーマンションに、お得意様向けサービスを主体とする百貨店サ

ービスを提供することといたしました。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンションご契約のお客様は、「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」にご入会いただくことにより、大丸・松

坂屋のお得意様サービスを受けることができます。当該マンションは大丸心斎橋店から歩いて約１５分の大阪市

中央区南本町二丁目に位置しており、ご注文の品や大丸心斎橋店でお買上の商品を専用シャトル便でお届け

いたします。また、マンション内のコンシェルジュサービスおよび４２階のスカイラウンジ内のカフェ＆バーも当社

グループの株式会社ディンプルが運営いたします。 

「ブランズタワー大阪本町」は、近年タワーマンションの建設が相次いでいる大阪市中央区エリアにおいても

フラッグシップとなりえる最新型の分譲マンションであり、ご購入者様に、タワーレジデンスの上質な暮らしにふさ

わしいワンランク上のサービスを、㈱大丸松坂屋百貨店、グループ会社の㈱ディンプルが提供いたします。 

新世代タワーマンションに外商サービスを提供 

2021 年 10 月 5 日 

Ｊ.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 
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■ ㈱大丸松坂屋百貨店、㈱ディンプルが提供するサービス内容 

１．百貨店のお得意様向けサービス（外商サービス）特典 

マンションご購入者様は「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」へのご入会が可能です。 

ご入会により大丸・松坂屋が提供するお得意様サービスを受けることができます。 

２．大丸心斎橋店との専用シャトル便サービス 

大丸心斎橋店とのシャトル便をご用意。ご注文や店舗でご購入いただいた商品を本サービスにてお届

けします。 
   ※ 宅配ボックスへお届けするサービスです。「大丸松坂屋お得意様ゴールドカード」へのご入会が必要となります。 

３．百貨店クオリティのコンシェルジュサービス 

大丸・松坂屋のインフォメーションを運営する㈱ディンプルが、品質の高いコンシェルジュサービスを提供

いたします。また、㈱大丸松坂屋百貨店が共用部分で開催する催しのご案内もいたします。 

４．４２階スカイラウンジ内のカフェ＆バーを運営 

最上階のスカイラウンジ内にあるカフェ＆バーを㈱ディンプルが運営。素晴らしい眺望が楽しめる空間

で、ソフトドリンクやアルコールドリンク、軽食を提供します。 

               

＜ご参考＞ 

■ ブランズタワー大阪本町 物件概要 

所在地 大阪市中央区南本町二丁目２番 

構造・規模 
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 

地上４３階 

敷地面積 2,094.82 ㎡ 

建築延床面積 32,681.45 ㎡ 

総戸数 302 戸 

竣工 2023 年 11 月（予定） 

引渡し 2024 年 3 月下旬（予定） 

事業主 
東急不動産㈱、大和ハウス工業㈱ 

住友商事㈱、㈱コスモスイニシア 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大丸・松坂屋が取り組む持続可能な参加型プロジェクト 

Think GREEN の取り組みについて 

「エコフ リサイクルキャンペーン」を開催 

大丸・松坂屋 10 店舗で 

2021 年 10 月 6 日（水）から順次開催 

※開催期間は店舗により異なります。 

https://dmdepart.jp/think_green/ 

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

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

に取り組んでいます。 

 

その取り組みの１つである、「エコフ リサイクルキャンペーン」では、いらなくなった衣類品やく

つ、バッグなどを、大丸・松坂屋店頭にお持ちいただき、回収することで、ご参加いただいたお客

様に代わって環境に役立つ活動をしています。2016 年の第 1 回「エコフ リサイクルキャンペーン」

からご提供いただいたアイテムは約 317 万点を超え、約 934 トンに達しました（2021 年 5 月時

点）。 お客様にはお引き取り１点につき「ショッピングサポートチケット(１,000 円分）」1 枚、ま

たは「アプリクーポン（1,100 円分）」をお渡しします。今回、紙資源の削減を推進するためアプ

リクーポン額を 1,100 円分とし、デジタルでのクーポン利用を推進しております。 

 

今後も大丸松坂屋百貨店では、社会や環境保護に貢献したいという思いをつむぎ、日々改善・トラ

イアルを繰り返して、「Think GREEN」活動に取り組んでまいります。 

2021年 10月 5日 

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社 大丸松坂屋百貨店  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催店舗 回収期間 回収場所

大丸心斎橋店 10月15日（金）→19日（火） 本館9階エスカレーター横

大丸梅田店 10月22日（金）→26日（火） 15階特設会場

大丸京都店
10月6日（水）→11日（月）

※最終日は17時まで
6階イベントホール

大丸神戸店
10月27日（水）→31日（日）

※最終日は16時まで
9階イベントホール

大丸東京店 11月3日（水・祝）→7日（日） 11階催事場内特別会場

大丸札幌店 10月6日（水）→12日（火） １階正面玄関特設会場

大丸下関店 10月6日（水）→10日（日） 2階イベントスペース

松坂屋名古屋店 10月27日（水）→31日（日） 南館1階オルガン広場

松坂屋上野店 10月27日（水）→31日（日） 本館4階イベントスペース

松坂屋静岡店
10月6日（水）→11日（月）

※各日10時→18時、最終日は17時まで

本館8階特設会場

（レストスペース）

 

 

 

キャンペーン内容 

ご不用になった衣料品・くつ・バッグ（お一人様合計 9 点まで）を 

店頭にお持ちいただくことで、気軽にエコ活動にご参加いただける、 

「エコフ リサイクルキャンペーン」。 

非接触への配慮をした回収 BOX を設置いたします。 

安全・安心な回収方法で開催！ 

お引き取り 1 点につき 

下記どちらかの方法でお渡しします。 

●ショッピングサポートチケットなら、1,000 円分 

●アプリクーポンなら、1,100 円分 
※大丸・松坂屋アプリ会員様のみ 

 

松坂屋静岡店では、アプリクーポンでのお渡しのみとなります。 

 

ショッピングサポートチケット（またはアプリクーポン）は 

レシート 1 枚につき税込 11,000 円のお買いあげごとに 1 枚、 

最大 9 枚までご利用いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

エコフ リサイクルキャンペーン窓口 

0120-002-294 

受付期間：11 月 7 日（日）まで 各日 10 時→20 時 
https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/ 

 

 

お買い物にご利用にならないチケットは、チケットご利用期間中、各店に設置の「チケットポスト」へご

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

す。 

※寄付額は合計上限 100 万円とさせていただきます。 

※「アプリクーポン」は環境活動支援募金にはご利用いただけません。 

 

◎公益財団法人世界自然保護基金（WWF ジャパン） 

◎公益社団法人日本環境教育フォーラム 

（Japan Environmental Education Forum:JEEF 

◎一般社団法人 JEAN 

◎緑の募金 

◆エコフショッピングサポートチケットについて  

※各店の対象外売場・対象外ブランドおよびチケットポストの設置場所についてはエコフ リサイクルキャンペー

ンサイト（https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/）をご確認ください。 ※ショッピングサポートチケットの有

効期限は 2021 年 11 月 30 日(火)まで。ただし、大丸東京店、松坂屋上野店 のみ 2021 年 12 月 31 日(金)

まで。 ※松坂屋静岡店ではアプリクーポンでのお渡しのみになります。 ※ショッピングサポートチケットご利用

店舗は、発行店により異なります。 詳細はエコフ リサイクルキャンペーンサイトをご確認ください 

◆回収対象外品 

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

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

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

をお断りさせていただく場合がございます。 ※リサイクルを有効に行えるよう、店頭にお持ちになる前に洗濯を

お願いします。 ※一度お預かりした品物は、ご返却できません。 ※ハンガー・ビニールなどは外した状態で、

くつ箱から出した状態でお持ちください。 ※期間中、店頭にお持ちいただいた場合のみの対応となります。郵送

での引き取りは承っておりません。 

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

 

ご利用にならないショッピングサポートチケットで、環境活動支援募金を! 

 

https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/
https://dmdepart.jp/ecoff/campaign/
mailto:E-mail%20:%20kouhou@jfr.co.jp
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2021年 9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  

 

 

新しい顧客と、新しい接点を作る、新しい体験スペース 

大丸松坂屋百貨店初のショールーミングスペース「明日見世(asumise)」 

大丸東京店 4 階、10 月 6 日（水）オープン 

 

リニューアルいたしました！ 

■コンセプトは「出会いの循環」から新しい可能性を生み出す場 

 

 

 

 

 

 

■作り手の思いをつなぐ語り部＝アンバサダー 

 
 

明日見世は単なるショールームの場所を提供するのではなく、人の温もり

を大切にしながら思いを伝える役割の【アンバサダー】がメディア機能を

担います。作り手の思いを深く伝え、また店頭で得た顧客の声を作り手に

伝えることにより、出品ブランドの認知度を高めるサポートだけではな

く、マーケティングに活かせる情報をつなぐ役割を務めます。 

 

  ＜明日見世＞WEBサイト  https://dmdepart.jp/asumise/ 

 

明日見世では EC サイト経由で直接販売する D2C ブランドの商

品を手にとって見ることができ、商品背景を熟知したスタッフ

（＝アンバサダー）を通じて、商品の説明を聞いたり、ブラン

ドストーリーを知ることができます。商品は、店頭に設置され

た QR コードを読み込むことによって、出品ブランドの EC サ

イトからご購入いただけます。 

 

  

 

 

 

百貨店で接客の経験を積んだ 

【アンバサダー】が常駐 

 

百貨店で接客販売の経験を積ん

だ【アンバサダー】が常駐 

 

 

 

 
 

大丸松坂屋百貨店では、人と人との距離が求められ生活様式が変化している昨今の状況のなか、リアル店舗を持つ

百貨店の強みを活かし、大丸東京店 4 階イベントスペースに、初めての取り組みである D２C ブランドのショール

ーミングスペース「明日見世(asumise)」を 10 月 6 日（水）オープンいたします。既存顧客への新たな価値提

供、新規顧客の獲得につながるコンテンツとしての可能性を見出し、お客様と出店ブランドにとって魅力あるコン

テンツに作り上げていくとともに、D２C ブランドとのネットワークを強化してまいります。 

※D2C ブランドとは、ブランド自社 EC サイトを通じて商品を消費者に直接販売する形態のブランドです。 

 

アンバサダーが着用する制服は、衣類やプラスチックなどのリサイ

クルを手掛ける日本環境設計のリサイクルプロジェクト＜BRING＞

が製作。古着を様々な用途に分類し、再生素材から服を作るアウト

ドアブランドです。＜BRING＞は当社のエコフリサイクルキャンペ

ーンとも長年コラボし、今回も出品しています。 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dmdepart.jp_asumise_&d=DwMGaQ&c=55XHYlQG111pOo5mCNfRIJoyusuWEYPB3SYpMYvXA_8&r=SkAV3cc0ZIxFL9UuI_xztJAZp8USguowpJJL0vROQ9k&m=pShq0ABkMysCJ79Y7OulNHEZz-WQu6OammjjbF7Prpk&s=kIgxfg33ImZ0iithEqAjMVXJvbari8iqs0JR9mE-YZ0&e=
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■「出会いの循環」を生み出す売場環境・商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の展開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売場環境 

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 

 

 

商品 

 

  

今回の取り組みは、中期経営計画の成長戦略の重点ポイントである「リアル店舗とコンテンツの魅力化」としてのトラ

イアルです。明日見世の展開を通じて、検証を重ねる事により勝ち筋を見つけ、将来的には多店舗展開やアライアンス

のあり方を模索してまいります。 

サーキュラーエコノミーに配慮した「出会いの循環」を体現する面積約 100 ㎡の売場環境を構築。リサイクル

できる素材とユーズド家具を組み合わせた什器・装飾物を使用、使用期間終了後も什器・装飾物を極力廃棄し

ない等の実践を目指します。 

「社会を良くするめぐりと出会う」を初回テーマに、コスメ・ライフスタイル雑貨・アパレル・インナーウェア 

など、19 ブランドを品揃え。 

＜Ｓocial good／サステナブル、地域貢献など＞＜Essential beauty／プロダクトのストーリーや美しさ・機能

美など＞＜Breaking stereotypes／固定観念から脱却できるような商品背景など＞の 3 つの選定ポイントを 

満たすブランドを集めました。ミレニアル世代や Z 世代が関心のあるサステナブルな商品群を提案していくこと

により、次世代顧客の獲得を目指します。 

       

 

<citrea> 

オーストラリア原産のスーパーハーブ

「レモンマートル」を使用したスキンケ

アブランド 

 

<KOGANE BY SACRAN> 

福岡県朝倉市の黄金川で採れる藻の 

天然保湿成分を配合した化粧品 

 

<neemee> 

地球環境に負担をかけず、作り手の

環境や技術が守られた高いクオリティ

ーのリラックスウェアブランド 

 

百貨店初出店 本州初出店 

 

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


 

 大丸神戸店 × 神戸学院大学 『もとまち こども大学』 

神戸・南京町「老祥記」連携企画 
 

もとまち こどもマルシェ 
     〜マーケティングで学ぶお店の『価値』の伝え方〜 を開催します。 

2021年10月5日 
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 

学校法人 神戸学院 神戸学院大学 

 

 

 

  

「もとまち こども大学」は、"未来をつくるこどもたちの創造性を高めたい"という想いをもって、 
神戸学院大学と大丸神戸店が協働し、2017 年より開校。これまでに約 35 回のプログラムを開催 
してきました。 
この度は、神戸・南京町の老舗豚饅頭店〈老祥記〉と連携した特別企画を開催。 
参加者となる小学3〜6年生のこどもたち8名は、2回のワークショップを通じて、本プロジェクトの 
テーマである「マーケティング」の基礎に触れ、「お客様の満足度」を大切に、接遇・商品の知識・
PRの工夫などを学び、自分たちが開発した商品の魅力を伝える方法を考えていただきます。 
 
1回目のワークショップでは、「豚饅頭」に秘められた物語から神戸の歴史を学び、 
『もとまち こどもマルシェオリジナル豚饅』を開発。また、豚饅をより美味しく楽しむために 
中国茶とのペアリングを学びます。さらに、2回目のワークショップでは、自分たちが開発した 
商品の魅力や価値をどのようにお客様に伝えるかを考えます。 
そして、こどもたちが考えたオリジナル豚饅は、11月に開催予定の「第10回KOBE豚饅サミット」 
のプレイベントとして、大丸神戸店で限定販売いたします。 

■ワークショップ１ 
 
日時:10月17日(日) 10時〜13時 
会場:曹家包子館（南京町内） 

①地域とお店研究：神戸と南京町〜老祥記・元祖豚饅頭の歴史〜 
②商品研究(1)：老祥記の豚饅頭研究〜豚饅づくり体験とオリジナル商品開発〜 
 （講師：老祥記 専務取締役（四代目） 曹 祐仁） 
③商品研究(2)：ティーペアリング〜豚饅と中国茶のマリアージュ〜 
 （講師：株式会社 伊藤園 特販営業本部 百貨店二部 岩田孝浩） 

■ワークショップ２ 
 
日時:10月24日(日) 10時〜13時 
会場:神戸学院大学  
  :神戸三宮サテライト 

①接客を学ぼう！〜プロから学ぶ おもてなしのこころ〜 
 （講師：大丸神戸店 営業推進部CS企画担当 長谷場 美緒） 
②商品の魅力を伝えよう！〜POPとオリジナル動画作成〜 
 （講師：神戸学院大学 経済学部 講師 木暮 衣里） 

第10回KOBE豚饅サミットⓇ2021 プレイベント 

「もとまち こどもマルシェ × 老祥記」OPEN！ 
 ◎日程:11月6日(土) ◎場所:大丸神戸店 地1階 東エスカレーター前特設会場 
 
KOBE豚饅サミットの第10回を記念し、同サミットのプレイベントとして 
1日限定「もとまち こどもマルシェ × 老祥記」を大丸神戸店でOPEN！ 
ワークショップに参加したこどもたちが考えた「オリジナル豚饅」を数量限定で販売いたします。  

【本件に関するお問い合わせ先】 

 

 
 

学校法人 神戸学院 神戸学院大学 
社会連携部 
小笹 誓子 

TEL.(078)974-1348 

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 奏 
TEL. (078)331-8121(代表) 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、1611 年に呉服小物問屋として創業してから今年で 410 周年を迎えたことを記

念し、これまでご愛顧いただいたお客様への感謝をこめた周年祭を開催します。4 月に開催した周年祭に続き、

10 月も“五感に響く時間”をテーマに約 17 の企画をご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 10 月 7 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  

 

 
テーマは“セッション“。4 月に続き 10 月も五感に響くイベントが盛り沢山！  

松坂屋 創業４１０周年祭  
期 間：2021 年 10 月 13 日(水)～26 日(火) 

場 所：松坂屋名古屋店 全館 

 
絵画・漫画・立体・音楽・香りなど多彩なジャンルのアート作品約 100 点を松坂屋の全館 12 フロア
の 20箇所に展示します。参加アーティストの過半数が東海地方にゆかりがあり、松坂屋をイメージした
作品も登場します（写真） 
 
   
 

10/14(木)14 時～ 左官職人  松木一真  

10/16(土)15 時～16 時  抽象画家  Kayo Nomura 

10/16(土)・17(日)11 時～18 時  現代アーティスト ITOKiN 

10/23(土)15 時～17 時  手書き結社 WHW!(410 周年祭メインビジュアル担当) 

注目は北館・本館・南館の合計 12 フロアに約 100 点のアート作品が展示される“アートセッション”。約 30 名

のアーティストによる多彩なジャンルの作品を自由に鑑賞でき、店内をまるで美術館のようにアートで埋めつくしま

す。その他、文筆家の松浦弥太郎さんによる初監督映画作品の先行上映を含む、ファッションや人生の生き方

をテーマにした映画 7 作品の無料上映や、大須演芸場の出張寄席、前回 1000 人以上が演奏して話題とな

った街角ピアノなど、注目のイベントが盛り沢山です。 

●約 100 点の作品が店内のあちこちに登場する“アートセッション” 

 
テーマは 

“セッション“ 

見どころ② 個性豊かなアーティスト 

←山本太陽くん(10 歳) 抽象画家 ●展示場所：北館 1 階～２階  

 
2019 年 2 月 7 歳から抽象画を書き始め、これまでに描いたキャン
バス作品は 700作以上。11月からQ.O.L.COFFEEにて名古屋で
は 6 回目となる個展を予定しており、10 歳にして本格的にアーティス
トとして活動している愛知県出身の現役小学生。 
 

ITOKiN 現代アーティスト ●展示場所：北館 1 階→ 
 
愛知県刈谷市出身。「MAKE smile」を合言葉に 2012
年から 5 年間で約 50 の国と地域を訪問！世界中でアー
トプロジェクトを展開しています。松坂屋豊田店のアートプロ
ジェクトでは ITOKiN 氏が書いた下絵にお客様が塗絵をし
た作品が約 3 ヶ月間飾られました。 

昭和 39年、永六輔と中村八大という名コンビが手がけた楽曲を、地元ア
ーティスト KINEMAS と、ピアニスト近藤由貴がアレンジ！50 年以上の時
を経て、名曲が装い新たに蘇ります！ 
 
＜ミュージックビデオの視聴はこちらから＞ 
①https://youtu.be/FLxEy-WMJWQ 
②https://youtu.be/M4E-o_xKs3s 

●松坂屋 C.M ソング「振り向けばマツザカヤ」リニューアル 

② ① 

漫画家  藤原ゆか 

グラフィックデザイナー  安藤真理  

見どころ① ライブペイント 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●全 7 作品を無料上映！11/5 公開の松浦弥太郎さん初監督作品の先行上映会も！ 

 

KINEMA 
キネマの時間 
南館 8 階  

マツザカヤホール 10 月 23 日 (土 ) 
・上映  11 時～ 
・トークショー 12 時 30 分～ 
・参加費無料  

マツザカヤホールでは、ファッションや人生の生き方をテーマにした全 7 作品の映画を無料上映します。 
注目は 11 月 5 日(金)よりセンチュリーシネマにて公開されるドキュメンタリー映画「場所はいつも旅先だった」の
先行上映。文筆家の松浦弥太郎さんが初監督を務めた作品を一足早く会場で鑑賞でき、映画終了後は松
浦弥太郎さんご本人によるトークショーも開催されます。 
 
10 月 20 日(水)～25 日(月) 南館 8 階マツザカヤホール ※映画作品の上映時間詳細は HP にて掲載  
●映画の鑑賞予約をするには大丸・松坂屋アプリの登録が必要です。 

●大須演芸場から出張寄席！名古屋弁落語家でおなじみのあの人も登場！ 

唯一無二の名古屋弁落語家・登龍亭福三、太神楽曲芸ラッキー舞が大須演
芸場より出張で寄席を行います。こちらも参加費は無料です。 
 
●10 月 23 日(土)15 時～15 時 30 分、24 日(日)11 時～11 時 30 分 
●南館 8 階マツザカヤホール 
※お席のご予約には大丸・松坂屋アプリの登録が必要です。 

●2 週間で 1,000 人以上が演奏！大好評マツカドピアノも再登場！ 

4月の周年祭でも大好評だった、誰でも自由に演奏が楽しめる街角ピア
ノ“マツカドピアノ”がオルガン広場に再登場！グランドピアノの最高峰とも
言われるスタンウェイ＆サンズを松坂屋コレクションの着物柄でラッピングし
た特別仕様です。SNS でも話題になった人気イベントが復活しました！ 
 
●10 月 13 日(水)～26 日(火) 
●南館１階オルガン広場 

＜その他イベント一覧＞ 
●うつくしき和色の世界―KIMONO―(展覧会）/南館 7 階松坂屋美術館●BOOK 
TRUCK(移動販売本屋)/南館 1階オルガン広場●〈ポールボキューズキャレ〉スコーン販売
/南館 1 階オルガン広場●ライブペイント/南館 1 階オルガン広場＆北館 1 階●桑名の千
羽鶴(ワークショップ)/南館 1 階オルガン広場●ローズウィンドウ(ワークショップ)/南館 1 階オ
ルガン広場●〈喜田小夜子〉似顔絵(イベント)/南館 1 階オルガン広場●〈WHW!〉1 分
間タイムアタック似顔絵/南館 1 階オルガン広場  

●松坂屋 410 周年祭  

特設サイトはこちらから 

松浦弥太郎氏 
映画先行上映＆ 
トークショー開催決定！ 
 
 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、松坂屋が 1611年に「伊藤屋」という呉服小物問屋として創業してから 410周年、

1991 年に南館に松坂屋美術館が誕生してから 30 周年を迎えることを記念した展覧会を開催いたします。松

坂屋が所蔵する染織品の中から江戸時代に製作された着物を生地の色で 3 つの章にわけて、「和色
わ の い ろ

」の持つ

意味と魅力をご紹介します。第一章では「白をもとめて」として「白」、第二章では「ひろがる染色の世界」とし、

「青」「緑」「黄」「黒」、第三章では「華やぎ艶めく色」とし「紫」「赤」と地色を「染め分け」した着物を中心に、裂・

帯・雛形本などあわせて約 160 点をご紹介します。江戸時代の「和色
わ の い ろ

」の世界をお楽しみください。 

 

●展示作品の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 9 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  

 

 
松坂屋創業 410 周年・松坂屋美術館開館 30 周年記念 

うつくしき和色の世界―KIMONO― 
期 間:2021 年 10 月２日(土)～11 月 21 日(日) ※10 月 29 日(金)は休館日(一部展示替えのため)  

開館時間:10 時～19 時 30 分 ※最終日は 18 時閉館(いずれも最終入館は閉館 30 分前まで) 

場 所：松坂屋名古屋店 南館 7 階 松坂屋美術館  

主催＝松坂屋美術館、NHK エンタープライズ中部、中日新聞社  

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 

重
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             ※作品画像はすべて松坂屋コレクション(一般財団法人 J.フロントリテイリング史料館蔵) 

◆開催概要 
 

期 間：2021 年 10 月２日(土)～11 月 21 日(日) ※10 月 29 日(金)は休館日(一部展示替えのため)  

開館時間：10 時～19 時 30 分 ※最終日は 18 時閉館(いずれも最終入館は閉館 30 分前まで) 

場所：松坂屋名古屋店 南館 7 階 松坂屋美術館 

入館料(税込)：一般 1,000 円(800 円)/高・大生 800 円(600 円) 中学生以下無料 ※( )内は前売り料金  

 

◆ギャラリートーク 
 

10 月 2 日(土)、10 月 16 日(土)、10 月 30 日(土)、11 月 13 日(土) 各日 14 時～ 

松坂屋美術館内にて荘加直子(松坂屋美術館学芸員)によるギャラリートークを行います。 
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松坂屋名古屋店では、お歳暮ギフトのオンライン受注が間もなくスタートします。前年は帰省や旅行を控え

る方が増え、 おうちで過ごす時間をより楽しくしてくれる贅沢な美味ギフトの需要が高まりました。今年はコロナ禍

で変化した生活スタイルに合わせ、帰省する代わりに身内に贈る“帰省暮”や、昨年から好調な自家需要に対

応した“自分へのご褒美ギフト”、そして“サステナブルギフト”という新しい切り口で、ニューノーマルなお歳暮ギフトを

提案します。また、今年は 9 月 30 日を持って閉店した松坂屋豊田店をご利用いただいていたお客様にもお歳

暮のご案内を行い、店頭で 1 万円以上のお買い上げでご利用いただける 1 時間の駐車サービスや買い上げ金

額に応じた割引サービスの特典を、カタログの送付と一緒にご案内して、名古屋店のご利用を促します。 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 10 月 6 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
帰省暮やサステナブルギフトなど、ニューノーマルなお歳暮ギフトを 

2,700 点の充実な品揃えでご提案します！ 

 

プレス向けお披露目会を開催します！ 
日 時：2021 年 10 月 12 日(火)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。 

 

〈オンライン承り〉2021 年 10 月 8 日(金)14 時~12 月 24 日(金)10 時※一部商品は 10 月 31 日(日)14 時から 

〈店頭承り〉2021 年 11 月 1 日(月)~12 月 24 日(金) 

〈掲載点数〉カタログ:約  1,960 点  インターネット:約  2,550 点 (期間中に 2,700 点まで拡大) 

〈売上目標〉対前年+1.7%(大丸・松坂屋全店) 

〈受注ピーク〉12 月 4 日(土)・5 日(日) 〈予想平均単価〉3,850 円(対前年+24 円) 

2021 年大丸・松坂屋 冬の贈り物  

帰省する代わりに身内へ贈る“帰省暮” 

＜AU GAMIN DE TOKIO＞ 

ビーフシチューインハンバーグ 

税込 5,940 円~ 
 

国産牛と国産豚をミックスした肉感あふ

れるハンバーグをカットすると赤ワインソー

スで煮込んだ黒毛和牛のビーフシチュー

が出てくる贅沢なハンバーグ。 

お披露目会展示商品  

コロナ禍で帰省を控える人が増えている今、今まで直接渡していた“帰省土産”の代わりとしてお歳暮を贈る“帰省暮”を

新しく提案します。外食控えされている方にも喜んでいただける名店の味わいが楽しめるハンバーグや進化した冷凍技術

で握りたての味わいを再現した寿司、流行のフレーバーが入ったスイーツなど、巣篭もりギフトにも最適な商品をお披露目

会場にご用意しました。 

お披露目会展示商品  

＜ちさこ食堂＞ 

厳選素材  極みにぎり寿司  

税込 5,400 円  
 

特殊冷却システムにより、自然解凍で

握りたてのおいしさが味わえる！まぐろ中

トロや土佐赤牛炙りなど全７貫が２セッ

ト入っています。 

＜メゾンジブレー＞ 

彩りゆたかな生チョコフィナンシェ

(ティグレ) 

税込 3,456 円~ 
 

発酵バター香るフィナンシェに生チョ

コが入ったリッチなフィナンシェ。流行

のピスタチオフレーバーも。 

お披露目会展示商品  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

未来へつなぐ サステナブルな贈り物 

＜アンファン・またよしコラボ＞ 

おめかし アサヒの初春  

税込 4,104 円 限定数 500 個 イラストカード付  
 

お歳暮カタログの表紙イラストを担当する“またよしさん”

のイラストが目を惹く流行の吹寄せ菓子。アイシングクッ

キーや金平糖入りで一息つきたい時にぴったりです。 

お披露目会展示商品  

自家需要は今年も高まる予想。自分への甘いご褒美ギフト 

＜苺の誘惑＞ 

贅沢いちごのティラミス税込 5,184 円  
 

国産いちごでティラミスの表面にバラの花をデコレーション

した華やかなスイーツ。自分へのご褒美にもぴったりな贅

沢なスイーツ。 

昨年に続き、今年も外出自粛が続く中、“おうちで贅沢な時間を過ごす”ための巣ごもり需要がさらに高まると予想されて

います。今年は、“巣ごもり”企画の商品を前年より 24 点拡大させ、合計 39 点の “巣ごもりギフト”を提案しています。

その中でも、今回は自分へのご褒美に贈りたい、見た目も華やかなケーキや、テレワークのお供としてもおすすめしたいクッ

キーをご用意しました。カタログの表紙イラストを担当するまたよしさんとコラボしたホッとするイラストにも注目です。  

＜バターのいとこ＞ 

バターのいとこ詰め合わせ 

税込 5,400 円  
 

牛乳からバターを作る過程で 90％以上が

残る無脂肪乳の利用価値を向上させるこ

とを目的に生まれたスイーツ。無脂肪乳を

使ったミルクジャムをゴーフレット生地でサン

ドしました。 

＜GRUMANVITAL＞ 

石釜パンセット  

税込 5,400 円  
 

森林保全を支える間伐材を薪に再利

用し、石釜の余熱 (遠赤外線 )で焼き

上げる自家焙煎天然酵母のパンです。 

＜愛媛海産＞ 

瀬戸内魚島産  カップパスタ＆スー

プ・リゾット 税込 5,400 円  

製造工程で出る“あら”をフィッシュブイ

ヨンや魚の餌として活用するなどフード

ロス削減にも貢献した商品。容器も

プラスチックではなく紙を使用し環境に

も配慮しています。 

お披露目会展示商品  お披露目会展示商品  

お披露目会展示商品  

お披露目会展示商品  

SDGｓの輪が広がる今、贈り物を選ぶ時も作り手や生産者への「共感」が購入動機となることを捉え、今回はカタログに

新しく“サステナブルギフト”を特集し、11 点の商品を紹介しています。お歳暮カタログにサステナブルギフトを特集するのは

今回が初めてです。その中からバターのいとこの代表作であるワッフル生地でサンドしたお菓子をご試食用にご用意しまし

た。※ご試食は専用のスペースをご用意します。※お持ち帰りでも可能です。 



 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、食欲の秋に美味しいグルメを堪能できる秋の北海道物産展を開催します。会場では

延べ 90 店舗(前期:食品 81 店舗・工芸 2 店舗 後期:食品 80 店舗・工芸 2 店舗)が出展。自粛が続く

行楽シーズンに旅行気分が味わえる、北海道ならではの旬とこだわりの素材に注目したグルメを集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年９月 21 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  

 

 
今回はグルメもスイーツも素材推し！選び抜かれた厳選素材にもう一口が止まらない！ 

秋の大北海道物産展 
前期：2021 年 9 月 29 日(水)～10 月５日(火) 後期：2021 年 10 月 6 日(水)～10 月 11 日(月) 

場所：松坂屋名古屋店 本館 7 階大催事場 ※10 月 5 日(火)は 17 時閉場、10 月 11 日(月)は 18 時閉場  

●今回の北海道物産展の見どころは“素材”！ 
 
今やメディアでも活躍し、大丸・松坂屋全店の北海道物産展を担当する専任バイヤーが注目したのは「北海道の旬

＆こだわりの素材」。17 年前から北海道に駐在し、食材発掘から店の開拓まで 1 人でこなす北のグルメハンターがプ

ロデュースする北海道物産展は、他にはない絶品グルメを味わえることが最大の魅力です。そんなバイヤー本田が発

掘した、正式に漁が出来る船が２隻しかない網走のイバラガニや北の大地北海道で育った 946BANANA、高甘味

な夏いちご“なつみずき”といった驚きの食材を使った絶品グルメを、物産展会場にお届けします。 
北海道駐在バイヤー 
本田大助  

●注目食材その１ 網走産の“イバラガニ”と、こだわりの環境で育てられた“おのたま”を使った TKG 丼 

●注目食材その 2 栄養満点の“ヤギミルク” じわじわと注目を浴びる新感覚のヤギミルクスイーツ！ 

●注目食材その 3 北海道でバナナが育った!? “946BANANA“ ＆ 高甘味な夏いちご“なつみずき”！ 

＜鮨やまし田＞ 
網走産イバラガニと七飯町小野養鶏場の TKG 弁当  税込 2,500 円  
 
漁を行っている船が 2 隻しかない網走のイバラガニは流通量が限られるため、道外で味わうこと

が滅多に出来ない食材。タラバガニ科のカニで、見た目の特徴はタラバガニよりもトゲが多くイバ

ラと言う植物に見た目が似ていることからその名が付いたと言われています。そんなオホーツクで捕

れた今旬のイバラガニをのっけた海鮮丼に、こだわりの環境で育てられた濃厚な味わいの通称“お

のたま”の卵がコラボレーションした贅沢な卵かけご飯が数量限定で登場！ 
 
●販売期間  9/29－10/3 各日 50 折限り 10/4-10/11 各日 100 折限り 

左＜プティシェーブル北海道＞ 

やぎミルクソフトクリーム 税込 380 円  

（ハスカップソーストッピングは+税込 50 円） 
 
右＜ブリスブリス＞ 

ヤギミルクのババロア 1 個税込 432 円  
 

●販売期間はいずれも 9/29―10/11 
 

国内でも珍しいヤギ専門の牧場で捕れたヤギミルクを使

用。牛乳とはひと味違ったミルクの味わいが楽しめます。新

鮮なヤギミルクを使ったソフトクリームは会場でお召し上がり

いただけます！ 

＜レ･ディ･ローマ･プラス＞ 

946BANANA＆北海道ミルク 

1 個  税込 650 円  
 

●販売期間は 9/29―10/11 
 

北の大地、北海道釧路で育ったそ

の名も 946BANANA！1 本税込

1,080 円の珍しいバナナを、栄養価

の高い皮までまるごと使用し、濃厚な

ジェラートに仕上げました。 

※946BANANA の販売は 

ありません。 

市場に出回ることが滅多

にない糖度 14 度の珍しい

“なつみずき”のいちごがまる

っ と一 粒入 ったいちご大

福！今トレンドの食材“ピ

スタチオ”の餡を使った大福

も登場。話題性抜群の和

菓子スイーツです。 

＜一久大福堂＞なつみずき苺の premium 大福  

1 個  税込 600 円(左から練乳餡・美瑛産紅しゅまり小豆使用の

つぶ餡・ピスタチオ餡)  ●販売期間は 9/29―10/11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●注目食材その 4 抜群の甘さ“しろみつとろきび”をラーメンに！ 

●まだまだあります！ 北海道のこだわり素材の絶品グルメ＆スイーツ 

左＜Mari iida(マリイイダ)＞ しろみつとろきびの二ボナーラまぜそば 1 杯  税込 1,380 円  各日 200 杯限定  

右＜西山ラーメン＞北海道産しろみつとろきびのコーンバター味噌ラーメン 1 杯  税込 1,080 円  各日 150 杯限定  

●販売期間  ＜Mari iida(マリイイダ)＞9/29―10/5 ＜西山ラーメン＞10/6―10/11 
 

江別市にある滝農園で採れた甘さが自慢のしろみつとろきびをたっぷり使ったラーメンをイートインで！週替わりで 2 種類のラーメンを味わえます。 

しろみつとろきびの美味しさを、まぜそばでは麺に絡めて味わうことができ、味噌ラーメンでは一粒一粒の味をバターが香るスープと合わせて楽しむこ

とが出来ます。 

しろみつとろきびの販売も！ 

＜汐音＞ オール道産素材えぞ盛り弁当  1折  税込 3,780円  

 各日 30 折限定  ●販売期間  9/29―10/11 
 

北海道物産展で人気を誇る＜汐音＞からは、カニ、ウニ、いくらなど

北海道の海の幸を盛り合わせた豪華弁当が登場。 

＜小野養鶏場  里山楽房＞ 

シュークリーム 1 個  税込 300 円  

コタプリン・クラシックプリン 1 個  各・税込 600 円  

卵  6 個パック 税込 1,200 円●販売期間  10/6―10/11 
 

北海道物産展で人気を誇る＜汐音＞かはらカニ、ウニ、いくらなど

北海道の海の幸を盛り合わせたお弁当が登場。 

色鮮やかで濃厚なカスタード
の入ったシュークリームは 

実演販売！ 

●注目は他にも！ 今話題のトレンドグルメ、“マリトッツォ”や“フルーツサンド”、ベーカリーも！ 

左  ＜フルーツスタジオ＞フルーツサンド 1 個  税込 626 円～ ●販売期間  9/29―10/11 

中央  ＜イルマットーネ・アルル＞北海道生まれのマリトッツォ ピスタチオ 1 個税込 486 円  ミルク 1 個税込 410 円  ●販売期間  9/29―10/5 

右  ＜花畑牧場＞北海道十勝コーンパン 1 個  税込 240 円  ●販売期間  10/6―10/11 

1 本  



【⼤丸下関店】シーモール下関⼤誕⽣祭・秋の⼤北海道市【⼤丸下関店】シーモール下関⼤誕⽣祭・秋の⼤北海道市

2年ぶりの「秋の⼤北海道市」開催2年ぶりの「秋の⼤北海道市」開催

シーモール下関は44周年！ご愛顧に感謝の気持ちを込めてシーモール・⼤丸下関店2店合同「シーモール下関⼤誕⽣祭」シーモール下関は44周年！ご愛顧に感謝の気持ちを込めてシーモール・⼤丸下関店2店合同「シーモール下関⼤誕⽣祭」

を10⽉9⽇(⼟)から25⽇(⽉)まで開催いたします。を10⽉9⽇(⼟)から25⽇(⽉)まで開催いたします。

シーモール・⼤丸下関店 2店合同 シーモール下関44周年⼤誕⽣祭

シーモール下関⼤誕⽣祭では、シーモール駐⾞場無料(10⽉9・10・16・17・23・24⽇)、紅⽩まんじゅうプレゼント(1

0⽉13⽇)、富くじ⼤抽選会(10⽉16・17⽇)の合同企画を実施いたします。⼤丸下関店では「秋の⼤北海道市」(10⽉13

⽇→25⽇)を2年ぶりに開催いたします。

 

秋の⼤北海道市秋の⼤北海道市

期間 2021年10⽉13⽇(⽔)→25⽇(⽉)10:00から19:30 ※最終⽇は17:00閉場

場所 ⼤丸下関店 6階地域貢献リボンホール

 

2年ぶりの「秋の⼤北海道市」を開催いたします。おなじみの⼈気店、札幌ラーメン武蔵が登場いたします。

※フードコート形式  午前11時オープン、オーダーストップ 午後6時30分。最終⽇のオーダーストップは午後4時 ※

ラーメンの容器はイメージです。使い捨て容器にてご提供いたします。

PRESS RELEASE

報道関係各位 株式会社 ⼤丸松坂屋百貨店



2017東京ラーメンショー最優秀賞受賞の焦がし味噌に贅沢盛りの⼀杯！札幌ラーメン武蔵【札幌】焼豚焦がし味噌らーめん(1⼈前)税込 1,320円

⼣張あきんど屋(⼣張)のじゃがいも・⽟ねぎ・かぼちゃ・⾖など⼤地の恵み、海光(札幌)のブランド秋鮭「銀聖」・ボイ

ルタラバガニなど海の幸、お⾁や海鮮のお弁当、円⽢味(⼩樽)の⼩樽ゆきねんりん・六花亭(帯広)のマルセイバターサン

ド・⼣張あきんど屋(⼣張)のふらのめろん⽣パフェなどスイーツ、ロイズなど36店の商品が⼤集合。北海道を旅する気分

でお楽しみください。

⽇本⼀の猿払産ホタテステーキと北海道⽜ステーキを⾷べ⽐べ！道の駅なかがわ【中川】猿払産ホタテと北海道ステーキ弁当(1⼈前) 税込1,890円

 



北海道の海の幸を宝⽯のように散りばめました。鮨処 桐【札幌】海鮮⼤海原(1⼈前)税込1,836円

また⼤丸下関店1階イベントスペースでは、⼈気洋菓⼦ブランドのプレスバターサンドやガトーフェスタハラダの特別販

売(10⽉13⽇→19⽇)も実施いたします。

イベントもりだくさん、この秋はシーモール下関でお楽しみください。

 

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と拡散防⽌のご協⼒をお願いいたします。また、混雑時は⼊場制限をさ

せていただく場合もございます。

https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/


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 林千晶

電話：083-232-1111

メールアドレス：chiaki.hayashi@jfr.co.jp

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25003
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2021年はコロナ禍初めてのお正月で、旅行や帰省、外食の自粛など「巣ごもり」のお正月を過ごす方が多かった結果、
松屋ではおせちの売上が前年比約 140%とたいへん好調に推移しました。 
本年はアフターコロナを見据えて前向きに新年を迎えたいと、さらにおせちの需要が高まることが予想されます。外出自粛
傾向が続く中、ご自宅で堪能いただけるレストランや名店のおせち、そしてお正月だからこそ贅沢に過ごしたい方への特
別なおせちを展開します。 

 
 

１．お正月を贅沢に過ごす、おすすめ豪奢おせち 
コロナ禍で外出自粛が続く中、弊社アンケートでは「ふだんより豪華なおせちを楽しみたい」という方が、全体の約半
分もいらっしゃいました。またおせちにかける予算も 2021年に比べ増やしたいと考えている方が約 25%。そこ
で、本年はラグジュアリーブランドをはじめ豪華なおせちを増やし、松屋だからこそできる特別なおせちを展開します。 

 

松屋初登場  松屋限定 

銀座 〈ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン〉 

OSECHI BOX & GOLD BOX 

400,000円 （約 4人前） 10 セット限定  ※お持ち帰りのみ 

 

10年連続ミシュラン一つ星の名店より、ルカ・ファンティン氏が手が
けるプレミアムなイタリアンおせちが松屋に初登場。 
「OSECHI BOX」にはオマール海老や黒トリュフ、タラバガニなど
を、「GOLD BOX」には 50年もののバルサミコを白トリュフにかけて
召し上がっていただくおせちやキャビアなどの様々な豪華な食材を使
用した贅沢なおせちです。 
 
【OSECHI BOX】 
  Ａ 八幡平サーモンのマリネ、コルニッション／ブルターニュ産オマール海老、サフランとウイキョウ、柑橘／ 
   色彩豊かな野菜とキノコのオイル漬け／フランス産鴨の燻製ハム、ニンジン／北海道産帆立、イタリア産ラディッキオ、黒トリュフ／ 
   北海道産タラバガニ、イクラ、根セロリ 
  Ｂ ブルガリ チョコレート・ジェムズ 10個入／自家製カネストレッリ 2種（白トリュフ、バニラ）／ フォンドヴォー黒トリュフソース／ 
   赤牛ロースのローストビーフ 
【GOLD BOX】 
  Ｃ イタリア産生ハム（クラッタ）／イタリア産チーズ（パリエッタタルトゥーフォ、ブル ディ モロッツォ）／イタリア産エキストラヴァージンオリーブオイル／ 
   奥久慈卵の自家製卵クリーム／自家製ジレッレ（パン）×4 
  Ｄ オシェトラキャビア／50年熟成バルサミコ／イタリア産白トリュフ／イタリア産スパゲッティ（フェリチェッティ）／自家製イカスミパスタソース 

計 21品＋トリュフスライサー 

 

アフターコロナを見据えて華やかに！ 名店の味や豪華なおせちを楽しむお正月に 

2022年 松屋のおせち 

     ■オンラインストア   10月 1日（金） ～ 12月 25日（土） 
    ■店頭承り  松屋銀座  10月 13日（水） ～ 12月 25日（土） 
           松屋浅草  10月 1日（金） ～  12月 25日（土） 

ルカ・ファンティン氏 
1979年 イタリア・トレヴィーゾ出身。料理専門学校を卒業後、ミラノ「オステリア・デル・オルゾ」で研鑽を積む。 
2009年 11月より銀座「ブルガリ イル・リストランテ」のエグゼクティブシェフを務め、2011年から一つ星を保持。 

2020年 「アジアのベストレストラン 50」の 17位に輝く。 

 【2022年松屋のおせち  特徴】 

 

   １．お正月を贅沢に過ごす、豪奢おせち 

   ２．名店、レストラン・ホテルを応援 

   ３．食材におけるサステナブルなおせち 

   ４．産地応援 生産者の顔が見える 安心・安全なおせち 

   ５．個食充実 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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松屋初登場  

〈ザ・リッツ・カールトン東京 「ひのきざか」 〉 

お節三段重 

97,200円 （4～5人前） 50 セット限定  ※お持ち帰りのみ 

ザ・リッツ・カールトン東京の人気料理店「ひのきざか」のおせち
は、全国から取り寄せた食材をふんだんに使った贅沢なお重。 
 
 
 
 

松屋初登場  WEB 

西麻布 〈マルゴット エ バッチャーレ〉 

マルゴットの黒トリュフおせち 

97,200円 （2～3人前） 50 セット限定 

ミシュランガイドで三ツ星の有名店で修業を積み、2014年に同
店のオーナーシェフに兄弟で就任した加山氏が手がける、黒トリ
ュフをふんだんに使用した極上おせち。世界各地から取り寄せた
こだわりの黒トリュフと豪華食材を贅沢に使用しています。 
 
 
 

２．名店、レストラン・ホテルを応援 
  外食自粛が続く中、2021年の松屋のおせちでは名店おせちが売上前年比約 360％、レストラン・ホテルおせち
  は売上前年比約 160%とたいへん好調でした。そこで、2022年は本カテゴリのおせちを増やして提案します。 
 
 

松屋初登場  松屋限定  WEB 

〈つきじ治作〉 

越前真塗朱八角おせち 祝焼鯛と香箱蟹付 

129,600円 （約4～5人前） 15セット限定 

築地で 90年の歴史を誇る老舗料亭が、厳選した旬の素材で 
作る彩り豊かなおせち。 
 
 
 

松屋初登場  WEB 

赤坂 〈メゾン・ド・ユーロン〉 

中華おせち三段重 

52,000円 （3～4人前） 20 セット限定 
西洋料理のエッセンスを取り入れた中華料理「ヌーベルシノワ」の
名店による特製おせち。 
 
 
 
 

松屋初登場  WEB 

代官山 〈レザンファン ギャテ〉 

レザンファン ギャテのフレンチ・ジャポネおせち二段重 

40,500円 （3～4人前） 30 セット限定 
『ミシュランガイド東京』の星を 14年連続で獲得しているフレンチ
レストラン。人気のテリーヌ 4種類を含む彩り華やかなフレンチと、
数の子や炊き合わせなど和のおせちのマリアージュ。 
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松屋初登場  WEB 

〈金谷ホテル観光グループ〉 監修 

三段重おせち 笹竜胆 

44,000円 （送料込／3～4人前） 50 セット限定  ※配送のみ 
栃木県などでホテル・レストランを運営するグループの創業 90周
年を記念した華やかな三段重。 
 
 
 
 
 
 
WEB 

銀座 〈Kuma3（クマサン）〉 監修 

特製三段重 

59,800円 （約 4～5人前） 30 セット限定 

伝統と革新の精神で、日本料理の概念を覆す「ネオジャパニーズ
ディナー」。 
厳選素材に斬新なひと手間を加えた美味の詰まったおせち。 
 
 
 
 
 
 

松屋限定  WEB 

浅草 〈レストランオマージュ〉 

フレンチ御前 

40,000円 （約 2人前） 50 セット限定 
浅草に店舗を構えるミシュラン二つ星の名店がつくる、 和のテイス
トを織り交ぜ、素材の良さを活かした新スタイルのフレンチおせち。 
 
 
 
 
 

３．食材におけるサステナブルなおせち 
  近年、環境への配慮にこだわった食材が話題となっている中、健康面において安心・安全、そしてフードロスに着目 
  し、考え抜いた「自然派ソーセージ」を使用したサステナブルなおせちを展開します。 

 

松屋限定  WEB 

山梨上野原 〈 hayari （ハヤリ）〉 

ソーセージの世界 2022 

32,400円 （3～4人前） 30 セット限定 

化学調味料に頼らず、食材のうま味をあざやかに引き出したソー
セージ尽くしのお重。ソーセージはあらゆる食材をアップサイクルで
きるユニークな食品。大切に育まれた食材の一つひとつが、おいし
いソーセージに生まれ変われるよう丹念に仕上げた、シェフのこだ
わりがつまったおせちです。 

 

「ひよこ豆」のボタニカルソーセージ 
昨今、地球温暖化や健康志向の観点から、代替肉への

注目が集まっています。中東料理で親しまれ、ベジタリア

ンの間で人気の「ファラフェル」（通称ひよこ豆のコロッケ）

をモチーフにしたソーセージ。 

本マグロの葱鮪ソーセージ 
コロナ禍で飲食店が休業の中、市場のマグロは行き場を失っていま

す。このソーセージは、余りがちな背側、尾の部位を使用。刺身にす

るには敬遠される部分も、加熱することで濃い旨味に変わります。日

本料理を意識した本格的な魚肉ソーセージです。 
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４．産地応援 生産者の顔が見える安心・安全なおせち 
  昨今、食材に対する意識が高まっている中、生産者の顔が見える安心・安全なおせちや有機野菜・無添加に 
  こだわったおせちや、食材を通して産地応援につながる自然派おせちを数多く展開します。 
 

WEB 

恵比寿 〈ビストロダルブル〉 

ニッポンの“美味しい”を巡るおせち二段重 

32,400円 （約 2～3人前） 40 セット限定 

 

恵比寿で 47年続くフレンチビストロの無藤哲弥シェフ
が、日本各地を巡り、出会った生産者たち。 
それぞれの地域で育まれた希少な食材を使用し、日本
各地への想いをはせ、旅気分を味わえるおせちです。 
 
 

 
 

松屋初登場  WEB 

北海道 〈ホテルニドム〉 

北海道 海と大地の恵 フレンチと和の饗宴 [大] 

43,000円 （送料込／2～3人前）  ※配送のみ 
 
北海道各地で漁れた新鮮な海の幸や上富良野町の和牛など、素
材の魅力をたっぷりと味わいいただけるおせち。フレンチと和食の技
法を駆使した、ホテルニドムならではのおせちです。 
 
 
 

松屋初登場  WEB 
目黒 〈オーガニックレストラン＆デリ みどりえ〉 

ベジタリアンおせち一段重 

18,800円 （2～3人前） 50 セット限定 

 
有機・無農薬野菜を中心に、安心安全な食材の美しさを探求す
るレストラン。塩気や甘さを控え、素材の味を活かしたヘルシーな味
付けで仕上げました。 
 
 

無藤 哲弥氏 
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５．個食充実 
昨年はコロナ禍で食事スタイルが変化し、取り分け不要で安心して食べられる「個食おせち」が前年の約 2倍の売上で
した。本年も展開数を 4アイテム増やし（前年 9、本年 13）、さらに強化します。 
 

松屋限定  WEB 

内幸町 〈レ・ストゥディ〉 

レ・ストゥディ 1人前オードブル 

21,600円 （2折） 40 セット限定 

ピンチョスの伝道師でもあるジョセップ・バラオナ氏は、日本におけるスパニッシュ・ガストロ 
ノミーの第一人者。スペイン料理ならではの彩り豊かなおせちを展開します。 
 
 

松屋初登場  WEB 

銀座 〈北大路銀座本店〉 

個食おせち 四客 

43,200円 （約 1人前×4） 20 セット限定 

松屋初登場の名店から、個食対応のおせちをご用意しました。 
 
 

お菓子のおせち  ― お箸休めに 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松屋オリジナルのおせち  ― リーズナブルで満足度の高いおせち  松屋限定  WEB 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースに掲載している商品の表示価格はすべて税込です 

 

 2022年松屋のおせち データ  
 ■予約受付 
   【オンラインストア】  https://store.matsuya.com  10月１日（金）11:00 ～ 12月 25日（土）17:00 
    【店頭】  松屋銀座： 10月 13日（水）～12月 25日（土） 地下 1階 おせち特設会場 
       松屋浅草： 10月 1日（金） ～12月 25日（土） 1階 特設カウンター 
   【電話注文】       10月 15日（金）～12月 25日（土） 
 ■おせち点数  カタログ掲載  203点（うち松屋限定 20点）  ※昨年より 6点増  ※新規店舗 18店舗 

       オンラインストア 191点           
 ■中心価格  2～3万円台  最低価格：10,584円 （宝仙閣「和風おせち二段重」） 
             最高価格：400,000円 （ブルガリ イル・リストランテ ルカ・ファンティン） 
 ■前年平均単価 24,432円 
 ■売上目標   前年比 105％ 

 

松屋初登場  WEB 
ピエール・エルメ・パリ 
「ドゥスール デュ ヌーベル アン」 39,600円 
（送料込／約 6人前） 50 セット限定 ※配送のみ 

 

 

松屋初登場  WEB 
宗家 源 吉兆庵 
「おせち菓子木箱一段（風呂敷付）」 16,200円 
（約 2～3人前） ※お持ち帰りのみ対応 

 

 

松屋オリジナル 和洋中オードブル二段重 
24,840円 （約4～5人前） 

 

 

松屋オリジナル和洋二段重 
16,200円 （約 3人前） 

 

松屋オリジナル 和洋三段重 
21,600円 （約 4人前） 
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松屋では、10 月 13 日(水)より「2021 松屋のクリスマスケーキ」の予約を開始します。昨年はコロナ禍で、ご自宅でクリスマスを過ごす方が

増え、松屋ではクリスマスケーキを予約出来なかったお客様が当日購入しに多くいらっしゃいました。 

こういった傾向から、外食自粛が続く中、今年もご自宅で過ごす方が多いことを予想し、贅沢に過ごしていただけるようなラグジュアリーなケ

ーキや、昨年好調だったホテルやパティスリーケーキの他、今年は百貨店で初めて展開するレストランケーキが登場します！ 

  

 

 

 
 
 
今年のポイント 
① クリスマスをご家族で、贅沢に過ごしていただけるラグジュアリーなケーキを紹介 

② 本格派ケーキを好む方へ、ホテルやレストラン、パティスリーケーキが充実 

③ 王道の人気を誇る、ショートケーキが充実 

④ 全国配送可能なデリバリーケーキを強化 

 

 

 今年はラグジュアリーケーキが充実しました！ 

 

 

 

 

 

コロナ禍で中々行かれない有名レストランのケーキが初登場 

ホテルやパティスリーケーキのラグジュアリーケーキが充実 

２０２１ 松屋のクリスマスケーキ 

予約承り オンラインストア：10 月 13 日(水)～12 月 15 日(水) 

松屋銀座 松屋浅草 

【予約承り】 オンラインストア：10 月 13 日(水)  11 時 ～ 12 月 15 日(水)  17 時    

                        https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=christmascake_2021 ※13日11時～開設 

※一部ケーキは、浅草店で 10 月 1 日(金)から店頭・電話にて受付可 

【お渡し】 12 月 24 日(金)、25 日(土) 両日 12 時 ～ 19 時 銀座店 8 階イベントスクエア特設コーナー 

〈NARISAWA〉 新登場 松屋限定 
NARISAWA特製バニラ生ケーキ“White Christmas“  10,800 円  
南青山の高級レストラン「ＮＡＲＩＳＡＷＡ」。「世界のベスト・レストラン 50」への入賞

や、『ミシュランガイド東京』など有名ガイドブックでも高い評価を受ける日本を代表す

るレストランのケーキが登場します。ミルクのリッチなソフトクリーム、バニラがいっぱ

いのクリームブリュレ、ミルキーなホワイトチョコレートのムース、などなど…白くて甘

くて柔らかいスイーツを全部まとめたバニラの生ケーキです。  

(限定 70 台 20.5cm×8.5cm×8.8cm) 

〈ホテルニューオータニ パティスリーSATSUKI〉 
スーパーあまおうショートケーキ  12,960 円 
フランス産ひまわりのハチミツでマリネされた、福岡県産あまおうをた

っぷりと使用。和三盆を加えた上品な生クリームに包まれる生地には

長崎県名産の「太陽卵」を用いました。ふわふわとした食感の中で確

かな甘みを感じる仕上がりに。(限定 50 台 直径 18cm×6.5cm) 

① 贅沢なラグジュアリーケーキ  ★クリスマスの時間を、華やかに彩ります！ 

[ケーキデータ] 

・総点数 39 ブランド 43 種類 (うち、松屋限定 10 点 ※前年 23 ブランド 23 種類 松屋限定 5 点)   

・新登場 10 ブランド                    ・平均価格 約 6,300 円   

・最高価格 2７,000 円(日本橋 千疋屋総本店)    ・売上目標 前年比約 130% 

 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=christmascake_2021
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【レストラン】 3 ブランド新登場！※もう 1 ブランドは「NARISAWA」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホテル】 昨年より展開数を増やしました！本年 6 種類 (前年 3 種類) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈レストランアラスカ〉 新登場 松屋限定 
ベイクド Cake アラスカ～炎のデザート～  8,640 円 
レストランアラスカ伝統、炎のデザート「ベイクドアラスカ」をケーキに

アレンジ。中の「ムース・ア・ラ・ヴァニーユ（バニラ風味のムース）」に

は、アクセントにダークチョコレートチップを入れました。 

(限定 30 台 直径 15cm) 

〈ブルガリ イル・チョコラート〉 
トルタ・ディ・ナターレ 2021  8,640 円 
シルキーな舌触りのヨーグルトムースに、食感のよいジャンドゥーヤ

を合わせました。ラズベリーコンポートをアクセントに仕上げたクリス

マスケーキは食感も軽やかに、ホワイトクリスマスを彷彿とさせます。 

(限定 40 台 16cm×9cm×6cm) 

〈ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ〉 新登場 
ジャージークリームのストロベリーショートケーキ  6,101 円 
雪山を彷彿とさせるドーム型に、ピンク色の雪が降ったようなドラマチ

ックなデザインのショートケーキ。香り高いキルシュのシロップに漬け

たスポンジ、ジャージー牛のなめらかな 2 種のクリーム、フレッシュな

いちごとストロベリージャムを合わせ、バランスよく仕上げました。 

(限定 50 台 直径 12cm×9cm) 

〈レ・ストゥディ×ブボバルセロナ〉 新登場 松屋限定 
PETTIT PINTXOS CHRISTMAS  7,560 円  
内幸町の有名スペイン料理店 Lestudi とスペイン発の人気パティスリーbubo 

BARCELONA によるコラボレーション！ピンチョスの伝道師であるレ・ストゥディ

のジョセップ・バラオナシェフがスペインのカタロニアの冬に食べられる、アーモ

ンドとさつまいものお菓子「パネエツ」をベースにし、buboのチョコレートやナッツ

を合わせ独自のアレンジを加えた、他では味わえない「クリスマスピンチョスプ

レート」。カタロニアのクリスマスで親しまれる「ポルボロン」など、スペインコラボ

ならではの特別なお菓子が魅力！ (限定 50 セット) 

〈ザ・リッツ・カールトン東京〉 新登場 
ストロベリーショートケーキ  8,100 円 
東京・六本木にあるラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」のク

リスマスケーキが松屋初登場。定番の商品で、しっとりした甘さ控えめなス

ポンジとカスタードクリームの相性が抜群です。程よい甘さと酸味ある苺で

お召し上がりください。スクエア型でカットもしやすいのもポイントです。 

(限定 50 台 15cm×15cm) 

 

 

 

〈ロイヤルパークホテル〉 松屋限定 
しっとりスポンジのクリスマスショートケーキ  4,860 円 
ラズベリーシロップを入れて、焼き上げたしっとりきめ細かなスポンジ

で、たっぷりの生クリームと苺をサンドしました。 

(限定 70 台 11.5cm×16.5cm×10cm) 

② 本格派ケーキ  ★初登場のレストランやホテル、パティスリーケーキが勢ぞろい！ 
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【パティスリー】 今年オープンしたばかりのパティスリーも初登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈トレカルム〉 松屋限定 
オンクチューズ ノエル  5,616 円 
文京区千石の人気パティスリー「トレカルム」。香ばしいヘーゼルナッ

ツの香りのダゴワーズに、オレンジのジャムと、ヘーゼルナッツプラリ

ネのクリームを重ねました。フランス、ヴァローナ社のチョコレートを使

用したクリームも魅力です。 (限定 50 台 17.5cm×9cm×3cm) 

 

〈コンフェクトコンセプト〉 新登場 
シャルロットピスタージュ  4,501 円 
東京・稲荷町に今年オープンしたばかりのニューパティスリー。パリで

の修行を経て、人気パティスリーにて腕を振るっていた遠藤淳史シェ

フの注目のお店のクリスマスケーキが松屋初登場。ピスタチオをふん

だんに使用し、苺でアクセントをつけ、軽さと濃厚さのバランスが絶妙

なケーキに仕上がりました。(限定 30 台 直径 12cm×6cm) 

〈アンフィニ〉 松屋限定 
ガトー ド ノエル パルファン  6,264 円 
赤と白のクリスマスカラーをシックにまとめました。スペシャリテのパ

ルファンのムースと、赤いフルーツ。お子様にも人気なバニラのブリュ

レが入り、食べやすい美味しさに仕上がりました。 

(限定 80 台 直径 15cm) 

 

 

 〈セイスト〉 新登場 
Harmony(ハーモニー）  6,480 円 
洋菓子世界大会 1 位の瀧島誠士シェフによる松屋初登場のクリスマ

スケーキです。チョコレートの魅力をたくさん詰め込み様々な味わいと

食感をお楽しみ頂けます。(限定 50 台 直径 15cm×6cm) 

〈ガルップ〉 新登場 
グランガルップトラディショナル  7,501 円 
来年 100 周年を迎えるピエモンテの老舗パネットーネ屋さんがつくる伝統的

なクリスマスケーキ。イタリア古来の自然酵母菌「パネットーネ種」を 40 時間

かけて自然発酵させて作ります。この菌にしかない独特の甘くフルーティーな

味わいに、世界最高峰と名高いピエモンテ産ヘーゼルナッツのアイシングを

上からコーティング。まさにガルップにしか出来ないパネットーネ。プレゼント

にも最適な可愛いパッケージも目を惹きます。 (限定 50 台 直径 24cm) 

〈パレスホテル東京〉 
ガトー オゥ フレーズ  5,400 円 
粉雪を纏った花に見立てた、口当たりの優しいケーキです。サクラン

ボリキュールで香り付けしたイチゴを使用しています。 

(限定 50 台 直径 15cm×5cm) 
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ショートケーキを今年は多数ご用意しています！ 本年 18 種類(前年 12 種類) 

【左から】 
①〈キャンティ〉 ノエル・ショート  4,968 円(限定 50 台 直径 12cm) 
  多くの人に愛されるイチゴのショートケーキ。オレンジ蜂蜜を加えたスポンジ生地と、上質でなめらかな生クリームを使用し、

シンプルな見た目の奥には素材へのこだわりが隠されています。 
②〈日本橋 千疋屋総本店〉 クリスマスクイーンストロベリーショートケーキスペシャル  27,000円(限定5台 直径24cm×7cm) 
  ふんわりとしたスポンジケーキに上品な甘さのホイップクリーム、千疋屋総本店自慢のジューシーな苺「クイーンストロベリー」

を惜しみなく使ったクリスマスケーキです。 
③〈しろたえ〉 松屋限定 ガトーフレーズノエル  4,301 円(限定 50 台 直径 17cm)  

口どけの良い生クリームと、ふわふわのスポンジ。美味しく・可愛らしい、名店ならではの丁寧な味わい。 
④〈アトリエ アニバーサリー〉 新登場 サンタのジングルベル  5,940 円(限定 50 台 直径 15cm×6.5cm) 
 デコレーションケーキの人気店「アトリエ アニバーサリー」が松屋初登場。ふわふわのスポンジにたっぷりと苺をサンドしまし
た。くちどけの良い生クリームを真っ白の雪が積もったようにゴージャスにデコレーションしました。 

 

 

 

全国配送 デリバリーケーキ：6 ブランド、8 種類 (前年 5 種類)  ※配送日：12 月 20 日(月) ～ 23 日(木)の間 日時指定不可 

 

 

 

 
※価格は全て税込です。 

〈エイタブリッシュ〉 

ヴィーガンアイスケーキ 

5,001 円(送料込) 

(限定 40 台 12cm×8cm) 

エイタブリッシュのオリジナル

ヴィーガンアイスケーキが初

登場。バニラアイスベースに

シナモンをきかせ、酸味のあ

る紅の夢リンゴを閉じ込めた

アップルパイを思わせる味わ

いです。 

〈Deux Ann (ドゥアン) 〉  

新登場 

ガトーショコラ・オ・トリュフ ホワ

イト・ブラック  7,020円(送料別) 

(限定10台 直径12cm×7.5cm) 

しっとり濃厚に焼き上げたガト

ーショコラ生地に、Deux Ann

自慢のトリュフ・ムニをクリー

ムとして 2 層にサンドした、シ

ンプルながらも贅沢なチョコレ

ートケーキに仕上がりました。 

 

〈KURAKICHI (クラキチ) 〉 

新登場 

善兵衛栗マロングラッセモンブラ

ン（Ｘ’ｓｍａｓ ver） 6,480円(送料込) 

(限定 50 台 15.5ｃｍ×7.7ｃｍ×

5.5ｃｍ) 

化学肥料を使用しない赤倉

栗園の善兵衛栗をふんだん

に使用した贅沢なモンブラ

ン。善兵衛栗と相性の良い秋

田県産ラズベリーの華やかな

さが味と見た目の魅力を引き

立てています。 

〈ジョンカナヤ〉 

ガトー オ チェス ショコラ 

8,131 円(送料込) 

(限定 15 台 11.5cm×11.5cm

×4.8cm) 

アマレット ディサローノをベース

とするカクテル「ゴッドファーザー」

と「ギャッツビー」をイメージし

た 2 種のチョコレートをチェス

盤デザインに仕上げました。

マスごとにカットされているの

でスマートに取り分けられる

のも魅力です。 

③ 王道の人気！  ★毎年人気のショートケーキを囲み、ご家族と楽しく♪ 

④ 全国配送デリバリーケーキ  ★コロナ禍で役立つデリバリーケーキが充実しました！ 
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松屋銀座では、10 月 6 日（水）から 11 月 9 日（火）までの 35 日間、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する 

全館プロモーション「ビューティフルマインド 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」を開催いたします。 
 
10月は、経済産業省、環境省を含む 3R関係 8省庁が主導する「3R（リデュース、リユース、リサイクル）推進月間です。

「ビューティフルマインド」では、３R やサステナブル、エシカルに繋がる商品やサービスを様々な角度から紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◎10 月 6 日（水）-11 月 9 日（火） 

リユースやリサイクルを目的とした衣料品や靴などの回収や、物を長く使うための修理・リメイクサービスなどを 

約４０ヶ所で開催します。 
 

修理・リメイク（リユース） 
■「ネクタイリメイクイベント」10/6（水）-26（火） 5 階 紳士ネクタイ 2,200 円 写真上 

ご不要のネクタイをペンケースや名刺入れにリメイクします。＊お渡しまで 4～6 週間 
 

■思い出をミニチュアに 「メモリアルランドセル」 6 階 子供用品 13,200 円 写真中 

6 年間の思い出が詰まったランドセルをミニチュア加工。 
＊お渡しまで約 6 ヶ月。一部ランドセルは承れない場合あり。 

 
■お母様の振袖をお嬢様に 「ママ振り」 7 階呉服 事ごと屋 9,900 円から 

着物は母から子、孫へと受け継いでいけるもの。お手入れ、採寸直しを承ります。 
 
 

回収（リサイクル・リユース） 
■コルク栓回収 「TOKYO CORK PROJECT」 地下 1 階 和洋酒 

ワインなどのコルク栓を再資源化。＊人工コルクなど一部回収できない物もあり ＊関連３ページに記載 
 

■化粧品容器回収 「テラサイクルプロジェクト」  

１階化粧品 イヴ・サンローラン、ヘレナ ルビンスタイン、ランコム 写真下 

対象製品の空容器を店頭で回収し、再利用する取り組み。ご協力くださったお客様には、 

メンバーシッププログラムのポイント還元や、サンクスギフトを用意。 
 

■衣料品、ファッション雑貨回収キャンペーン各種 

各階で衣料品やファッション雑貨回収キャンペーンを実施します。 

詳細はホームページ：https://www.matsuya.com/ginza/news/2021/0914/collect-campaign/ 

 

 

10月は３R推進月間 

サステナブルな暮らしを提案する全館プロモーション 

BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを 

松屋銀座全館 10月 6日（水）～11月 9日（火） 

リメイクや回収サービスで３R 〈サステナブル アクションウィーク〉  

主な内容 

■リメイクや回収サービスで３R 〈サステナブル アクションウィーク〉 10 月 6 日(水)-11 月 9 日（火） 

■SDGs につながる 12 ブランドを集めた催事 〈BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを〉 

10 月 13 日（水）-19 日（火） 

■ハギレや過去の商品をアップサイクル 〈SAISEI PROJECT〉 10 月 20 日（水）-11 月 2 日（火） 

■再生コルクを回収し、ラッピングや館内装飾に 〈TOKYO CORK PROJECT〉 10 月 6 日（水）-11 月 9 日（火） 

https://www.matsuya.com/ginza/news/2021/0914/collect-campaign/


 
 
 
 
 

◎１０月１３日（水）―１９日（火） ◎１階 スペース・オブ・ギンザ 
 

次世代が笑顔で暮らす未来のために今できること。身近なファッションや食を通じて「人・社会・地球の未来を考える」 

をテーマにセレクトした１２ブランドを紹介します。 

〈展開ブランド〉 

ジーナ・クワン／ハナネ／アアルナ／リンダワークス／リトル マザーハウス／オキナワカカオ／旅するチーズケーキ／ 

ドゥーオーガニック／ニールズヤード レメディーズ／チリ／モナージュ・ストレリチア／ボーダーレスクリエーションズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■「ジーナ・クワン」     鉱物のありのままの姿を活かし、素材本来の魅力を感じられるジュエリー。19,800 円から 

■「ハナネ」          市場に出回らない規格外の花を「チャンスフラワー」と名づけて販売。 

■「アアルナ」        コロンビアの先住民族・ワユー族の職人技で手作りしたエシカル・シックなバッグ。16,000 円から 

■「リンダワークス」        地球環境に配慮した生分解性のある素材を使用したヨガウェア。生産者との平等な取引から生まれます。 

■「リトル マザーハウス」 百貨店初登場 「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念のもとでバッグなどの 

製造販売を行う〈マザーハウス〉から生まれた食のブランドのチョコレート。1 枚各 1,296 円  

■「オキナワカカオ」          沖縄県産のフルーツを使ったディップチョコレートなど。 

■「旅するチーズケーキ」 旬のくだものや野菜をチーズケーキにのせて、生産者の想いやその土地の味を届けます。 

 
 
 

 
 

◎１０月２０日（水）―１１月２日（火） ◎３階 リタズダイアリー前特設スペース、4 階 特設スペース 

在庫品やサンプル品、過去の素材を活用し、新たにひと手間加えてアップサイクルする松屋銀座発のプロジェクト。 

 

■「アンティパスト」（3 階リタズダイアリー） 
 

靴下など小物や洋服を手がける「アンティパスト」では、ブランド誕生当初からのハギレを大切に保管しており、 

今回のイベントでは、過去のコレクションにそれらを加えてリメイクしたアイテムが登場します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■「ビリティス・ディセッタン」（3 階リタズダイアリー） 
 

ブランド開始当初から「長く愛着を持って着られるもの」がコンセプトのブランド。 

過去販売し人気だったカーディガンに、新たな刺繍をプラスして販売します。 

ネックラインやボタンの素材など、シーズンごとに少しずつ異なるデザインの中 

から選ぶ楽しみも。                     ニットカーディガン 41,800 円 

SDGｓにつながる１２ブランドを一堂に集めた催事 

〈BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを〉 

  

ハギレや過去の商品をアップサイクル 〈ＳＡＩＳＥＩ ＰＲＯＪＥＣＴ〉 

ハギレやレースなどの資材を過去の 

コレクションに装飾品として加えて 

リメイク。 

 

・プルオーバー37,400 円 
（写真左・中のグレー、イエロー）  

・カーディガン 39,600 円   （写真右） 



■「ユキ」（3 階リタズダイアリー） 
かつて販売したアイテムをデザイナーの感覚でアップデート。スウェットには 

レースベストを、ギンガムチェックのスカートにはドット柄のチュールを 

ドッキングしました。 
（左）スカート 33,000 円 （右）スウェット 19,800 円 

3 階ではほか、「マトリョーシカ」「ユキ」「ホウガ」を販売。 

   4 階では、「ヨーガンレール」、「ジュンコシマダ」、「ルネ」など販売。 

 

 

 

 
 
 
 

東京で年間に消費されるワインはおよそ 1 億 5000 万本。日本全体の 

およそ 3 分の１にあたります。このワインボトルの栓として使われるコルクを 

収集し、再資源化に取り組む「TOKYO CORK PROJECT」と一緒に、コルク 

栓回収を実施。また、館内装飾やギフトチャームに再生コルクを使用する 

取り組みも行います。 
 

■ワインのコルク栓回収  
◎10 月 6 日（水）-11 月 9 日（火） ◎地下 1 階 和洋酒 

 

■再生コルクやリコットントルソーを使用した館内装飾  
◎10 月 6 日（水）-11 月 9 日（火） ◎1・3・4・5 階 ＶＰスペース 

再生コルクを使用した館内装飾を実施。また、7 階のオーガニックコットンブランド「プリスティン」が開発した、 

木綿の再生紙のトルソー「リコットントルソー」を１階と７階で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリスティンは自社商品の生産過程で出る残糸や残布の再利用や、再利用が困難な残布・残糸の量り売りを行う 

「リコットン・プロジェクト」を推進しており、このトルソーもその取り組みの一環で開発されました。               
 

今回「ビューティフルマインド」で初お披露目となります。 

 

 

■リユーザブルギフトバッグでギフトを贈ろう  
◎10 月 27 日（水）-11 月 9 日（火） ◎各階 

受け取った後も繰り返し使える、松屋オリジナル布製ギフトバックを 

期間限定で無料に。さらに、再生コルクを使用したオリジナルギフト 

チャームを付けてラッピング。 

チャームはコースターとして再利用いただけるデザインです。 

 
  

再生コルクを回収、ラッピングや館内装飾にも使用 〈TOKYO CORK PROJECT〉 

＊価格は全て税込 
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松屋銀座では、コロナ禍の中で婦人・紳士のファッションが厳しい中でもゴルフ関連商品の売上が好調です。本年上期

（3月～8月）の売上高は前年比 160％超と大きく回復しています。「３密」を避けやすく、運動不足解消・健康

志向の高まりの中で安全で魅力的な娯楽として、コロナ禍以降若い世代にも人気が高まっています。さらに紳士フロア

のブランドでもゴルフウェアの取扱いを増やし、さらなる新規顧客の掘り起こしと売上拡大を図ります。 
  

  

   【ゴルフ人気のポイント】 

    ■３密を避ける安全なレジャーという認識＝若い世代や女性が始めている 

    ■ファッション性が高まり、ファッションブランドでの取扱い増 
 

  

１．ビギナー・女性の取込み施策 ・・・「銀座の男」市と同時開催 
  

 〈メンズ＆レディース有賀園ゴルフバーゲン〉 
 10月 14日（木）～25日（月） 8階イベントスクエア 
         ※初日 16時開場／最終日 17時閉場 
  

 ゴルフ需要の拡大に伴い、50年余の歴史の中で初めて「銀座の男」市とゴルフ 
 バーゲンを 併催。売上好調なゴルフアイテムを展開することで、スーツ催事への 
 来店促進を図ります。  
 催事場でのゴルフバーゲンの開催は 12年ぶり。メンズ・レディースのゴルフウェア 
 約 2,000着、有名ブランドのゴルフクラブや中古（新古品）クラブ約 300本 
 など 低価格帯の商品を 用意し、ビギナーの需要を取り込みます。 
  

 ◆ベテランスタッフ・女性スタッフによる販売 
  ゴルフ専門店「有賀園ゴルフ」のスタッフが常駐。専門店ならではの深い知識と丁寧な接客で、ビギナーも 
  安心してご相談いただける環境を整えます。女性スタッフも揃え、お悩みを解決するお手伝いをします。 
  
 ◆試打スペースの設置 
  クラブを実際に試していただけるケージを設置。体に合った最適なクラブをご提案します。 
 
 

２．レディースアイテムの強化、メンズファッション売場での展開  全 16 ショップで展開 
  

 若い世代の方、特に女性がゴルフをはじめることでウェアも多様化が進んでいます。コロナ禍でファッションの売上が 
 厳しい中、ゴルフ売場だけでなく、ファッションの売場でもスポーツウェアの取り扱いを増やし、売上拡大を目指しま 
 す。紳士フロアでは本年３ブランドで取り扱いを始め、店計 16ショップでゴルフウェア・ゴルフ用品を展開します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツの秋！ 密を避けるゴルフがコロナ禍で引き続き好調、前年比 160％超 

紳士売場での取り扱いを開始し、ビギナーを取り込む 

スーツ名物催事「銀座の男」市と連携しゴルフウェア強化 
松屋銀座 5階紳士／６階ゴルフ／8階イベントスクエア 

（写真左から） 
パーリーゲイツ〈6階ゴルフ〉 ファッション性と機能性を兼ね備える、松屋銀座で一番人気のブランド。 
アルチビオ〈6階ゴルフ〉  インスタでも人気の高い、カラフルでキュート、スタイリッシュなイタリアのゴルフウェアブランド。 
ハイドロゲン〈5階紳士特選〉 NEW スカルのアイコンが特徴的なイタリア発の高級スポーツ系カジュアルブランド。伸縮・撥水など機能性も高く 
     女性にも人気です。 
トヴホ プラス スタッツ〈5階メンズキャラクター〉RENEWAL ゴルフウェアをベースとした大人のカジュアルセレクトショップ。アクティブシーンに対応できる 
     機能と美しいシルエットが強みです。 
 



株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

〜百貨店初 百貨店直営の常設買取・引取サービス 三越伊勢丹は循環型社会への取組を
本格化します〜買取・引取ご相談窓⼝「iʼm green（アイム グリーン）」伊勢丹新宿店
にオープン 

■2021年10⽉1⽇（⾦）〜■伊勢丹新宿店 本館7階 iʼm green（アイム グリーン）

 

お客さまの使われなくなったお品物をお買取・お引取し、次に繋げるサービスとして、昨年⽇本橋三越本店新館7

階に検証店舗をオープンしたiʼm green（アイム グリーン︓以下アイム グリーン）は、2021年10⽉1⽇（⾦）伊

勢丹新宿店のオープンを⽪切りに、本格スタートいたします。

お客さまの環境意識の⾼まりを受け、循環型社会の実現を⽬標とし、また、販売後のサポートを百貨店⾃ら運営を

担うことで、新たな購買体験の創出・促進も視野に⼊れています。

具体的には、⾐料品、バッグ、時計、宝⽯、⾻董・美術品等をお預かりし、専属の三越伊勢丹のスタイリスト（販

売員）がご相談を承りながら最適な⽅法をご提案いたします。お引取した⾐料品の⼀部は、資源としてリサイクル

2021年10⽉1⽇ 10時40分

ツイート はてな 素材DL

・・・
その他
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する⽅法もご⽤意し、お客さまの⼤切なお品物を責任をもって、未来に繋げる場所へ送りだします。

また、新宿店のオープンに伴い、⼀部のお客さまへの家具・家電の取り扱いのテストトライを開始。“捨てる”選択

肢をなくすべく、取り扱いアイテムや資源の活⽤⽅法の幅を広げ、今後も「持続可能な社会・時代をつなぐ」企業

施策と連動して、サステナビリティ活動の⼀翼を担っていきます。

https://www.isetan.mistore.jp/common/service/imgreen.html 

 

ご相談承りイメージ

アイム グリーンサービスの特徴

■百貨店初の直営による常設買取・引取サービス

・安⼼の三越伊勢丹社員による接客とご相談承り

・お買い物の合間にご利⽤いただける店頭カウンターでのご相談と宅配での買取・引取等ニーズに合ったご利⽤⽅

法

・⾐料品の⼀部は資源などにリサイクル

※⽇本環境設計さまのBRINGのサプライチェーンにて 

・⼀部のお客さま限定で、出張買取や家具・家電の買取・引取のテストトライを開始

・引取の場合、無償のお引取り

■昨年10⽉の検証店舗オープンからお客さまの反応 

・百貨店が運営しているサービスなので、安⼼して託せるとのお声を多くいただく

・1年で約2,000件のご利⽤実績 

・40〜60代のお客さまを中⼼にご利⽤いただき、お買取⾦額は、計画⽐約130％となる 

・⼀度ご利⽤いただいたお客さまの約30%がリピーターとして再度ご利⽤いただいている 

 

取り組みの背景と⽬的

https://www.isetan.mistore.jp/common/service/imgreen.html


三越伊勢丹は、お客さまの暮らしを豊かにする、“特別な”百貨店を中核とする⼩売りグループを⽬指し、サステナ

ビリティ活動においては、⼈と地域をつなぐ、持続可能な社会をつなぐ取組等を重点戦略の１つとしています。

昨年12⽉に実施の約17,000名の三越伊勢丹WEB会員・アプリ会員へのサステナビリティアンケートにおいても、

⾐料品回収の取組への関⼼や、持続可能な資源の利⽤へ期待のお声も寄せられるなど、お客さまの環境意識は⾼ま

っています。

従来は、販売を通じてお客さまとのつながりを強めてきた百貨店が、販売後にも、お客さまの⼤事にされているお

品物へのサポートを⾏うことで、循環型社会実現の⼀助を担います。さらに、三越伊勢丹が今まで培ってきた「安

⼼・信頼」を活かし、⼤切なお客さまの情報も守りながら、お気持ちに寄り添う接客を⾏うことで、お客さまとの

エンゲージメントをより⾼め、百貨店⾃ら運営するからこその新たな購買体験の創出・促進も⽬的としています。

今後対応できるアイテム範囲の拡⼤を検討。また、将来的に、お買取できずにお引取になったお品物を、学校法⼈

等外部団体と協業し、リメイクやアップサイクル等、三越伊勢丹のフィルターを加え、廃棄するのではなく、新し

い価値を持つものに⽣まれ変わるような取組にも進化させるべく、さまざまな形を模索中です。

サービスの特徴

 

1）選べる⼿続き⽅法 

ご来店や宅配などご希望に合わせてご利⽤いただけます。

※⼀部、お買取・お引取できない場合がございます

 

2）お買い物ついでに 

三越伊勢丹でのお買い物前にお気軽にお⽴寄りください。

 



3）三越伊勢丹がご相談を承ります 

専属のスタイリスト（販売員）が最適な⽅法をご提案いたします。

 

 

 

4）⾐料品の⼀部は資源

などにリサイクル

⽇本環境設計のサプラ

イチェーンにてリサイ

クルいたします。

 

サービス対象品の⼀例

 

お買取り商品イメージ

サービス対象品の⼀例︓⾐料品、靴、バッグ、時計、宝⽯、⾻董・美術品 

ご利⽤⽅法等詳細は、下記ご覧ください。

LINEでのお問い合わせも受け付けております。 

https://www.isetan.mistore.jp/common/service/imgreen.html 

 

https://www.isetan.mistore.jp/common/service/imgreen.html


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

アイム グリーンの由来

三越伊勢丹の頭⽂字で、私たちが主体的に社会課題に取り組もうという意味を付け加えた「iʻm」にやさしさや安

⼼の「green」の掛け合わせ。⼈々のライフスタイルに寄り添いながら４Rを推進し、安⼼安全な環境を未来に繋

げるために必要不可⽋な存在になりたい。ということに由来しています。 

※４R︓Refuse Reduce Reuse Recycle 

 

三越伊勢丹のサステナビリティ活動について

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。 

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するとともに、三越伊

勢丹が考えるサステナビリティ活動を発信していきます。

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

 

◎ 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。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=1913&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001913.000008372.html
https://imhds.disclosure.site/ja/themes/116#1212


株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

年に⼀度の⾹りの祭典「サロン ド パルファン 2021」伊勢丹新宿店メンズ館では初の開
催が決定︕

男性の⾹りアイテムの重要性の⾼まりを受け初参加のメンズ館では、『選べる 喜び、楽しさ』をテーマ
に、200点以上のフレグランスが集結。

会期︓2021年10⽉27⽇(⽔)〜11⽉9⽇(⽕) 

（※メンズ館以外は10⽉27⽇(⽔)〜11⽉2⽇(⽕)） 

会場︓伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ、本館1階・2階 化粧品、地下2階

ビューティアポセカリー、伊勢丹会館・ビューティパーク2 

※⼀部のブランドを除きます。

URL︓三越伊勢丹オンラインストア

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.html%E3%80%

80 ※2021年10⽉20⽇(⽕) 午前10時頃〜公開

 Salon de Parfum 2021 @ISETAN MENʼS ビジュアル

10⽉27⽇（⽔）より伊勢丹新宿店にて国内最⼤規模の⾹りの祭典「サロン ド パルファン 2021」を開催します。

第９回⽬となる今回は、本館の開催に加え10⽉27⽇（⽔）〜11⽉9⽇（⽕）までの期間、伊勢丹新宿店メンズ館

にて初開催します。本館での開催情報に先駆けメンズ館での開催情報を先⾏して発表いたします。（本館情報は近

2021年10⽉7⽇ 13時10分
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⽇公開予定）

伊勢丹新宿店メンズ館では「選べる 喜び、楽しさ」をテーマに、⽇本初上陸ブランドや本イベント限定・先⾏販

売フレグランスなど、200点以上のフレグランスが集結します。 

『アワード』・『キュレーター』・『カウンセリング』の3つのサジェストを設け、フレグランス好きはもちろ

ん、フレグランス初⼼者の⽅にもガイドとなる企画をご⽤意。

『アワード』ではお客さまやスタッフの投票等によるBESTアイテムをそれぞれ６アイテムずつご紹介。何から始

めていいかわからない、というフレグランス初⼼者の⽅にも安⼼してお選びいただけます。

『キュレーター』では美容系やファッション系などのキュレーターによる⾹りのご提案を実施。⾹⽔もファッショ

ンの⼀部としてこだわりのアイテムを選びたい⽅へ。⾃⾝が⽬指すロールモデルに合わせた⾹り選びをサポートし

ます。

『カウンセリング』では、⾹りの好みにとどまらない、お客さまの個性や感性にまで根を下ろしたパーソナルなカ

ウンセリングを実施。お客さまの個性や魅⼒に⾊づける、特別なフレグランスをご提案します。

 Salon de Parfum 2021 @ISETAN MEN'S 

会期︓2021年10⽉27⽇（⽔）〜11⽉9⽇（⽕）午前10時〜午後8時 

会場︓伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション 

住所︓東京都新宿区新宿3-14-1 

アクセス︓東京メトロ丸ノ内新宿三丁⽬駅徒歩1分、JR 新宿駅徒歩5分  

オンライン販売︓2021年10⽉27⽇（⽔）午前10時頃〜 

三越伊勢丹オンラインストア「Salon de Parfum 2021 @ISETAN MEN'S」特設ページ 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.html%E3%80%80 

※10⽉20⽇（⽔）午前10時頃〜表⽰開始となります。

 

男性の⾹りアイテムの重要性の⾼まりを受け、伊勢丹新宿店メンズ館初開催。

伊勢丹新宿店メンズ館フレグランスコーナーでは、直近2〜3年での伸⻑が⽬覚ましく、ご来店お客さま層も従来の

中⼼世代層から幅を広げて多様化。⾹りのアイテムへの需要が⼤きく⾼まっています。  

また、ライフスタイル⼼理の変化もあり、サウナやジムに通うような「⾃分⾃⾝を整えていく」男性が増えている

事にも着⽬。⾃⾝の個性を⾒つめなおして表現し、⾃分らしくありたい男性のためのアイテムとして、フレグラン

スを取り上げ初開催に⾄ります。  

 Salon de Parfum @ISETAN MEN'Sは、⾹⽔や⾹りのアイテムに関⼼があっても今まで⼿が伸びにくかったお客

さまへの、⾹りのガイドです。本イベントを⼊り⼝として、多くの男性に⾹りの魅⼒、⾹りを纏う楽しみをご体験

頂きたい、という思いが込められています。

 

『アワード』  なにから始めていいかわからないというフレグランス初⼼者のお客さまのガイド、⼊⼝に。

本イベント内『フレグランスアワード』では、「お客さま」「スタッフ」に投票を実施し、⼈気の⾼い上位６アイ

テムをそれぞれご紹介。おうちで寛ぐ時間が増えた今、オンオフそれぞれで⾃分の気持ちを⾼めるアイテムとして

重要視される、フレグランスの最新トレンドをアワード形式で発表します。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.html%E3%80%80


・お客さま投票実施期間 10⽉9⽇（⼟）〜10⽉23⽇（⼟）、伊勢丹新宿店メンズ館 Instagram @isetanmens

（https://www.instagram.com/isetanmens/）にて実施予定 

・スタッフ投票実施期間 10⽉3⽇（⽇）〜10⽉13⽇（⽔）、投票総数 約50名⾒込み 

 

『キュレーター』  ⾹りもファッションの⼀部としてこだわりのアイテムを選びたい⽅へ

『キュレーター』では、美容系やファッション系をはじめとしたキュレーターによる⾹りのご提案を実施。宮永え

いと⽒等によるおすすめのフレグランスや、⾹りについての考え⽅をご紹介。⾃分の⽬指すロールモデルやファッ

ション志向に合わせて、⾹りの選択をサポートします。

 

『カウンセリング』  いちばん⾃分らしい⾹りに出会える、カウンセリングを通したオリジナルフレグラン

スのオーダーイベントを実施

イベント期間中、⾹りの⺠主化をテーマに掲げる〈LIBERTA Perfume / リベルタパフューム〉による、カウンセ

リングを通したオリジナル⾹⽔のオーダーイベントを開催。

実店舗をもたない同ブランドは、オンライン上で、調⾹師のノウハウが詰まったアルゴリズムにより20個の診断

で、“最も私らしい⾹り”をクリエーションしています。 

本イベントでは、〈LIBERTA Perfume / リベルタパフューム〉より実際に調⾹師が来店し、お⼀⼈お⼀⼈にカウ

ンセリングを実施。パーソナライズされたオリジナルのオーダーフレグランスをお届けします。また今回から新た

に天然の⾦⽊犀や⽩檀など、とても貴重なラグジュアリーな原料もオプションとしてお選びいただけます。

お客さまの好みだけでなく、個性や魅⼒を表現できるフレグランスをご提案します。

〈LIBERTA Perfume / リベルタパフューム〉カウンセリング概要 

開催期間︓2021年10⽉27⽇（⽔）〜11⽉9⽇（⽕） 

所要時間︓約60分 

参加費︓無料 

価格︓50mL 16,478円、50mL＋8mL 19,778円、プレミアム⾹料オプション 3,300円〜 

オーダー品の受取︓オーダー後、3〜4週間後にご⾃宅へお届け ※伊勢丹新宿店 メンズ館1階コスメティクスにて

店頭受け取りも可能

ご予約⽅法︓LIBERTA Perfume 050-1098-9694 ※10⽉11⽇（⽉）午前10時〜ご予約受付開始

https://www.instagram.com/isetanmens/
tel:050-1098-9694


〈LIBERTA Perfume／リベルタパフューム〉イメージ

⽇本初上陸ブランド

〈MATIERE PREMIERE / マティエール・プルミエール〉 

天然⾹料がもつ美しさをオルガン（調⾹師の作業デスク）から私たちにそのまま届けることを理念に掲げて2019

年にオーレリアン・ギシャールが創業した⾃⾝のフレグランスハウスです。

商品名︓ファルコン・レザー

価格︓6mL 4,950円 、100mL 30,800円 

特徴︓伊勢丹新宿店限定フレグランス。フィンランド産のバーチタールが主原料。ジャマイカ産のサフランがレザ



リーな⾹りを効かせながら、バーチタールのテクスチャを引き⽴てます。アンダルシア産のラブダナムとラオス産

のベンゾインアブソリュートが柔らかいスエードのような印象を導きます。

〈Czech&Speake / チェック＆スピーク〉 

ラグジュアリーフレグランス、ネイルケアセット、シェービング⽤品、レザー⼩物を展開するブランドです。ユニ

ークなライフスタイルグッズを取り揃えたブランドとして⼈気を集めています。

商品名︓NO.88 オードパルファム スプレー 

価格︓100mL 35,200円 

特徴︓フレグランスコレクションの最初のアイテム。最も興味深い複雑さを持つNO.88。モダンかつクラシカルな

⾹りのコロンです。

 

伊勢丹新宿店メンズ館限定商品、先⾏発売商品

伊勢丹新宿店メンズ館限定



〈IL PROFVMO / イル プロフーモ〉 

商品名︓ケェデリィス

価格︓50mL 14,850円 、100mL 21,450円 

特徴︓タバコの葉のエッセンスが⾰やハチミツの⾳⾊を増幅させ、ライムの鮮度を⾼める⾹り。サントロペの⽣

活、古い港の雰囲気やカフェをイメージした⾹⽔。

メインノート︓ライム、パイン、タバコの葉

 

 

〈ACQUA DI PARMA / アクア ディ パルマ〉 

商品名︓シグネチャーズ ウード&スパイス 伊勢丹限定セット 

セット内容︓シグネチャーズ オブ ザ サン ウード&スパイス オーデパルファム 20mL / ウード ボディウォッシュ

200mL / オスマンサス オーデパルファム 1.5mL / ユズ オーデパルファム 1.5mL / サクラ オーデパルファム 1.



5mL 

価格︓25,190円 

特徴︓ウードの⾹りの深みやユニークさを⽣かした「ウード&スパイス」のオーデパルファムと「ウード」のシャ

ワージェルに、「オスマンサス」「ユズ」「サクラ」のオーデパルファム1.5mLのセット。 

伊勢丹新宿店先⾏発売

〈SERGE LUTENS / セルジュ・ルタンス〉 

商品名︓セルジュ・ルタンス コンフィパルファム 

価格︓25mL 17,600円 

特徴︓新感覚のオイル状フレグランス。肌の上で輝くようでシルキーなオイルの感触を⾹りとともに楽しめる新商

品。コレクションノワールを代表する「ラフィーユドゥベルラン」「アンブルスュルタン」「シェルギイ」の３種

の⾹りが登場。

 

展開ブランド⼀覧（※イベント会期限定のブランドを含む）

〈ACQUA DI PARMA / アクア ディ パルマ〉〈Czech&Speake / チェック＆スピーク〉〈IL PROFVMO / イル

プロフーモ〉〈LIBERTA Perfume / リベルタパフューム*〉〈MATIERE PREMIERE / マティエール・プルミエー

ル〉〈PENHALIGON'S / ペンハリガン〉〈SERGE LUTENS / セルジュ・ルタンス〉 

*〈LIBERTA Perfume / リベルタパフューム〉のフルオーダーは店頭のみとなります。プレタポルテ（完成品）

コレクションは⼀部オンライン展開いたします。

 

関連情報



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

▶ 三越伊勢丹オンラインストア「Salon de Parfum 2021 @ISETAN MEN'S」特設ページ 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.html%E3%80%80 

▶ 伊勢丹新宿店 メンズ館1階 コスメティクス・フレグランス Instagram 

＠isetanmens_cosmetics（https://www.instagram.com/isetanmens_cosmetics/） 

※価格はすべて税込みです。

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

 

◎ 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 >  年に⼀度の⾹りの祭典「サロン ド パルファン 2021」伊勢丹新宿店メンズ館では

初の開催が決定︕

イベント

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア スキンケア・化粧品・ヘア⽤品

伊勢丹新宿店 メンズコスメ メンズフレグランス フレグランス ⾹⽔ サロン ド パルファン
ISETAN MEN'S Salon de Parfum

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.
html%E3%80%80

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。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=1909&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001909.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f1/menscuration_sdpcosmeticsf1_m.html%E3%80%80
https://www.instagram.com/isetanmens_cosmetics/
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/release_type_id/02
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/003/lv2/10/
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/014/lv2/45/
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E4%B8%B9%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BA%97
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E9%A6%99%E6%B0%B4
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%20%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3
https://prtimes.jp/topics/keywords/ISETAN%20MEN%27S
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株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店のクリスマスケーキは「虹」をテーマに、10⽉9⽇（⼟）から予約開始︕

クリスマス前の週末にお渡しのケーキや配送可能なケーキ・スイーツも充実

■伊勢丹新宿店 クリスマスケーキご予約承り期間︓10⽉9⽇（⼟）午前10時〜12⽉12⽇（⽇）午後8時 

■クリスマスケーキ予約サイト︓https://isetan.mistore.jp/cake/

今年の伊勢丹新宿店のクリスマスケーキのテーマは【アルコンスィエル】、フランス語で虹を意味します。⾊や形

の変化がある虹のように、味わいや⾷感の違いを楽しめるケーキ、華やかな⾊彩のケーキなどさまざま。虹が現れ

るわずかな瞬間が⼈々に感動を与えるように、お客さまにとって幸せなひとときとなるようなケーキが登場しま

す。今年もケーキのお渡し⽇を12⽉24⽇(⾦)・25⽇(⼟)に加え、18⽇(⼟)・19⽇(⽇)も設け、クリスマス前の週

末に家族や⼤切な⼈と過ごすクリスマスを提案します。

 

店頭お渡しクリスマスケーキ

【伊勢丹新宿店限定】〈アカシエ〉ラルカンノエル  6,480円 (約直径15×⾼さ10㎝) 12⽉19⽇(⽇)お渡し 

虹⾊のニット帽をかぶったフルーティで濃厚なスノーマン。ニット帽の中はピスタチオのダックワーズ、ハイビス

カス⾹るチョコレートクリーム。カシスとぶどうのシロップをうったビスキュイ、パイナップルのクレームブリュ

レとキュートなフォルムに隠された様々な⾊彩と味わいで虹⾊を表現しています。

 

2021年10⽉6⽇ 10時00分
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プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES
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【伊勢丹新宿店限定】〈パティスリー  カメリア  銀座〉ソレイユ  12,001円 (約直径15×⾼さ5㎝) 12⽉24⽇

(⾦)・25⽇(⼟)お渡し 

2種類のオレンジのムースにヘーゼルナッツ⼊りダクワーズ。太陽をモチーフにしたケーキの中⼼にはバニラクリ

ームで全体に味の変化とコクをもたらしています。まさに太陽をたっぷり浴びて栽培されたオレンジから発想を得

て作られたケーキは⾒て、⾷べて楽しい、クリスマスのひと時を演出しています。

 

【伊勢丹新宿店限定】〈シャンドワゾー〉ティアール ピスターシュ  5,801円 (約直径14×⾼さ5cm)  12⽉19⽇

(⽇)お渡し 

ピスタチオ⾵味のミルクチョコレート、ピスタチオのクレームブリュレ、ピスタチオのビスキュイをあわせたピス
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タチオ尽くしの⼤⼈の味わい。チョコレートの⽢みを引き出す2種類のフルーツジュレがアクセント。 

 

【伊勢丹新宿店限定】〈パティスリーレセンシエル〉Irisee Noel  7,001円 (約縦18×横18×⾼さ5cm) 12⽉

19⽇(⽇)お渡し 

虹がかかった時に⾒える雲を連想したバニラムース。苺のジュレ、ローズの⾹りのビスキュイにバニラムースをあ

わせました。虹⾊のローズ⾵味の琥珀糖を飾り、雲にかかる虹のケーキをイメージ。

 

ツイート はてな 素材DL

・・・
その他

0

いいね︕

シェア

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E4%B8%B9%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BA%97%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%81%AF%E3%80%8C%E8%99%B9%E3%80%8D%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AB%E3%80%8110%E6%9C%889%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BA%88%E7%B4%84%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001919.000008372.html&via=PRTIMES_JP
https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001919.000008372.html&title=%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E4%B8%B9%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BA%97%E3%81%AE%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%81%AF%E3%80%8C%E8%99%B9%E3%80%8D%E3%82%92%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AB%E3%80%8110%E6%9C%889%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E4%BA%88%E7%B4%84%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BC%81
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=1919
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001919.000008372.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1495958567142613


【伊勢丹新宿店限定】〈アステリスク〉Deja-Vu  6,201円(約直径15×⾼さ10㎝) 12⽉18⽇(⼟)お渡し 

虹ができるときに天使の階段(フランス語でDeja-Vu(デジャヴュ))ができることから、虹がかかる空を連想させる

デザインに。お店で⼈気のタルトフレーズとガトーフレーズを合体した新感覚クリスマスケーキ。

 

配送可能なクリスマスケーキ、スイーツ

伊勢丹新宿店のクリスマスは需要が⾼まっている配送可能商品を充実させたラインナップでご紹介します。冷凍ケ

ーキは約30型、クリスマススイーツは約80型ご⽤意。今年の冷凍ケーキはタルトやムースケーキなど種類を増や

してご紹介します。

★冷凍ケーキ★

【伊勢丹新宿店限定】〈メゾンジブレー〉⽊苺のノエルルージュ 5,400円 (約直径14×⾼さ5cm) 

タヒチ産バニラビーンズを使ったムースとクレームブリュレ、⽊苺、苺とホワイトチョコレートのなめらかなクリ

ームの組合せ。⾒た⽬も華やかな可愛らしいクリスマスデコレーションに仕上げています。

★クリスマススイーツ／伝統菓⼦★
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〈アカシエ〉シュトーレン（オリジナル&ピスターシュセット） 4,104円 

アーモンドやバターを惜しみなく使ったシュトーレンと今年新作のピスタチオシュトーレンのセット。苺やクラン

ベリーを合わせたピスタチオ⽣地のシュトーレンはスパイスの代わりにバニラを使⽤し優しい味わいに。仕上げは

ピスタチオパウダー⼊りの粉糖をまぶしました。

 

〈パッション  ドゥ  ローズ〉ドゥ ヴェラベッカ 3, 912円

洋梨のピューレやリキュールをふんだんに使⽤したお店定番の「ベラベッカ」と今年新作の苺やクランベリーなど

ベリー系のドライフルーツと合わせ、ルビーチョコレートでコーティングした「ベラベッカローズ」の2種類のセ
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ット。

 

〈ネル クラフトチョコレート トーキョー〉パンデピス ショコラ 2,700円 

ショコラティエ村⽥友希⽒が修業時代にフランス・アルザス地⽅で学んだクラシックなレシピをもとに、オリジナ

ルチョコレートを使⽤したパンデピス。

 

〈レス バイ ガブリエレ リヴァ アンド カナコ サカクラ〉アグルミパネットーネ 4,536円 

レモン、オレンジ、柚⼦ピールを練り込んだ、お店のスペシャリテ。軽くしなやかな⽣地は⼝の中で解けるように
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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

溶けていきます。

※価格はすべて税込です。

伊勢丹新宿店クリスマスケーキご予約⽅法

クリスマスケーキ特設WEB︓10⽉6⽇（⽔）午前10時オープン

クリスマスケーキ予約サイト︓https://isetan.mistore.jp/cake/

■ご予約承り期間︓10⽉9⽇（⼟）午前10時〜12⽉12⽇（⽇）午後8時

※ご予約はオンラインストアのみとなります。（本館地下1階各ショップでお取り扱いがある商品は各店頭

でもご予約を承ります。）

※ご予約期間は商品によって締切⽇が異なります。

■店頭お渡しケーキのお渡し⽇︓

①12⽉18⽇（⼟）・19⽇（⽇） ②24⽇（⾦）・25⽇（⼟）

■お渡し会場︓

①伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードステージ特設会場 各⽇午前10時〜午後8時

②伊勢丹新宿店 本館６階 特設会場 午前10時30分〜午後7時

◎ 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 >  伊勢丹新宿店のクリスマスケーキは「虹」をテーマに、10⽉9⽇（⼟）から予約

開始︕

商品サービス

⾷品・お菓⼦ 百貨店・スーパー・コンビニ・ストア

伊勢丹新宿店 ISETAN クリスマスケーキ おうちクリスマス アカシエ パティスリーカメリア銀座
メゾンジブレー アステリスク シュトーレン ベラベッカ

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods.html
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株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

⽇本橋三越本店のクリスマスケーキは10⽉9⽇(⼟)より予約スタート

王道のショートケーキは全36種類︕⾒ても⾷べても楽しいデコレーションのケーキや厳選素材のホテルケ
ーキなどクリスマスを彩るケーキが登場。

⽇本橋三越本店のクリスマスケーキ ご予約承り期間︓10⽉9⽇(⼟)午前10時〜12⽉12⽇(⽇)午後8時 

クリスマスケーキ予約サイト︓https://mitsukoshi.mistore.jp/cake/nihombashi/index.html

⽇本橋三越本店のクリスマスケーキのテーマは【プレジール】。クリスマスに家族でケーキを囲むわくわく感や喜

びを提案します。今回は36種類のショートケーキほか、チョコレートやマロン、ピスタチオケーキなど86種類の

ケーキが登場します。 懐かしさ感じるショートケーキも⾷べられるデコレーションを増やしさらに現代⾵にアレン

ジしたり、フルーツ、スポンジやクリームなど厳選された素材で作られたケーキなど⾒ても⾷べても楽しいクリス

マスケーキをラインナップします。

王道のショートケーキは36種類︕

⽇本橋三越本店限定〈ドゥボーヴ・エ・ガレ×アトリエ アニバーサリー〉ガトー ア ラ ローズ マリー アントワネ

ット 9,180円【50点限定】(約直径16×⾼さ6cm) 

2021年10⽉6⽇ 10時00分
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パリで⼀番歴史のあるショコラトリー<ドゥボーヴ・エ・ガレ>と、美しいデコレーションケーキが特徴の<アト

リエ アニバーサリー>のコラボレーション。チョコレートでマリーアントワネットの愛したバラをモチーフに美し

くデコレートしました。

⽇本橋三越本店限定〈いちびこ〉「ミガキイチゴ」クリスマスケーキ 7,560円【100点限り】(約直径15×⾼さ1

5cm) 

『⾷べる宝⽯』ミガキイチゴを20個以上使⽤した贅沢なショートケーキ。完熟いちごのみずみずしいフレッシュ 

な美味しさとコクがあるのに重くない⽣クリーム、フワフワでしっとりしたスポンジのバランスが抜群のスペシャ

ルないちごのクリスマスケーキです。



⽇本橋三越本店・銀座三越限定〈マンダリン オリエンタル 東京〉クリスマス ストロベリーショートケーキ6,912

円【80点限り】(約直径15×⾼さ6cm) 

伝統のリッチな配合で焼き上げたスポンジケーキにバニラとオレンジのシロップで⾹り付け。軽い⾷感のクリーム

と苺で仕上げたショートケーキ。デコレーションはチョコレートで出来たオーナメントや可愛らしいクマなど⾒て

いてかわいいケーキです。

⽇本橋三越本店限定〈ホテル椿⼭荘東京〉極 ガトー・オー・フレーズ 10,800円 【50点限り】(約直径15×⾼さ

6cm) 

厳選された素材を使⽤した⼝どけのよいスポンジに、濃厚な⽣クリーム、強い⽢みと程よい酸味の福岡県産あまお

うがマッチした贅沢な味わい。シンプルであるが故、全てに⾃信がないと作れない究極を⽬指したショートケーキ

です。
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⽇本橋三越本店限定〈ノワ・ドゥ・ブール〉シャンス・ドゥ・ノエル【50点限り】（約直径15×⼟台の⾼さ7.5c

m） 

かわいい⼩さなクッキーの飾りをのせたいちごのクリスマスケーキ。中には、なめらかなクリームと、きめ細かな

スポンジ、いちごをサンド。ドイツのクリスマスの伝統的なお菓⼦“レープクーヘン”で作った、はちみつとスパイ

スをきかせた味わいが特徴のクッキーをあしらったケーキをお楽しみください。

※価格はすべて税込みです。

⽇本橋三越本店ご予約⽅法

クリスマスケーキ特設WEB︓10⽉6⽇（⽔）午前10時オープン

クリスマスケーキ予約サイト︓https://mitsukoshi.mistore.jp/cake/nihombashi/index.html

ご予約承り期間︓10⽉9⽇（⼟）午前10時〜12⽉12⽇（⽇）午後8時

※ご予約はオンラインストアのみとなります。（各ショップでお取り扱いがある商品は各店頭でもご予約を

承ります。）

店頭お渡しケーキのお渡し⽇︓12⽉24⽇（⾦）・25⽇（⼟） 各⽇ 午前11時〜午後7時

お渡し会場︓⽇本橋三越本店 新館5階 クリスマスご予約商品お渡し特設会場

◎ 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。
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株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

１０⽉９⽇（⼟）予約スタート︕ ⼤切な⼈と過ごす特別な時間に彩を添える、 ビジュア
ルも断⾯もきらめく【銀座三越】のクリスマスケーキ 

ご予約承り期間︓10⽉9⽇(⼟)午前10時〜12⽉12⽇(⽇)午後8時

■銀座三越クリスマスケーキ特設サイト︓https://mitsukoshi.mistore.jp/cake_ginza/index.html 

※サイト は10⽉6⽇(⽔)オープン

銀座三越では、10⽉9⽇（⼟）〜 12⽉12⽇（⽇）までの期間、2021クリスマスケーキ予約をオンライン特設サイ

トにて承ります。今年のテーマは＜Hopeful Christmas （ホープフル クリスマス）〜 希望に満ちたクリスマス

＞。「今の世の中の状況やお客さまの⼼に希望の光をさす、そんなクリスマスにしたい」と、私たちの願いが込め

られています。＜きらめくケーキ＞と題した今年の品揃えは、⾒た⽬だけでなく断⾯の美しさにもこだわり、切り

分けた時にもパッと⼼が明るくなる『⾒て楽しい、切って楽しい、⾷べて楽しい』ケーキをご⽤意しております。

銀座三越限定品もLOUANGE TOKYO Le Musée、ザ ヴィーガン マシュマロをはじめとする12種と充実し、⾒逃

せない品揃えとなっています。

【NEWブランド】のクリスマスケーキ                                 
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カットすると苺とロゼシャンパンのコンフィチュールが溢れ出す、サプライズも兼ね備えた最新の技術が詰め込ま

れた進化系チーズケーキ。燦然と輝く星を持ったヌヌースが光をもたらし、クリスマスシーンを彩ります。 

※ヌヌースとは、フランス語でテディベアと⾔う意味。 

【銀座三越限定】

＜LOUANGE TOKYO Le Musée＞コフレ フォレ フレーズ 8,640円 

限定 100台（約直径12×⾼さ5㎝） 

              



ヴィーガンミロワールとチョコレートムースの薔薇。聖夜に⼼ときめく華やかな美しいケーキ。しっとり柔らかな

3層のココアスポンジでチョコレートムース・ガナッシュ・⾖乳クリームをサンド。フランス産のクーベルチュー

ルを使⽤した濃厚なチョコレートのハーモニーは上品な味わいで、卵・バターを使⽤していないとは思えない満⾜

感です。

【銀座三越限定】

＜ザ ヴィーガン マシュマロ＞ばらのヴィーガンスペシャルクリスマスケーキ 8,576円         

限定80台（約縦9×横18×⾼さ4㎝）  

 

＜アルノー・ラエール パリ＞で⻑年愛されているケーキ「ル ベルランゴ」。ピスタチオのダコワーズとブロンド

チョコレートムース、ピスタチオムース、アプリコットのコンポート、4層の繊細な味の重なりとピスタチオの濃

厚な⾵味。銀座三越限定アレンジの珠⽟のクリスマスケーキです。 

【銀座三越限定】

＜アルノー・ラエール パリ＞ル ベルランゴ 4,801円              

限定60台（約縦9×横15×⾼さ6㎝）  

 

【注⽬ブランド】のクリスマスケーキ      



カカオの⾹るフィユタージュ（パイ⽣地）にショコラクリーム、ショコラのビスキュイを重ねた、まさにショコラ

づくしのミルフイユ。⼀緒に合わせたコクのあるヘーゼルナッツのクレームブリュレが、異なるショコラの味わい

をやさしくまとめながら⾹りを引き⽴ててくれます

【銀座三越限定】

＜フレデリック・カッセル＞ミルフィユ ショコラ・ショコラ 6,912円          

限定120台（約縦9×横18×⾼さ5㎝）  

                        



ヘーゼルナッツの⾹ばしく濃厚な味わい、キャラメルのほろ苦さとヴァニラのやさしいまろやかな⾹りが⼝に含ん

だ瞬間に広がります。⼝どけなめらかなのマスカルポーネムース、ザクザク⾷感のヘーゼルナッツのクランブル、

しっとりとしたナッツのビスキュイの贅沢なアンサンブルをお楽しみください。 

【銀座三越限定】

＜ルノートル＞ブッシュ・ヴァニーユ・ノワゼット 5,400円         

限定50台（約縦12×横8×⾼さ9㎝） 

 

 

発酵バターを贅沢に使⽤したバタークリームとスポンジに爽やかな酸味のアプリコットジャムを重ねたとてもシン

プルで昔懐かしいバターケーキをシャンドワゾー⾵に仕上げました。  

【銀座三越限定】

＜シャンドワゾー＞ ガトー オ ブール ノエル 5,500円 

限定50台（約直径15×⾼さ6㎝） 

 



きめ細やかに焼き上げたスポンジケーキで苺をサンドし、北海道産⽣クリームをブレンドしたクリームをサンド。

苺とチョコのリボンを贅沢に飾った銀座三越限定のクリスマスのスペシャリテ。

【銀座三越限定】

＜アンテノール 銀座ブティック＞ラヴィソン・フレーズ 8,100円 

限定60台（約縦15×横15×⾼さ7.5㎝） 

 

紅茶シロップの効いたスポンジとディプロマットクリームとあまおう苺をサンドし、ミルキー⾵味のクリームとあ

まおう苺をたっぷり飾りました。



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

【銀座三越限定】

＜⻄洋菓⼦舗 不⼆家＞クリスマスあまおう苺と2種のベリーショートケーキ 6,480円 

限定30台（約直径15×⾼さ6.5㎝） 

※盛り付けはいずれもイメージです。

※⾷器は商品に含まれません。

※商品の内容・形状が⼀部変更となる場合がございます。ご容赦ください。

※商品の価格はすべて税込みです。

 

【銀座三越クリスマスケーキ】ご予約・お渡しの詳細

■サイト会期︓10⽉6⽇（⽔）午前10時〜12⽉12⽇（⽇）午後8時

■予約会期︓10⽉9⽇（⼟）午前10時〜12⽉12⽇（⽇）午後8時 

■お渡し会期︓12⽉24⽇（⾦）・ 12⽉25⽇（⼟）各⽇午前10時30分〜午後7時／場所︓銀座三越 新館9階 銀

座テラス 特設会場 

■銀座三越サイトURL︓https://mitsukoshi.mistore.jp/cake_ginza/index.html 

※今年度の予約はオンラインストアのみです。

（各ショップでお取り扱いがある商品は各店頭でもご予約を承ります。）                   

※お電話での予約は承れません。あらかじめご了承ください。

銀座三越

住所︓東京都中央区銀座4-6-16 

TEL︓03-3562-1111(⼤代表) 

営業時間︓午前10時〜午後8時  

■https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza.html  

 

◎ 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。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=1899&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001899.000008372.html
https://mitsukoshi.mistore.jp/cake_ginza/index.html
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/ginza.html


株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

「おくるんるん、もらうふふ」三越伊勢丹の冬の贈り物。10⽉12⽇（⽕）オープンのオ
ンラインストア「三越のお歳暮」を⽪切りに、オンラインストアと店舗で順次開催

「つなぐ」をテーマに時代・地域・⼈をつなぐギフトをご提案します

 

三越伊勢丹は、10⽉12⽇(⽕)オープンのオンラインストア「三越のお歳暮」を⽪切りに、順次オンラインストア

と店舗にて「三越伊勢丹の冬の贈り物」を展開いたします。本年は夏に引き続き「つなぐ」をテーマに時代・地

域・⼈をつなぐギフトをご提案します。おくるときめきや、もらうよろこびを表現した「おくるんるん、もらうふ

ふ」をキャッチコピーに、三越伊勢丹が考える“サステナブル”をかたちにした、「みらいへつなぐ贈りもの」をは

じめ、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、ユニバーサルフードギフトなど、

多彩な贈り物をご提案します。

今回から初の試みとして、博物館とコラボレーションした商品など⼀部商品を、VRを活⽤したスマートフォン向

けアプリ＜REV WORLDS／レヴ ワールズ＞内の仮想伊勢丹新宿店にも展開し、美術館のようなバーチャル空間

で商品選びをお楽しみいただけます。また、本年夏よりスタートし、ご好評をいただいたバイヤーの⼀押し商品に

ついてのおすすめ調理法や⽣産背景などを動画でご覧いただける取組みも、対応商品を100商品すべてに拡⼤しま

す。店頭でのスタイリスト(販売員)による商品説明と同様に、ご⾃宅でも商品の魅⼒を⼿軽に知っていただき、商

品選びの⼀助にしていただくことを⽬的としています。

■【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>
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⽇本橋三越本店 11⽉2⽇(⽕)〜12⽉24⽇(⾦)最終⽇午後6時終了

銀座三越 11⽉10⽇(⽔)〜12⽉16⽇(⽊) 最終⽇午後6時終了

<伊勢丹>

伊勢丹新宿店 11⽉10⽇(⽔)〜12⽉13⽇(⽉)最終⽇午後6時終了

伊勢丹⽴川店 11⽉3⽇(⽔・祝)〜12⽉23⽇(⽊) 最終⽇午後5時終了

伊勢丹浦和店 11⽉3⽇(⽔・祝)〜12⽉23⽇(⽊) 最終⽇午後5時終了

■オンラインストア「三越のお歳暮」「伊勢丹のお歳暮」

毎年、ご好評をいただいているオンラインストア限定ギフト三越・伊勢丹ともに約100点を含め約2,100点をご紹

介します。約1,000品⽬送料無料でご案内。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)。 

○期間

三越 10⽉12⽇(⽕)午前10時〜2022年1⽉17⽇(⽉)午前10時 www.mitsukoshi.co.jp/seibo

伊勢丹  10⽉15⽇(⾦)午前10時〜2022年1⽉17⽇(⽉)午前10時 www.isetan.co.jp/seibo

 

みらいへつなぐ贈りもの

■⼈と地域をつなぐサステナブルなお歳暮ギフト

今回のお歳暮は、「みらい」へつなぐ贈りものとして、世界農業遺産(※)、⾷の資源活⽤（フードロスの削減）、

循環型農業⽀援、被災地復興⽀援などを切り⼝としたお歳暮ギフト35点を展開。三越伊勢丹限定品も約30点ご⽤

意しました。なかでも「世界農業遺産」認定の熊本県阿蘇と宮城県⼤崎の素材を使った贈りものは、農林⽔産業を

営む地域の農村⽂化や⽥園⾵景を保全し、伝統的な農業を未来に継承するために、三越伊勢丹、お取組先、地⽅⾃

治体との連携により、新たなモノ・コトをご提案することで、⽇本各地の世界農業遺産の魅⼒をお伝えしていきま

す。 

(※)世界農業遺産・・・2002年に、国際連合⾷料農業機関（FAO）が開始したプロジェクト。伝統的な農法や、

⽣物多様性の守られた⼟地利⽤システム、⽂化や⾵景などを保全し、次世代に引き継いでいこうという⽬的で設

⽴。世界では22カ国62地域、⽇本では11地域が認定されている（2020年6⽉時点）。 



「世界農業遺産」認定の熊本県阿蘇と宮城県⼤崎の素材を使った贈りもの

⾚⾝の多いあっさりした⾁質があか⽜の⾝上

あか⽜の美味しさの秘密は「放牧」と深い関係があります。あか⽜は運動量が豊富で、その⾁質は余分な脂の少な

い、あっさりとした⾚⾝が特徴です。今回、そのあか⽜の肩ロース⾁・肩⾁を使った「すき焼・焼⾁⽤」をご⽤意

しました。

【三越伊勢丹限定ギフト】あか⽜ すき焼き・焼⾁⽤ 5,400円 

宮城ブランド⽶の⾵味が活きるやさしいスイーツ

仙台の洋菓⼦店〈杜の都〉の創作パフェ「マロン＆ショコラ」と「フレーズ＆ピスタチオ」。⼤崎産「だて正夢」

の⽶粉をいちごクリームとカリカリのアーモンドショコラクッキークランチの素材に使⽤した、彩りも豊かなスイ

ーツです。⽶粉のほのかな⽢みと洋の素材の優しいコラボレーションです。

【三越伊勢丹限定ギフト】〈杜の館〉だて正夢 ⽶粉カップスイーツ 3,780円 

 

全100商品、バイヤーや⽣産者が商品の魅⼒を動画でご紹介。

■太⿎判100



バイヤーが太⿎判を押す100点をセレクト。バイヤーや⽣産者の⽅などが商品の魅⼒や美味しさの秘密をわかりや

すくご紹介する動画を、今期は全100商品、すべての商品についてご覧いただけます。 

URL︓https://www.youtube.com/playlist?list=PL4rZxrR-JFQ-14Rqc7cuv7-KvquXQMXiJ

〈ヴーヴ・フルニ〉グラン・レゼルヴ ブリュット・プルミエ・クリュ 5,500円

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4rZxrR-JFQ-14Rqc7cuv7-KvquXQMXiJ


〈佐藤養助〉稲庭⼲温飩 3,240円／4,320円  

 

仮想伊勢丹新宿店で、ご家族やご友⼈と⼀緒に選ぶという体験。

■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。2016年中元期よりスタートした、所蔵作

品をパッケージにあしらった本コラボレーションギフトと太⿎判100の⼀部商品を、今回はカタログやオンライン

に加えバーチャル上の仮想伊勢丹新宿店でもご紹介。美術館をイメージした店内で、24時間いつでも、どこからで

も、誰かと⼀緒に選ぶという体験を楽しめます。

東京国⽴博物館限定ギフト

〈帝国ホテル〉名所江⼾百景 ⼭下町⽇⽐⾕外さくら⽥ アーモンドパイ シナモン⾵味 3,240円  

東京国⽴近代美術館限定ギフト



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 登録済 ⽅は ちら

〈サントリー〉孔雀 ザ・プレミアム・モルツ 3,300円／5,500円 

 

■仮想伊勢丹新宿店に、美術館をイメージした特設コーナーが登場

■会期︓2021年10⽉15⽇（⾦）〜2022年1⽉17⽇（⽉）※ 

■場所︓仮想伊勢丹新宿店 地下1階 ⾷品フロア 

■商品数︓約20点 

24時間どこからでも、アクセス可能な、VRを活⽤したスマートフォン向けアプリ「REV WORLDS（レヴ ワール

ズ）」。今回東京国⽴博物館、近代美術館とコラボレーションしたアイテムなど約20点が、仮想伊勢丹新宿店内に

登場します。

チャット機能で、⼀緒に選んでみんなの想いを贈る

ご家族やご友⼈とチャット機能を利⽤して、実際に店頭にいるかのようにコミュニケーションをとりながらの、お

買物体験をお楽しみいただけます。お客さま（ユーザー）は、気に⼊った商品があれば、三越伊勢丹オンラインス

トアへ遷移して、実際の商品を購⼊可能です。（※限定商品の会期終了後は、⼀年中お買い求めいただけるギフト

アイテムを展開予定）

■アプリのダウンロード⽅法

iOS/Androidアプリ 「REV WORLDS」はApp StoreやGoogle Playから無料でダウンロ

ード可能。

また公式ホームページ（https://www.rev-worlds.com）にもダウンロードリンクがご

ざいます。

※価格はすべて税込です。

※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。

◎ 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。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=1927&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001927.000008372.html
https://www.rev-worlds.com/
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2021年 10月 5日 

 

 

 

 

 

 

 
  
東武百貨店 池袋本店では、2021 年 10 月 7 日(木)より「2021 東武 クリスマスケーキ」の予約受付を開始します。  

2021年もおうち時間が長く、より家族や友人との繋がりが大事だと実感する一年でした。今年のクリスマスケーキは、大切な

人の幸せや明るい未来を願いながらお楽しみいただきたいとの想いで企画し、夢や希望を象徴する「星」のモチーフをまとった 

東武限定品を展開します。また、常設店舗以外のパティシエケーキもご用意します。サイズ感は、ここ数年人気の 12～15

㎝のケーキが中心です。 

販売方法は、店頭のほか今年もオンライン注文でご自宅にお届けする「冷凍ケーキ」を販売し、お客様のニーズに応えます。 

クリスマスケーキの他にも、家族や友人とお楽しみいただけるオードブルをご用意しています。 

 

① 「星」モチーフの東武限定クリスマスケーキ 
心を満たす希望の光「星」モチーフの東武限定のケーキを全 5種類展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も少人数用ケーキが充実！  

“星”に願いを！「東武のクリスマスケーキ」 
 

 

東武百貨店 池袋本店 

 

News Release 
 

9月 1日 NEW OPEN!【ア・ラ・カンパーニュ】 

ア ラ ベェル エトワール 5,400円 

（約径 15㎝） 

甘酸っぱいいちごムースとラズベリーのジュレに、 

ホワイトクランチを加えた食感を楽しめるケーキ。 

【コロンバン】 
ノエル ドゥ エトワール 4,860円 
(上段約径8㎝、下段約径12㎝) 
コロンバン伝統のバタークリームを
たっぷり使い、星型のチョコレートと 
クリーム、アプリコットジャムでデコ 
レーションしたケーキ。 

【京橋千疋屋】 
ホワイト ノエル 
4,320円（約径 12㎝） 
レアチーズケーキの中に甘酸っぱ 
いラズベリーのムース・ジュレが 
入って、さっぱりとした味わいの 
ケーキ。 

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】 
クリスマス 星のショートケーキ 
5,400円（約径 15㎝） 
しっとりとした口どけのスポンジ 

生地となめらかなクリームが、 

いちごの甘さをひきたてるケーキ。 

【ダロワイヨ レ マカロン】 

エスポワール 5,400円 

(上段約径 8㎝、下段約径 12㎝) 

フランス語で「希望」を意味する「エスポワール」。 

ダックワーズとジェノワーズにクリームやソース、苺の 

コンポートを重ねて 2段に仕立てました。 
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株式会社 東武百貨店 

② パティシエの美を極めた華やかなクリスマスケーキ 
パティシエが織りなすアートのようなケーキや、有名店・ホテルのケーキも揃います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ おうちで注文、おうちへお届け冷凍ケーキ 
インターネットで注文し、配送で受け取る事ができる「冷凍ケーキ」を、全 6種類展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【カサネオ】 ※送料別 
ミルクレープ ノエル 12㎝ フローズン 
3,780円(約径 12㎝) 

ミルクレープの上に、ピスタチオペース

トを使用した濃厚なクリームと甘酸っ

ぱいいちごソースがのったケーキ。 

【ピエール・エルメ・パリ】 ※送料込 
チーズケーキ イスパハン  
5,616円（約径 15㎝×高さ 4㎝） 

ローズ風味のチーズケーキのソフト感、

フランボワーズとライチのコンポートの 

サワー感などを備えた、極上のチーズ 

ケーキ。     

【ベイユヴェール】 ※送料込 
ガトー・フロマージュ・ノエル 
5,400円（約径 12㎝×高さ 8㎝） 

低温でじっくりと蒸し焼きにした 
半生食感のチーズケーキの周りを 
チーズムースとホワイトチョコレート
でコーティングしたケーキ。  

【ACホテル・バイ・マリオット東京銀座】 

ピスタチオとミックスベリーのムース 
5,400円(約径15㎝×高さ4.5㎝) 

ピスタチオ風味のムースに、酸味

のあるミックスベリーのジュレをサン

ドしたケーキ。 

【ピエール・エルメ・パリ】 
エトワール ジャルダン ド ラトラス 
5,940円（約径 15㎝×高さ 5㎝） 

オレンジフラワーと甘酸っぱいレモ
ンにはちみつをプラス。甘美な存
在感を放つマスカルポーネクリーム
で覆われたケーキ。 

【ルノートル】 
フイユ・ドトンヌ・ノエル 
6,480円（約径 12㎝×縦 5㎝） 

ベリー系の紅茶とフランボワーズを
合わせたチョコレートムースや、フラ
ンボワーズのジュレなどが入った 
ケーキ。 

【クリスマスケーキ ご予約概要】 

ご予約期間 

＜ 店 頭 ＞10月 7日(木)から 

＜インターネット＞10月 7日(木)～12月 19日(日)午前 8時 

 

※ご予約期間は、商品により異なります。 

※お渡し期間や場所は、商品によって異なります。 

詳しくは HP より、各商品の詳細をご確認ください。 
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株式会社 東武百貨店 

④ みんなで楽しめるオードブル 
心もおなかも大満足するオードブルを展開します。お子様から大人までお楽しみいただけるようなメニューが充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※価格は全て消費税込みの金額です。 ※各商品、数に限りがございます。 

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 藤ノ木・千原    直通℡：03-5951-5210 

【オードブル ご予約概要】 

ご予約期間 

＜ 店 頭 ＞10月 7日(木)から 

＜インターネット＞10月 7日(木)～12月 19日(日)午前 8時 

 

※ご予約期間は、商品により異なります。 

※お渡し期間や場所は、商品によって異なります。 

詳しくは HP より、各商品の詳細をご確認ください。 

 

 

 

①【九州屋】 パインツリー 4,320円 
  (高さ約 30㎝/約 3～4人前) 
 

②東武限定品【パン・リゾッタ】  

こぐまのオードブル 3,500円 
  (1皿/約 3～5人前)   

 

③東武限定品【魚力】 魚力クリスマスケーキ 2,391円 

  (約径 12㎝×高さ 7cm/約 2人前) 
 

④【ビオセボン】秋川牧園 3種のハーブ香る丸どり 
  4,299円 (1羽/約 2～3人前) 

 

①【ワインショップ・エノテカ】 ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ/ガヤ 

11,000円 (750ml) 
 

②東武限定品【魚の北辰】海鮮パエリア 2,500円 

  (1パック/約 2～3人前)  

 

③東武限定品【千駄木腰塚】  

東武限定プレミアムプレート 2,280円 

(1パック/約 2～3人前) 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 

2021 年 10 月 19 日 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社東武百貨店 池袋本店は、「東武のお歳暮 2021」のインターネット受付開始に引き続き、10月28日（木）より

8階催事場にギフトセンターを開設します。 

今年のお歳暮は旅行や帰省が難しい状況が続いていることから、お中元で初企画し好評であった、日本各地の特産品・名産

品をギフトにした「おうちで！旅気分」の商品数を約1.5倍に増やし、17道府県から23都道府県へ拡大しご提案します。また、

年始をご自宅で迎えるための「新春特集」として、ご家族でお正月を楽しめる商品をご紹介いたします。 

「ご自宅用限定品」は巣ごもり需要の増加から年々人気が高まっており、今年のお中元では売上前年比 123％を超えました。

そこで、今回は「プチ贅沢」「おうち de東北物産展」の特集に加え、新たに今年のトレンド食材である「サツマイモ」、ご家族で楽

しめる「パン祭り」の 2 つの特集を追加し、展開してまいります。 

 

■「おうちで！旅気分」商品数が 1.5倍。取り扱いは 17道府県→23都道府県へ拡大 

おうちに居ながら旅行気分を味わってもらえるよう、各地の特産品や名産品、有名店の品物をギフトにいたしました。 

      
京都府 【クレーム デ ラ クレーム】 

プレミアムバトンシューアイスケーキ 

5,076円（クール便） 

 

長野県 【高甫農園】 

氷温貯蔵シャインマスカット（1房） 

5,940円 

 

山口県 【割烹旅館寿美礼】 

とらふくちり鍋 すき身・焼き白子付 

10,800円（クール便） 

     
北海道【北海道１５０年ファーム】 

十勝あんバターサンドケーキ 

青森県【JA津軽みらい】 

こみつりんご 5,940円 

新潟県【越後雪紅梅】 

飲み比べ 奏 3,960円

News Release 
 

「おうちで！旅気分」約 1.5 倍に強化、23都道府県をご紹介！ 

「東武のお歳暮 2021」 10 月 28 日にギフトセンター開設 

 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

京都 長野 山口 

北海道 青森 新潟 

ご自宅限定品も充実！ 

 

4,104円（クール便） 



 
 

株式会社 東武百貨店 

■おうちで迎えるお正月を楽しむ。「新春特集」 

お正月を華やかに迎えられるよう、おうちでご家族が楽しめる商品をご紹介します。 

    
【ファーミングスタッフ】 

御慶餅「飾臼」 5,400円 

 

【下鴨茶寮】 

料亭の合鴨なべセット  

 

【大和川酒造店】 純米大吟醸 

蒔絵干支ボトル 2022寅 

■ご自宅限定品はトレンド食材「サツマイモ」や「パン」を特集！ 

ご自宅限定品は巣ごもり需要の増加から人気が高まっており、昨年のお歳暮では売上前年比約 124％、今年のお中元

では売上前年比約 123％という結果でした。今回は「プチ贅沢」「おうち de 東北物産展」に加え、新たに 2 つの特集を

企画しました。トレンド食材である「サツマイモ特集」では「熊本いきなり団子」や「京の蜜芋ぱふぇ」、生のサツマイモをご紹

介、また「パン祭り」では、ご家族で楽しめるパンのセットを冷凍配送にてご提供いたします。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

報道関係者様お問い合わせ・・・広報部 広報課 千原・藤ノ木 直通℡：03-5951-5210 

【お歳暮概要】 

・カタログ掲載数： 約 1,800点 

・8階ギフトセンター：10/28（木）～12/22（水）[56日間 前年＋1日]  営業時間：午前 10時 30分～午後 7時 

【早期ご優待会：10/28（木）～11/21（日）[25日間 前年＋2日]  】 

・オンラインショッピング：10/15（金）～12/23（木）[70日間 前年＋2日]  ※最終日は午前（あさ）8時まで  

【早期ご優待会：10/15（金）～11/22（月）[39日間 前年＋2日]  ※最終日は午前（あさ）5時まで 】 

 

※早期ご優待会は、当社組織顧客（ロイヤルカード・東武カードなど）を対象に、約 1,030点が 

15％ご優待になります。 

※オンラインショッピングでご注文の場合、全国送料無料となります。                  

（一部送料込みの商品がございます） 

※諸般の事情により会期・営業時間などが変更になる場合がございます。詳しくはホームページを 

  ご確認ください。 https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/ 
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6,534円（クール便） 5,500円 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/


 
 

株式会社 東武百貨店 

参考資料 

【過去の結果と 2021年予想】 

 

1、品目別売上ベストテン 

順位 2021年（目標） 2020年(結果) 2019年（結果） 

1位 洋菓子 洋菓子 洋菓子 

2位 ハム・精肉 ハム・精肉 ハム・精肉 

3位 ビール ビール 水産品 

4位 佃煮 佃煮 ビール 

5位 水産品 水産品 佃煮 

6位 惣菜 惣菜 えらべる便 

7位 えらべる便 えらべる便 海苔・茶漬 

8位 米菓 米菓 米菓 

9位 海苔・茶漬 海苔・茶漬 コーヒー 

10位 コーヒー コーヒー 和菓子 

 

2、売上関連各種 

項目 2021年（目標） 2020年（結果） 2019年（結果） 

全体売上前年比 100％ 97％ 97％ 

ギフトセンター売上前年比 95％ 83％  94％ 

インターネット売上前年比 104％ 118％ 102％ 

ギフトセンター売上構成比 40％ 40％ 47％ 

インターネット売上構成比 40％ 39％ 32％ 

売上ピーク日（ギフトセンター） 11月 19日（金） 11月 20日（金） 11月 20日（水） 

平均単価 前年と同水準 約 3,700円 約 3,600円 

 

 

 

以 上 

 

 

 


