
 

 

 

 

                      令和 3年 12月 23日 

〇：年末年始関連施策                      （一社）日本百貨店協会 

【阪急阪神百貨店】 

[12 月 8 日（水）阪神梅田本店「1 階～9 階建て替えフルオープン」] 

「毎日が幸せになる百貨店」がストアコンセプトの阪神梅田本店。10/8 の「建て替え先行

オープン」に続き、12/8 に新たに 5 つのワールドと 2 つの自主編集売場がスタート。 

[第 48 回「阪神大ワイン祭」― 新しい催事場の杮落とし（12/8～）] 

毎年、年 2 回開催する名物催事「阪神大ワイン祭」。今回、新しい催事場のオープンにあ

わせ、2019 年 10 月から約 2 年ぶりに「阪神大ワイン祭」を開催。 

〇[～想いを伝える幸せ～クリスマスマーケット 2021（12/1～）] 

想いを伝える最高の機会であるクリスマス。クリスマスカードを中心に、ギフトにおすす

めの雑貨やクリスマス飾りなど、心豊かにクリスマスを過ごすアイテムを紹介する。 

【東急百貨店】 

[「東急百貨店本店コンシェルジュによるシニア住宅向けリモート接客サービス」開始] 

シニア住宅の新たな価値となる「上質で楽しいお買物体験」を提供する、コンシェルジュ

によるリモート接客サービス。シニア住宅「グランクレール」より導入を開始。 

【三越伊勢丹】 

〇[三越伊勢丹オンラインストア 迎春ギフト特集（12/1～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでは、年始のご挨拶の手土産やギフトにぴったりのスイーツ

やナッツを豊富にラインナップ。 

[VR アプリ「REV  WORLDS」に＜EXEEE＞のバーチャルショップが出店（12/14～）]  

VRアプリ「REV  WORLDS」の仮想伊勢丹新宿店にお笑い芸人 EXITプロデュースブランド

＜EXEEE（イグジー）＞のバーチャルショップが出店。 

[三越銀座店「銀座三越×ミニオン ハチャメチャショッピング」（12/18～）]  

世界中で愛されるミニオンたちのキュートな商品が銀座三越にやってくる。三越オンライ

ンストアでも 12/18より販売開始。 

〇[2022 三越伊勢丹 新春祭（1/2～）]  

三越伊勢丹では、新しい年を迎えるにあたり、上質・特別なモノ、コトを幅広くご用意。

冬のクリアランスセールは、店頭に先駆け、オンラインストアが 1月 1日にスタート。 

【小田急百貨店】 

[ものづくり展「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」（1/12～）]  

AR技術を活用し、日本の伝統的ものづくり文化の継承に貢献。ARによる郷土玩具と、も

のに宿る神さまのコラボ。伝統工芸の新しい楽しみ方を提案する。 

〇[小田急百貨店「2022 年小田急スペシャル夢袋」応募抽選受付スタート（12/15～）]  

小田急百貨店では、12/15からホームページのほか店頭にて「2022年小田急スペシャル夢 

袋」の応募抽選の受付をスタート。 

[「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ展」（12/26～）]  

新宿店本館 11階において、12/26～１/10、「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミ

ュシャ展～ミュシャとアール・ ヌーヴォーの巨匠たち～」を開催する。 

[オリジナル純金小判「小田急百貨店新宿店本館記念小判」販売（12/1～）]  

12/1から、新宿店本館 5階と町田店 4階の宝飾売場において、新宿店本館の外観をデザ

インしたオリジナルの純金小判「小田急百貨店新宿店本館記念小判」を販売。 

【高島屋】 

〇[2022 年髙島屋大阪店の新春福袋（1/2～）]  

髙島屋大阪店 2022年新春福袋は、楽しい思い出作りのお手伝いをする体験型の企画福袋

をはじめ、豪華金製品の福袋やブランド福袋など多数ご用意する。 

各社の直近の重点施策 



【大丸松坂屋百貨店】 

[「誕生 65 周年記念 ミッフィー展」（12/11～）] 

松坂屋名古屋店では、オランダの絵本作家ディック・ブルーナの手によって生まれたミッ

フィーの誕生 65 周年を記念した展覧会を開催。 

〇[大丸神戸店 初夢袋 2022（応募期間：1/2、1/3）] 

大丸神戸店では、「2022 年をダイナミックに楽しみたい」「地元も応援したい」を叶える、

初夢袋を企画。詳細は 12/26 に、大丸神戸店ホームページにて公開する。 

[第 48 回松坂屋史料室企画展 #松坂屋ヒストリア小話ベストセレクション（11/26～）] 

松坂屋名古屋店では、第 48 回松坂屋史料室企画展として「＃松坂屋ヒストリア小話 ベス

トセレクション」を 2/21 まで開催。 

[第 41 回 日本の職人展（前期 12/1～、後期 12/8～）] 

松坂屋名古屋店では、全国の職人技と感性が光る服飾 雑貨、食器、家具・インテリア用

品などを多彩に紹介する日本の職人展を開催。 

[松坂屋静岡店 2022 年春リニューアルオープン～25 年ぶりの大規模改装実施] 

松坂屋静岡店は、2022 年春に 25 年ぶりの大規模改装を実施。「目的地となる地域共生型

百価店」に生まれ変わる。 

【京王百貨店】 

[第 57 回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会（1/7～）] 

百貨店の物産展としては最大級の規模・売上を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁

と全国うまいもの大会」を、1/7～1/20 の 14 日間開催する。 

〇 [2022 年新春福袋（応募制福袋受付：12/26～）] 

京王百貨店では、新春福袋の販売を昨年に引き続き分散して行う。すでに先行するインタ

ーネット販売に次いで、福袋の目玉・応募制福袋の受付は 12/26 よりスタートする。 

  [「京王百草園 de フォトウエディング 」（12/20～）] 

京王百貨店は、京王電鉄と共同で「京王百草園 de フォトウエディング」の販売を 12/20

から開始。 

〇[初の WEB 開催も。「直前でも買えるおせち」12/25 より受付スタート（12/25～）] 

12/25 から直前おせちの予約受付をスタート。昨年、瞬く間に完売となった「直前でも買

えるおせち」の数量を２倍に増やし、新たにネット予約も受け付ける。 

【松屋】 

[松屋銀座全館でバーコード決済初導入（12/16～14 ブランド利用スタート）] 

12/16より、松屋銀座、松屋浅草ほかにて、国内 7、海外 7ブランド、計 14 ブランドのバ

ーコード決済が利用可能。 

[2022 年春財布プロモーション（1/5～）] 

松屋銀座で 1/5から実施する「春財布プロモーション」では、新作財布の紹介とともに、

財布購入のお客様に「お財布供養」を実施。気持ちを新たに買い替え需要を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

[12月 8日（水）阪神梅田本店「1階～9階建て替えフルオープン」] 

「毎日が幸せになる百貨店」がストアコンセプトの阪神梅田本店。10/8 の「建て替え先行オ

ープン」に続き、12/8に新たに 5 つのワールドと 2つの自主編集売場がスタート。 

5階婦人服フロアが完成するほか、暮らしをテーマにした新しい3つのワールドがオープン。

2022 年春オープン予定の B1「阪神食品館」を残し、「1 階～９階建て替えフルオープン」と

なる。（リリース）  

[第 48回「阪神大ワイン祭」― 新しい催事場の杮落とし（12/8～）] 

毎年、年 2回開催する名物催事「阪神大ワイン祭」。今回、新しい催事場のオープンにあわ

せ、2019年 10月から約 2年ぶりに「阪神大ワイン祭」を開催。 

阪神梅田本店 12 月 8 日～12 月 14 日 新しい催事場のオープンにあわせ、2019 年 10

月から約2年ぶりに「阪神大ワイン祭」を開催。・約６００銘柄のワインをフリーテイスティング!・

阪神大ワイン祭コンシェルジュが常にスタンバイ!  （リリース） 

[～想いを伝える幸せ～クリスマスマーケット 2021（12/1～）] 

想いを伝える最高の機会であるクリスマス。クリスマスカードを中心に、ギフトにおすすめの

雑貨やクリスマス飾りなど、心豊かにクリスマスを過ごすアイテムを紹介する。 

阪急うめだ本店 12月 1日～12月 25日 コロナ禍で会えなかったからこそ特別な想いをプ

ラスすることで、届いてうれしい、飾ってうれしいクリスマスカードを中心に、雑貨やクリスマス

飾りなども揃え、心豊かにクリスマスを過ごす為のアイテムを紹介する。 

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

 

【東急百貨店】 

[「東急百貨店本店コンシェルジュによるシニア住宅向けリモート接客サービス」開始] 

シニア住宅の新たな価値となる「上質で楽しいお買物体験」を提供する、コンシェルジュに

よるリモート接客サービス。シニア住宅「グランクレール」より導入を開始。 

「百貨店ならではの上質な商品を住宅内でも購入したい」という入居者の声に応え、住宅内

の多目的ホールと東急百貨店本店のコンシェルジュサロンをオンラインでつなぎ、コンシェ

ルジュの目利き力を生かした上質な商品を提案する。サービスを通じて更なる楽しく豊かな

暮らしを提供し、シニア住宅の価値向上に貢献することを目指す。（リリース）  

 

【三越伊勢丹】 
〇[三越伊勢丹オンラインストア 迎春ギフト特集（12/1～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでは、年始のご挨拶の手土産やギフトにぴったりのスイーツ

やナッツを豊富にラインナップ。 

2022 年の干支である「寅」のモチーフをはじめとした意匠やパッケージデザインなど、新春

にふさわしい、期間限定販売のおめでたいアイテムを各ブランドからご紹介。新たな一年の

始まりに彩りを添える。（リリース）  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001992.000008372.html 

[VRアプリ「REV  WORLDS」に＜EXEEE＞のバーチャルショップが出店（12/14～）]  

VRアプリ「REV  WORLDS」の仮想伊勢丹新宿店にお笑い芸人EXITプロデュースブ

ランド＜EXEEE（イグジー）＞のバーチャルショップが出店。 

仮想伊勢丹新宿店の 1階に、ウィゴーが展開するお笑いコンビ EXITプロデュースブランド

＜EXIEEE＞のバーチャルショップがオープン。ファッションアイテムからセレクトした約 35

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/c_market/index.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001992.000008372.html


点のアイテムをご紹介。EXIT の 2 人がアバター化して登場し、ブランドキャラクターがデザ

インされたアバターの着せ替えアイテムも展開。VR 上でブランドの世界感を体験いただけ

る。（リリース） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002001.000008372.html  

[三越銀座店「銀座三越×ミニオン ハチャメチャショッピング」（12/18～）]  

世界中で愛されるミニオンたちのキュートな商品が銀座三越にやってくる。三越オンライン

ストアでも 12/18 より販売開始。 

銀座三越限定グッズやコラボレーションアイテム、嬉しいキャンペーンなどバラエティー豊か

なミニオングッズをご紹介。2021年 12月 18日～2022年 1月 5日 （リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001978.000008372.html  

〇[2022三越伊勢丹 新春祭（1/2～）]  

三越伊勢丹では、新しい年を迎えるにあたり、上質・特別なモノ、コトを幅広くご用意。冬

のクリアランスセールは、店頭に先駆け、オンラインストアが 1月 1日にスタート。 

冬のクリアランスセールは、三越伊勢丹オンラインストアが 1 月 1 日にスタート。1 月 2 日の

初売りからは、各店舗同時に大きく開催。EC、店頭ともに、ブランド、商品を豊富に取り揃え

て展開する。【三越伊勢丹オンラインストア】1 月 1 日午前 10 時～、【伊勢丹新宿店、日本

橋三越本店、銀座三越】1月 2日~11日 （リリース）  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001993.000008372.html  

 

【小田急百貨店】 
[ものづくり展「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」（1/12～）]  

AR 技術を活用し、日本の伝統的ものづくり文化の継承に貢献。AR による郷土玩具と、も

のに宿る神さまのコラボ。伝統工芸の新しい楽しみ方を提案する。 

伝統的なものづくり文化継承への貢献や、新たなデジタル技術等を活用したイベント産業の

高度化推進を目的に、経済産業省の委託事業として取り組む。同期間には小田急百貨店

新宿店にて 「日本のものづくり」も開催。伝統的なものづくり文化を盛り上げる。（リリース） 

〇[小田急百貨店「2022年小田急スペシャル夢袋」応募抽選受付スタート（12/15～）]  

小田急百貨店では、12/15 からホームページのほか店頭にて「2022 年小田急スペシャル

夢袋」の応募抽選の受付をスタート。 

お子さまが駅長体験できる恒例の駅長体験企画がより充実した内容にパワーアップ。 新宿

駅だけでなく今年オープンしたロマンスカーミュージアムでの体験ツアー実施のほか、プロ

カメラマンが同行し体験風景を撮影。ご家族で体験をお楽しみいただける。（リリース） 

[「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ展」（12/26～）]  

新宿店本館 11 階において、12/26～１/10、「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ

展～ミュシャとアール・ ヌーヴォーの巨匠たち～」を開催する。 

2018 年の初開催時に 2 万人以上の方が来場、好評を博した注目の展覧会。アール・ヌー

ヴォーの代表的画家として絶大な人気を誇るアルフォンス・ミュシャ。今回は代表作「夢想 

シャンプノア」 をはじめ、新たな展示作品を加えた総勢 500 を超えるミュシャ作品に、同時

代の巨匠たちの作品約 50点も加えた華やかな展覧会。 （リリース） 

[オリジナル純金小判「小田急百貨店新宿店本館記念小判」販売（12/1～）]  

12/1 から、新宿店本館 5 階と町田店 4 階の宝飾売場において、新宿店本館の外観をデザ

インしたオリジナルの純金小判「小田急百貨店新宿店本館記念小判」を販売。 

小田急百貨店は、新宿駅西口地区開発計画の進捗に伴い、2022 年 9 月末で新宿店本館

での営業を終了。以降、新宿店は新宿西口ハルクでの営業となる。これまでのご愛顧に感

謝を込めて、皆さまのお手元に記憶として残していただけるよう、新宿店本館の外観をデザ

インした純金小判を製作した。 （リリース） 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002001.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001978.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001993.000008372.html


【髙島屋】 
〇[2022年髙島屋大阪店の新春福袋（1/2～）]  

髙島屋大阪店 2022 年新春福袋は、楽しい思い出作りのお手伝いをする体験型の企画福

袋をはじめ、豪華金製品の福袋やブランド福袋など多数ご用意する。 

＜髙島屋大阪店＞×＜帝国ホテル 大阪＞共同企画 ウェディングフォト＆豪華ホテル宿

泊セット福袋、プロ棋士と対局できる福袋、マイ包丁製作体験福袋、快眠応援＜フランスベ

ッド福袋など。オンライン販売や、年内販売などで販売期間を分散させるなど、お客様に安

心・安全にお買い物をお楽しみいただけるよう取り組む。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[「誕生 65周年記念 ミッフィー展」（12/11～）] 

松坂屋名古屋店では、オランダの絵本作家ディック・ブルーナの手によって生まれたミッフ

ィーの誕生 65周年を記念した展覧会を開催。 

６５周年をお祝いする本展のテーマは“ with”。ミッフィーとまわりのみんなが紡ぐ物語を、

貴重な直筆原画やスケッチ、創作メモなど、300 点以上で紹介する。日本の絵本作家や児

童文学者と親交を温め、日本の絵本文化にも大きな影響を与えたブルーナさんの思い出と

創作の魅力を、日本とのかかわりからも紐解く。（リリース） 

〇[大丸神戸店 初夢袋 2022（応募期間：1/2、1/3）] 

大丸神戸店では、「2022 年をダイナミックに楽しみたい」「地元も応援したい」を叶える、初

夢袋を企画。詳細は 12/26に、大丸神戸店ホームページにて公開する。 

新しい生活様式の中でもダイナミックに楽しんでいただける「SKY＆OCEAN スペシャルク

ルーズ福袋」と、地元兵庫・神戸の魅力をテーマにした「Hyogo&Kobe 地元大好き福袋」

の２本立てでご用意した。（リリース） 

[第 48回松坂屋史料室企画展 #松坂屋ヒストリア小話ベストセレクション（11/26～）] 

松坂屋名古屋店では、第 48回松坂屋史料室企画展として「＃松坂屋ヒストリア小話 ベスト

セレクション」を 2/21 まで開催。 

「＃松坂屋ヒストリア小話」は、知らない裏話の数々を広く一般の方々にも知っていただこうと、 

2018年３月から松坂屋名古屋店の公式ＳＮＳで配信を行っている、ネット上の松坂屋ヒストリ

ー逸話集。本展では、配信された中から閲覧回数が多かった小話や、史料館担当者お薦

めの裏話などをご紹介。小話に関連する貴重な実物の資料の展示も行う。（リリース） 

[第 41 回 日本の職人展（前期 12/1～、後期 12/8～）] 

松坂屋名古屋店では、全国の職人技と感性が光る服飾 雑貨、食器、家具・インテリア用品

などを多彩に紹介する日本の職人展を開催。 

通期でのべ 83 店舗が出展し、その半数以上の店舗で職人さんによる実演販売を行う。迎

春のしつらえ品として、干支の置物やおせち料理が映えるお重箱など、新年を迎えるのにふ

さわしいアイテムや、金仏壇や北陸を代表する輪島塗などを紹介。（リリース） 

[松坂屋静岡店 2022年春リニューアルオープン～25 年ぶりの大規模改装実施] 

松坂屋静岡店は、2022 年春に 25 年ぶりの大規模改装を実施し、「目的地となる地域共

生型百価店」に生まれ変わる。 

リニューアルコンセプトは、「変わらないために、変わり続ける」。体験や滞在すること自体に

価値を感じていただける空間作りや、上質かつこだわりに応えるモノ・コトの充実を実現し、

静岡駅前での新しい時間の過ごし方を提案する。単にモノを売るだけではなく、多様な価値

を創出し、施設そのものが外出の目的地となる、静岡駅前の核施設を目指す。（リリース） 

 
 

 



【京王百貨店】 
[第 57回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会（1/7～）] 

百貨店の物産展としては最大級の規模・売上を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅

弁と全国うまいもの大会」を、1/7～1/20の 14日間開催する。 

旅の楽しみの一つといえる「駅弁」。今大会は、国内旅行が気軽にできるようになる未来へ 

の期待と困難に打ち勝ち力強く前進する気持ちを込め、「いざ、駅弁！！」をテーマに 、旅

行需要の減少が続く 駅弁業界を盛り上げる一助となる大会を目指す。（リリース） 

〇 [2022年新春福袋（応募制福袋受付：12/26～）] 

京王百貨店では、新春福袋の販売を昨年に引き続き分散して行う。すでに先行するイン

ターネット販売に次いで、福袋の目玉・応募制福袋の受付は 12/26 よりスタートする。 

昨年人気を集めた食品福袋は一部を先行販売・年内お渡しとして「豪華な年末年始グルメ」

をご提案。1 月 2 日の初売りで販売する店頭福袋もご用意するほか、密になりがちな食品フ

ロアの人気スイーツ福袋は 7階大催場にて販売する。（リリース） 

 [「京王百草園 de フォトウエディング 」（12/20～）] 

京王百貨店は、京王電鉄と共同で「京王百草園 de フォトウエディング」の販売を 12/20

から開始。 

コロナ禍を機に、新しい結婚式のスタイルとしてフォトウエディングへの注目が高まっている。

「SNS に写真をアップしたい」「世界観のある写真を残したい」というニーズに応えるため、京

王線沿線でのロケーションフォトプランを実施中。第 2弾として、四季折々の草花を楽しむ多

彩なロケーションのなかでフォトウエディングが叶うプランを用意した。（リリース） 

〇[初のWEB開催も。「直前でも買えるおせち」12/25 より受付スタート（12/25～）] 

12/25 から直前おせちの予約受付をスタート。昨年、瞬く間に完売となった「直前でも買え

るおせち」の数量を２倍に増やし、新たにネット予約も受け付ける。 

大晦日に販売する「直前でも買えるおせち」は、昨年に引き続き 7 階大催場と食品フロアに

て、約 15 種類を販売する。昨年の当日販売分は午前中で完売となったため、今年は準備

数量を 2 倍に増やし、9時 30分よりスタートする。（リリース） 

 

【松屋】 
[松屋銀座全館でバーコード決済初導入（12/16～14ブランド利用スタート）] 

12/16 より、松屋銀座、松屋浅草ほかにて、国内 7、海外 7ブランド、計 14 ブランドのバー

コード決済が利用可能。 

松屋銀座では国内ブランドのバーコード決済は初導入。食品や化粧品からインターナショ

ナルブティックや宝飾・時計等でも利用が可能になり、お客様の利便性を高めることで年末

年始商戦の売上拡大を狙う。[利用開始店舗：松屋銀座、松屋浅草、プチプチ マルシェ 

（銀座インズ内）]（リリース） 

[2022年春財布プロモーション（1/5～）] 

松屋銀座で 1/5 から実施する「春財布プロモーション」では、新作財布の紹介とともに、財

布購入のお客様に「お財布供養」を実施。気持ちを新たに買い替え需要を促す。 

吉日である「天赦日」と「一粒万倍日」は、財布の売上が年々増加傾向にあり、財布商戦にと

って見逃せないラッキーデー。松屋銀座 3階、5階で 1月 5日～2月１日に実施する「春財

布プロモーション」は、新作財布の紹介とともに、目黒の五百羅漢寺協力のもと、財布購入

のお客様に先着で「お財布供養」を実施。金運お守りをプレゼントする。（リリース） 

 
                                       以上 
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１２月８日（水）阪神梅田本店 

「１階～９階 建て替えフルオープン」 
 

※地下 1階「阪神食品館」はただいま工事をしながら営業中。２０２２年春完成予定です。 

 
「毎日が幸せになる百貨店」がストアコンセプトの阪神梅田本店。１０月８日（金）の「建て替え先行 

オープン」に続き、１２月８日（水）に新たに５つのワールドと２つの自主編集売場がスタートします。5階婦人

服フロアが完成するほか、暮らしをテーマにした新しい３つのワールドがオープン。２０２２年春オープン予定

のＢ１「阪神食品館」を残し、「1階～９階 建て替えフルオープン」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報部 

080-9942-6094/ 06-6345-1823 

 

 

８階アート＆カルチャーワールド 

７階インテリアデコワールド 

５階アーバンファッションワールド 

★ 

☆ 

新ワールド 

１０月建て替え

先行オープン 

新自主編集売場 

新ショップ・ブランド 
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美しく健康に年を重ねたい女性たちへ。 

 ５階 アーバンファッションワールド・ ・    

オンもオフも自分らしく過ごしたい大人の女性に向けたスタイルを提案するワールド。 

 

■365日肌に触れる唯一のアイテム、ショーツにこだわった 

『ランジェリーマルシェ』内｢ショーツセレクト｣ 
 リピ買い必至のお気に入りショーツをお好み別に提案。まるでマ
ルシェでお買物をしている気分になれる環境でお出迎え。学びや

体験を提供する｢サロン｣も併設。 
 

 

 

■オープン企画 阪神梅田本店×素敵なあの人『素敵なあの人の大人服』展 
◎１２月３日（金）→１４日（火）   

◎５階 イベントテラス 

雑誌「素敵なあの人」のファッションページに登場する人気のブランドが期間限定で

登場。この冬、「素敵なあの人」が提案する「これからの大人の装い」を特集します。 

１２月４日（土）には編集長の神下敬子さんとスタイリスト飯田聡子さんによる「大人のコー

ディネート講座」を開催します。 

 

 

■充実した日々を過ごすヒントに溢れたＮＥＷブランドも続々オープン 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

■「自分らしく美しく」をテーマに発信するインスタグラム「MY OWN DAYS」 
自分らしく美しく、マイワークライフバランスが確立した大人女性をめざす３人のナビゲーターが、とっておきのお

すすめ情報を発信していきます。 

 

 

 

 

「オブスタイルオオサカ」 

ニューノーマルなライフスタ

イルにあわせた、エフォート

レスでエレガントシックなス

タイリングをご提案。 

 

 

 

 

「スイートルームバイ  

プライベート・スプーンズ・

クラブ」 

“心地の良い朝を迎え

る”をコンセプトに上質

なアイテムを提案する

話題のライフスタイルブ

ランドの新業態。 

 

 

 

 

｢ザボディショップ｣ 

エシカルかつサスティナ

ブルな方法で製造され

た高品質でナチュラルな

スキンケア、ボディケア、

ヘアケア、メイクアップ製

品を提供するイギリス発

の化粧品ブランド。 

｢イッツ マイシング｣ 

Enrich your life をコンセプト

にナチュラル、オーガニッ

ク、サスティナブルといった

生活を豊かにしてくれる商

品を世界中から直輸入＆販

売するセレクトショップ。 

福原 西尾 原 
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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。 

 ７階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自主編集売場『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。 

さらに壁紙・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」

も関西初登場。女性が気軽に楽しめるＤＩＹ体験のワークショップも人気を集めそうです。 

 

■出会い、見つける楽しさがある自主編集売場『デコデコリビング』 
 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、お部屋のアクセントにおすすめの古道具や、
動物や植物モチーフのフラワーベース、オブジェなど、トライしやすいウォールデコアイテムをご用意。 

また表情豊かなリメイクウエアや、気軽にはじめやすいインテリアグリーンも豊富に取り揃えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■話題のお店が期間限定で登場。『イベントテラス』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■DIYをもっと気軽に。関西初出店『デコール・インテリア・トーキョー』 
 「豊かな住まいを楽しもう。ファッションのように住まいのものを選ぼう。」をテーマに 

壁紙、ペイントやタイルなど、自分らしいお部屋づくりができるアイテムが盛りだくさん。 

楽しみながらDIY体験ができるワークショップもぜひ、チェック。 
 

 

 

「スローハンドデパートメント」 
時を経てもなお惹かれる古道具。小物

から家具まで揃う、広島発の古道具店

が常設展開 

｢YARNNAKARN（ヤナカーン）｣ 
少し懐かしい雰囲気が魅力のブランド

が、百貨店初登場。 

身長わずか 21cmのセラミックのうさぎ

のウォールデコがイチオシ。 

インテリアデコ ナビゲーター木村 

@navigator_ykimura 

インテリアデコの楽しさや、見つけ出す

楽しさを初心者目線でお届け。大好き

なキャンドルへの思いもご紹介しなが

ら、おうち時間をナビゲートします。 

 

 

 

「Life with Décor－暮らしに 

デコールを取り入れよう－」 

◎１２月３日（金）→1月11日（火） 

売場の壁面にペイントしているメ

ッセージをテーマに。国内外の

古きよき道具や小物をご紹介。ふ

たりのスタイリスト横矢秀実さん、

岩端里恵さんがインテリアデコー

ルの楽しみ方をご紹介します。 

大阪「つむぎ商會」POPUP 
◎１２月３日（金）→１月４日（火） 

オーナーが選び抜いたこだ 

わりの古道具をラインアップ。 

オーナー自らが手掛けるディ 

スプレイも見どころです。 
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 ７階無印良品 ・             

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。 

 

 

 

暮らしの中で使える「好き！」に出会う。 

 ８階アート＆カルチャーワールド ・     

日常を飾るアートや趣味のこっとうなど、新しい発見にあふれるワールド。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」が誕生します。 

 

■１２月のおもな予定 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ナビゲーターが企画するイベントも目白押し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Rebirth（再生）」 

◎１２月８日（水）→１４日（火） 

※最終日は午後５時まで 

今を駆ける作家 silsil（シルシル）・紅村

窯 林 侑子・天野入華による作品展。彼

女らの手から生まれるアート作品をはじ

め、オリジナリティあふれるアートグッズ

も。 

◎silsil ライブアートパフォーマンス 

１２月８日（水）午後２時、午後６時 

１２月１１日（土）午前１１時、午後３時 

各回約３０分 

 

 

 

 

「Kica」 pop up shop 

◎１２月８日（水）→１４日（火） 

※最終日は午後５時まで 

西宮・苦楽園にある「古道具と喫茶とごはん Kica

（キカ）｣が阪神梅田本店に初登場。ヨーロッパや

ニッポンの片田舎から連れて帰った品々でつくる

｢Kica｣の空間をお楽しみください。 

 

 

 

 

アート&カルチャー  

ナビゲーター とみなが 

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。ハロ

ーカルチャーで開催するイベントに

もご注目ください。 

 

 

 

 

「THE POWERS 村上裕二展」 

◎１２月１５日（水）→２１日（火） 
※最終日は午後５時まで 

若くして日本美術院賞、大観賞を２回

受賞するなど才能を認められながらも、

2008 年突如活動を停止。周囲との交

信を絶ち山門で修行。再び絵筆を握っ

て少年の頃より愛し続けるヒーローをモ

チーフに創作を再開。今回は「ゴジラは

立派な日本のカルチャーだ」と唱える

『ゴジラの世界』も特別出品します。 
  
  

～ワインのたのしみ方・アートの

楽しみ方～ 
ＡＲＴ ＢＡＲ×ＥＮＯＴＥＣＡ 

◎１２月８日（水）→１４日（火） 
※最終日は午後５時まで 

８階催事場「大ワイン祭」との連動

企画。３人の若手女性作家たち

が、ワイン専門店「エノテカ」厳選

のワインを楽しみながら、クリスマ

スとお正月をテーマにした、水彩

画を描くワークショップを開催  
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ユニークな着眼点にご注目ください。 

 ２つの新しい自主編集売場がオープン ・   

■一生大切にしたくなるモノと出会える。３階シューズ・バッグワールド内『en to en』 
 使うほどに愛着が深まる靴やバッグ、編み方、素材の違いで変わる表情豊富なカゴバッグとの出会い。そ
の作り手の思いに触れ、“好きがもっと好き”になるワークイベントや、お気に入りに愛情を注ぐ「お育て 

会」を開催。ご縁が円(輪)となる様ざまな出会いをお届けします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

○ひと足お先に１２月３日（金）、３階シューズ・バッグワールドに、新しいブランドショップもオープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナビゲーター閑念 

ワークショップが好きで少しで

もたくさんの方と繋がりを共有

していければ嬉しいです。 

「マザーハウス」 

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、その国の素材や職人の技

術を活かしたバッグやジュエリー、アパレル、

フードなどが揃います。注目は回収リメイクを

通して、新たな価値として生まれ変える

「RINNE」シリーズ。また人気の「イロドリチョコ

レート」からは阪神先行販売となる 春花＜大

阪限定ミックスフルーツ＞」が登場。 

「ビルケンシュトック」 

デザイン・機能双方で人気のビルケンシ

ュトックがリニューアルオープン。今リニュ

ーアルでは靴やサンダルのちょっとした

お手入れについてお気軽にご相談いた

だけるマイスターがお客様をお迎えするミ

ニカウンターが登場。 

「ポーランドの手仕事」by slowart 
◎１２月１５日（水）→２８日（火） 
※最終日は午後５時まで 

ヨーロッパの中でも、独特な文化や歴史を

持ち、中世の面影を残すポーランド。古いも

のを大切にし、独自の手仕事が育まれてき

たポーランドのかわいい暮らし方を紹介。ヤ

マノフ織りを体験できるワークショップも開催

予定。  
  
  
  

「楽装くぼ田」国産山葡萄 
六つ目花入り籠バッグ 

（持ち手部分除く高さ１８cm・ 

横３１cm・奥行き１６cm） 
東北産の状態の良い天然の山葡萄で

編んだ籠バッグ。使い込むほどに光

沢のある飴色に変化し、経年変化を

楽しめる、まさに一生もの。カジュアル

から和装まで幅広い装いにマッチ。  
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■家族みんなのスタイルをセレクト。６階『グリーンデイズ』 
 都会の街並みや身近な公園で、センス良く休日を楽しむファミリーに向けた新編集売場。アクティブで 

機能性の高いアウトドアファッションや、素材や現代的なシルエットにこだわった心地良いファッション 

など家族ぐるみで楽しめるウエアや雑貨を集めました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で大好きな海外旅行にいけない女性たちへ 

 Ｂ１のスナックパークにも新店「アジワン」が登場  ・             

 

 

ファミリーライフスタイル 

ナビゲーター 井上 

“身軽”に楽しめる休日の過ご

し方や、“身近”に家族と幸せを

感じる『休日ライフスタイル』を

提案します。 

＜展開ブランド＞ 

「マーカウェア」「マスター＆コー」

「マニュアルアルファベット」 

「マノン」「エイチユニット」 

「ノービット」「キャルオーライン」 

「レミレリーフ」など 

「アトリエＭ/Ａ  

コースターワークショップ」 

◎１２月１１日（土）・１２日（日） 

各日午前１１時～、午後３時～ 

各回約９０分 定員：各回６名様 

参加費（材料費込み）2,200円 

◎6階 パークイベントスペース 

 

ハギレや糸やレジの袋、紙や植物な

ど色々な材料を使って作る世界にひ

とつだけのオリジナルコースターづく

り。小さいお子さんでも大人の方の付

き添いでお作りいただけます。 

初登場の「アジワン」（＝アジアＮＯ．１）は、コロナ禍で

我慢を強いられている方にアジア各国の料理を手軽

に味わってほしいという思いからスタート。日本１号店

が１２月１日（水）にオープンします。 

排骨飯、魯肉飯、海南鶏飯、プルコギなどアジアの名

物ご飯を５００円～７００円のお手ごろ価格でご提供し

ます。 

 

「アジワン」タコライス５００円 

 

 

台湾風 

５８０円 
タイ風 

６５０円 
韓国風 

６８０円 

マレーシア風 

６８０円 



 

１階～９階 建て替えフルオープン！地上階完成 

第４８回「阪神大ワイン祭」 
８階 催事場：１２月８日（水）→１４日（火） ＜最終日は午後５時まで＞ 

阪神オンラインショッピング承り期間：１２月８日（水）→１９日（日） 

毎年、年２回開催する名物催事「阪神大ワイン祭」。コロナ禍の昨年１０月と今年５月の２回は、や

むなく「オンラインワイン祭」を行いました。今回、新しい催事場のオープンにあわせ、２０１９年１０月

から約２年ぶりに「阪神大ワイン祭」を開催いたします。 

まだまだ大勢が集まることができない with コロナ時代。会場からおすすめ商品を紹介するインス

タライブ、４つのワインキャラクターによる「推しワインＮＯ．１決定戦」など、オンラインだからこそ楽し

める新しい企画にも取り組んでいます。 
 

 約６００銘柄のワインを フリーテイスティング！ 
約６００銘柄から、気になるワインをフリーテイスティングでき、その場で買える試飲会が、感染

対策を施して復活します。国や地域、味わい、シーンをテーマにした３１のブースでバラエティ

豊かなワインをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 阪神大ワイン祭コンシェルジュが常にスタンバイ！ 
今回の「大ワイン祭」のサブタイトルは、“つなぐ 人 ワイン”。豊富

な知識を持ったソムリエや、お料理とのマリアージュなどをわかりや

すくお客さまにご提案するワインのプロが常駐。ワイン選びのお手

伝いだけでなく、お客様とのワイントークで会場を盛り上げます。 

 

 

阪神梅田本店 TOPICS 

 

 

広報部 

080-9942-6094/06-6345-1823 

 

2021/12/06 

試飲ブースには飛沫シートを設置 
 

・ブースごとに、販売員とお客さまの間、お客さまとお客さまの間に

飛沫シートを設置。 

・販売スタッフは、トレーにのせた試飲カップにワインを注ぎ、トレー

のままお客さまにお渡しし、直接触れないようにします。 

 

新しい催事場

の杮落とし 



 

 
報道関係資料 

2021年 12月 7日 

株式会社東急百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

東急百貨店（以下、当社）は、シニア住宅にお住まいの方々に新たなお買い物

体験を提供する「東急百貨店 本店 コンシェルジュによるシニア住宅向けリモート

接客サービス」（以下、当サービス）を、2021 年 12 月より株式会社東急イーライフ

デザインが運営するシニア住宅「グランクレール」を皮切りに開始します。 

 

当サービスは、「百貨店ならではの上質な商品を住宅内でも購入したい」「気軽

に買い物の楽しさを味わいたい」という入居者の声に応え、住宅内の多目的ホー

ルと東急百貨店 本店のコンシェルジュサロンをオンラインでつなぎ、コンシェルジ

ュの目利き力を生かした上質な商品を提案するものです。 

事前のヒアリングを踏まえ、入居者のライフスタイルやトレンド、季節感を加味

し、コンシェルジュが本店内から商品をセレクトし、使い方や着こなし方などを丁寧

に説明します。個別の接客ではなく複数の方の参加が可能なため、入居者はイベ

ントとして気軽に参加することが可能です。 

 

当社は、当サービスを通じて更なる楽しく豊かな暮らしを提供し、シニア住宅の価値向上に貢献することを目指

します。 

 

■「東急百貨店 本店 コンシェルジュによるシニア住宅向けリモート接客サービス」の特徴 

 住宅内の多目的ホールと東急百貨店本店のコンシェルジュサロンをオンラインでつなぐリモート接客 

 事前のヒアリングを踏まえ、入居者のライフスタイルやトレンド、季節感を加味しコンシェルジュが本店

内からセレクトした商品を提案 

 コンシェルジュが使い方や着こなし方などを丁寧に説明 

 複数の入居者が参加可能 

 要望に合わせて個別のリモート接客にも対応 

 臨場感のある大型ディスプレイ(55インチ)※を使用 

※ “あたかも同じ空間にいるような”自然なコミュニケーションを可能とするソニーのテレプレゼンス 

システム「窓」を試験導入 

 

今後もデジタル技術を活用しさまざまなライフスタイルに合わせてお買い物方法の多様化を図り、お客さまの

利便性向上を図ります。 

 

【グランクレールにおける実施内容】 

■タイトル：「東急百貨店 本店 コンシェルジュによるオンラインお買い物体験会」 

■日時：12月 9日（木） 14 時～ 16 時 15 分 

■会場：グランクレール 世田谷中町 シニアレジデンス 

■紹介商品（予定）：屋内での装いを華やかにする羽織もの、お部屋で楽しめるワインや惣菜 

 

 

～シニア住宅の新たな価値となる「上質で楽しいお買い物体験」を提供～ 

「東急百貨店 本店 コンシェルジュによるシニア住宅向けリモート接客サービス」を開始 

株式会社東急イーライフデザインが運営するシニア住宅「グランクレール」より導入開始 



 

 
【グランクレールについて】 

グランクレールは、心地よい上質な暮らしと日々の健康をサポートし、これからの人生を安心して暮らしていただく

シニアのための住まいです。東急沿線を中心に、自立での生活を提供する「シニア住宅」と介護や見守りが必要

な方の「介護住宅」全１６住宅を展開、「私らしさをいつまでも」をステートメントに、株式会社東急イーライフデザイ

ンが運営しております。    

グランクレール：https://www.grancreer.com/  

ホームクレール：https://www.homecreer.com/  

 

 

【「グランクレール 世田谷中町」について】 

約 5千坪の敷地にシニア住宅 176戸、介護住宅 75戸。地域多世代

交流を目的としたコミュニティサロン「ホームクレール世田谷中町」を

設置、趣味や学び等の楽しみを提供しています。 

 

 

 

 

【ソニーのテレプレゼンス システム「窓」について】 

ソニーのテレプレゼンス システム「窓」は映像・音声・インタラクション技術を凝縮した高品質で等身大（55 インチ）

の大型縦型ディスプレイのデバイスで、つなぎたい場所にそれぞれ設置することで 2 か所にいる方がまるで窓越

しに会っているような臨場感のある遠隔コミュニケーションを実現します。 

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/activities/mado-project/ 

 

 

 

グランクレール世田谷中町のロビー 

https://www.grancreer.com/
https://www.homecreer.com/
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/activities/mado-project/
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三越伊勢丹が提供する「REV WORLDS （レヴ ワールズ）」12⽉14⽇（⽕）より、お
笑い芸⼈EXITプロデュースブランド＜EXEEE（イグジー）＞初バーチャルショップが
仮想伊勢丹新宿店にオープン

お買い物だけでなく、アバターとなったEXITに会える空間を楽しめる

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

 24時間どこからでも、新宿東⼝の街の⼀部エリアや伊勢丹新宿店を再現した仮想都市にアクセスが可能な、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）」。  

 12⽉14⽇（⽕）より、仮想伊勢丹新宿店の1階に、株式会社ウィゴーが展開するお笑いコンビEXIT(吉本興業所属）プ

ロデュースブランド＜EXIEEE（イグジー）＞初のバーチャルショップがオープン。今季登場しているトップスとボトムス

のファッションアイテムからセレクトした約35点のアイテムをご紹介。また、EXITの2⼈がアバター化して登場し、ブラ

ンドキャラクターがデザインされたアバターの着せ替えアイテムも展開し、VR上でブランドの世界感を体験いただけま

す。

 伊勢丹新宿店にはない体験を拡充し、さらなる顧客体験の向上につながるサービスの提供を⾏ってまいります。

VR上だからこそ、楽しめる世界感。EXITプロデュースブランド「EXIEEE」バーチャルショップが登場

2021年12⽉9⽇ 12時00分

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ
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■バーチャル会期︓2021年12⽉14⽇（⽕）〜 

■場所︓仮想伊勢丹新宿店 1階  

■商品数︓約35点 

・吉本興業所属のお笑い芸⼈EXIT（りんたろー。・兼近⼤樹）がプロデュースするブランド＜EXIEEE（イグジ

ー）＞の初めてのバーチャルショップが登場。

・ブランドから厳選されたおすすめアイテムが3D化されて⾒られるだけでなく、REV WORLDSだけで体験できる

限定アバターや着せ替えアイテムを堪能できる。

バーチャルショップ「EXIEEE（イグジー）」コンテンツ詳細は、下記の通り。 

 

①ここでしか⾒られないEXITの2⼈がアバターで登場し、ショップ内でお客さまをお出迎え

・＜EXIEEE＞をプロデュースしているEXITの2

⼈が、アバターとなりバーチャルショップ内で

ユーザー（お客さま）をお出迎え。

・アバターとなったEXITを⾒られるのは、REV

WORLDSのみ。 

・デジタルフォトスポットとして、友⼈やご家

族と集まって、画⾯を保存する楽しみも。

 



②アバターでも＜EXIEEE＞を。ブランドキャラクターのオリジナル着せ替えアイテムが、来店したユーザ

ーのみもらえる

■アイテム︓トップス、ボトムス

■商品数︓10点(男性5点、⼥性5点） 

・実際の＜EXIEEE＞の商品がアバターの着せ替えアイテ

ムになって登場。さらにブランドのキャラクターのプリ

ントデザインを使⽤したREV WORLDS限定のオリジナル

デザインの着せ替えアイテムももらえる。

・ショップへご来店いただいたユーザー（お客さま）へ

のノベルティとして配布。

・VR上でも＜EXIEEE＞のアイテムをお楽しみいただけ

る。

 

③3D化された商品を⾒て、実際に店頭にいるかのようにお買い物をお楽しみいただける



バーチャルショップ「EXIEEE」

■商品アイテム︓トップス、ボトムス

■商品数︓約35点 

・お笑いコンビEXIT（りんたろー。・兼近⼤樹）がプロデュースするブランド＜EXIEEE（イグジー）＞のバーチ

ャルストアがオープン。

・今季アイテムの中から、トップス・ボトムスのおすすめ商品約35点を展⽰。気になったアイテムはそのまま＜E

XIEEE＞オンラインストアへ遷移して購⼊も可能。 

■展開商品⼀例

＜EXIEEE＞ロゴプリントパーカー 

5,500円 

シンプルなフォントのロゴパーカー。レッドとブ

ラックには⽩いロゴ、グレーには⾚いロゴがポイ

ント。

 

EXITプロフィール

 

りんたろー。（左）と兼近⼤樹（右）で結成された吉本興業所属のお笑いコンビEXIT。 

『ネオ渋⾕系漫才』と称され、パリピ⼝調のチャラ男キャラの漫才が特徴。

よしもと芸⼈史上最速での単独ライブやツアーの開催など、芸⼈としての実⼒、⼈気共に、ティーンを中⼼に幅広



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

く⽀持されている。

 

＜EXIEEE（イグジー）＞ブランド概要

株式会社ウィゴーが展開するお笑いコンビEXITがプロデュースしているファッションブランド。 

EXITならではのキーワードやメッセージが随所に施された、グラフィカルでPOPな柄やシルエットにこだわったア

イテムを展開。ルールにとらわれないコーディネートで、思いきり楽しんでいただけるブランド。⽼若男⼥問わ

ず、⾝に着けるだけでテンションがあがるアンチエイジングブランドとして発信をしている。

https://wegoec.jp/shop/brand/exieee 

 

REV WORLDS ダウンロード⽅法

■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できます。

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。

■SNSに関して 

Twitter : https://twitter.com/REV_WORLDS 

Instagram: https://www.instagram.com/rev_worlds 

※価格は税込価格です。

 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

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

※内容はプレスリリースにより異なります。
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https://wegoec.jp/shop/brand/exieee
https://www.rev-worlds.com/
https://twitter.com/REV_WORLDS
https://www.instagram.com/rev_worlds


世界中で愛されるミニオンたちのキュートな商品が銀座三越にやってくる︕ 銀座三越
× MINIONS ミニオン ハチャメチャショッピング   

三越伊勢丹オンラインストアでも12⽉18⽇(⼟)10時より販売開始します。 
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/minions_sp

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

■2021年12⽉18⽇(⼟)〜2022年1⽉5⽇(⽔) ※最終⽇午後6 時終了 

■銀座三越 新館7 階 催物会場

限定グッズやコラボレーションアイテム、嬉しいキャンペーンなどバラエティー豊かなミニオングッズが⼤集合︕

賑やかで愉快なミニオンたちの商品をお楽しみください︕

 

ピックアップアイテム 〜いつでもどこでも、暮らしの側にかわいいミニオングッズを︕〜

2021年12⽉8⽇ 10時00分

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/minions_sp
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%B8%AD%E3%81%A7%E6%84%9B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AA%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%8C%E9%8A%80%E5%BA%A7%E4%B8%89%E8%B6%8A%E3%81%AB%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%80%80%E9%8A%80%E5%BA%A7%E4%B8%89%E8%B6%8A%20%C3%97%20MINIONS%20%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%20%E3%83%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0%20%20%20%20%20%E3%80%80%E3%80%80&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001978.000008372.html&via=PRTIMES_JP
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ミニオンといつも⼀緒︕

[三越伊勢丹限定]アクリルキーホルダー各種…528円（約W5.5×H7cm）■店頭のみのお取り扱い 

 

⼩物⼊れにぴったり︕

[三越伊勢丹限定]⼱着…660円（約W18×H20cm）■店頭のみのお取り扱い 

 



⾃分⽤にもプレゼントにもおすすめ。

[三越伊勢丹限定]ハンカチタオル各種…880円 （約W20×H20cm）■店頭のみのお取り扱い 

 

ミニオンとランチタイム︕

[三越伊勢丹限定]ランチトートバッグ…1,980円（約W30×H20×D11cm） 

■店頭とオンラインストアでのお取り扱い

 



スマートフォンの可愛い味⽅。

[三越伊勢丹限定]モバイルバッテリー各種…4,950円（約W128×H68×D9mm） 

■店頭とオンラインストアでのお取り扱い

 

可愛いのにたっぷり収納︕

[三越伊勢丹限定]a. 帆布マチ付ポーチ…1,100円（約W18×H12×D5cm） 

b. 限定フラットポーチ…1,100円（約W21×H15cm） 



■店頭とオンラインストアでのお取り扱い

 

ミニオンとお出かけしよう︕

[三越伊勢丹限定]トートバッグ…2,200円（約W35×H39×D5cm） 

■店頭とオンラインストアでのお取り扱い

 



通勤や通学、旅⾏にも⼀緒に。

[三越伊勢丹限定]パスケース各種…2,090円（約W10.3×H7cm）■店頭とオンラインストアでのお取り扱い 

 

サッと⾝だしなみチェック︕

[三越伊勢丹限定]ミラー各種…2,420円（約W7.6×H11.5cm）■店頭とオンラインストアでのお取り扱い 

 



キュートなのに機能的︕

[先⾏販売]ハンカチタオル各種…880円（約W20×H20cm）■店頭のみのお取り扱い 

 

旅⾏にもデイリーにも⼤活躍︕

[先⾏販売]フラットポーチ各種…1,100円（約W21×H15cm）■店頭のみのお取り扱い 

 

銀座三越オリジナルノベルティをプレゼント︕

■プレゼントお渡し場所︓新館7階 催物会場 お会計カウンター 

[銀座三越オリジナルブックマーカー]

 



期間中、銀座三越 × MINIONS ミニオン ハチャメチャショッピング会場にて1会計につき税込2,200 円以上お買

いあげの各期間先着210名さまに「銀座三越オリジナルブックマーカー」を1点プレゼント。 

※各種なくなり次第終了となります。

※デザインは変更となる場合がございます。

※当⽇のお買いあげが対象となります。

[銀座三越オリジナルサーモマグカップ]

期間中、銀座三越 × MINIONS ミニオン ハチャメチャショッピング会場にて１会計につき税込11,000 円以上お

買いあげ先着300名さまに「銀座三越オリジナルサーモマグカップ（約Φ78×H86mm）」をプレゼント。 



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
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

※なくなり次第終了となります。

※デザインは変更となる場合がございます。

※当⽇のお買いあげが対象となります。

銀座三越 × MINIONS ミニオン ハチャメチャショッピング 開催概要 

■店頭販売︓銀座三越 新館7階 催物会場 2021年12⽉18⽇(⼟)〜2022年1⽉5⽇(⽔) 

※新館7階催物会場 最終⽇は午後6時まで 

■三越伊勢丹オンラインストア販売期間︓12⽉18⽇(⼟)午前10時〜 

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

・商品により販売時期、お届け時期が異なります。

※本イベントの内容は諸般の事情により予告なく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。

※必ず事前に銀座三越ホームページをご確認いただき、ご来店ください。

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

予めご了承くださいませ。

※価格はすべて税込です。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※本催事での取り扱い商品はUniversal Studios Licensing LCC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLCC)と

の商品化契約に基づき企画・制作した商品です。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

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

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  世界中で愛されるミニオンたちのキュートな商品が銀座三越にやってくる︕ 銀

座三越 × MINIONS ミニオン ハチャメチャショッピング   

商品サービス

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア EC・通販

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=1978&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000001978.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/minions_sp
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/release_type_id/01
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/003/lv2/10/
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/003/lv2/11/
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https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/fukubukuro_sp




https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/newyear_50




    

2021 年 12 月 16 日 

 

新宿の地で AR技術を活用し、日本の伝統的ものづくり文化の継承に貢献！ 

1 月 12 日からものづくり展「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」を開催 

～ARによる郷土玩具とものに宿る神さまのコラボ！伝統工芸の新しい楽しみ方を提案～ 
 

株式会社小田急百貨店、株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ、株式会社 CinemaLeap と小田急電鉄株

式会社は、2022 年 1 月 12 日（水）から 1 月 20 日（木）まで、小田急百貨店新宿店本館

１階中央口前特設会場にて、AR 技術を用いて日本の伝統工芸文化を楽しめるものづくり

展「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」を開催します。本展示会は、伝統的なものづく

り文化継承への貢献や新たなデジタル技術等を活用したイベント産業の高度化推進を目

的に、経済産業省の委託事業として取り組みます。 

また、同期間には小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場にて「日本のものづくり」も開

催し、伝統的なものづくり文化を盛り上げます。 
 

特設会場には、だるまや人形など九州各県の郷土玩具を７点展示します。AR グラスを

通じてご覧いただくと、それぞれの玩具に宿る神さま「九十九
つ く も

神」が浮かび上がり玩具

とのコラボレーションが始まります。繊細かつ丁寧に描かれた神さまは、まるでそこに

いるかのように感じられ、AR 技術ならではの五感を通じた新しい体験をお楽しみいただ

けます。あわせて、各玩具の誕生ストーリーをはじめとした説明も表示され、ナレー  

ションで解説します。体験を通じて気に入った郷土玩具は、小田急百貨店 EC サイトか

ら購入いただくこともできます。事前予約等は不要で、どなたでも無料で伝統工芸の新

しい楽しみ方を体感いただけます。 
 

なお、本イベントの AR コンテンツの企画・制作とデザイン監修は、XR クリエイター

として国内外から評価が高い、VR アニメーション監督の伊東ケイスケ氏が務めます。同

氏は、本日から開催の日本初の XR 映画祭「Beyond the Frame Festival」（小田急電鉄株式

会社、株式会社 CinemaLeap 主催）においてもメインビジュアルの制作を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も、新宿の街を舞台に、XR クリエイターとの連携によるリアルとデジタルが融合

した新しい体験価値の創出をはじめ、さまざまなパートナーとの共創を通じて賑わいを

創出していきます。 

「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」ポスター 



 「TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys」の詳細は下記のとおりです。 
 

記 
 

１ イベント名 TSUKUMO-KAMI: soul of folk toys 

ものに宿る神さま「九十九神」を郷土玩具に宿らせることに由来してい

ます。 

イベント紹介サイト https://tsukumo-kami.styly.biz/ 
  

２ 開 催 日 時 2022 年 1 月 12 日（水）から 1 月 20 日（木）まで 

平日 12 時～20 時、土曜・日曜 10～20 時 

※ 小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場にて、「日本のものづくり」も

同期間に開催します 

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、予定を変更する

場合があります 

※ 同日から 1 月 31 日（月）まで、オンラインでも開催します 
  

３ 開 催 場 所 小田急百貨店新宿店本館１階中央口前特設会場  

【住所】東京都新宿区西新宿１－１－３ 
  

４ 内 容 特設会場には、小田急百貨店のプロデュースによる九州各県の郷土玩

具を展示いたします。参加者は AR グラスを装着することで、古くから

お守りや縁起物として身近に親しまれてきたものに宿る「九十九神」を

見つけることができます。 

デザイナーには、世界観や愛らしいキャラクター、老若男女誰もが楽

しめる作風が国内外から高く評価されている伊東ケイスケ氏を起用し

ます。ただ郷土玩具を AR で浮かべるだけでなく、郷土玩具にアニメー

ションをつけることで、命が吹き込まれたかのように AR 空間内で生き

生きと郷土玩具が動きだします。ナレーションを通して、郷土玩具の歴

史やそれぞれの特徴についても触れていただける内容としており、気に

入った郷土玩具は小田急百貨店の EC サイト「小田急百貨店オンライン

ショッピング」からお買い求めいただけます。※ 一部の製品を除きます 

本イベントはオンラインでも同時開催します。会場にご来場いただけ

ない方もバーチャル古民家の中で郷土玩具をお楽しみいただけます。 

お手持ちのパソコンやスマートフォンなどからご参加ください。 
  

５ 参 加 費 無料 
  

６ 各社の役割 小田急百貨店： 

展示する郷土玩具の選定を行うとともに、本イベントの会場となる小田

急百貨店新宿店本館１階中央口前特設会場のスペースにおいて、数々

の郷土玩具とお客さまとの接点を創出します。また、本館 11 階催物場

では、恒例の「日本のものづくり」を運営します。 
 

https://tsukumo-kami.styly.biz/


ＮＴＴデータＮＪＫ： 

XR トータルソリューションサービス「STYLY.biz」で、バーチャル展示

会の仕組みを提供します。また、これまでの XR イベントや XR ビジネ

スのノウハウを活用し、展示会の企画をプロデュースします。 

 

CinemaLeap： 

VR アニメーション監督の伊東ケイスケ氏と共に、本企画の実現に向け

てコンテンツの企画・制作を行います。 
 

小田急電鉄： 

新宿におけるまちづくり活動の一環として、XR クリエイターの作品と

発表の場を繋ぎ、XR を活用したデジタルと現実世界を融合したこれま

でにない感動やワクワクする体験の提供に貢献します。 
 

【参考】 

１ 経済産業省の委託事業の概要 

本事業は、経済産業省による令和 3 年度展示会等のイベント産業高度化推進事業に基づ

き実施します（受託者：株式会社小田急百貨店）。本事業は、展示会等において新たなデジ

タル技術・サービス等の実証事業を実施し、With/After コロナにおける展示会等の新たなビ

ジネスモデルの構築を図り、高度化を推進することを目的としています。 
 

２ 伊東ケイスケ氏について 

VR アニメーション監督。多摩美術大学グラフィックデザイン学

科卒。メーカーのグラフィックデザイナーを経て、2012 年よりフ

リーランスの CG アーティストに転身。現在は VR を用いたインタ

ラクティブなストーリーテリングに挑戦しています。2021 年に

『Clap』が第 78 回ヴェネチア国際映画祭のコンペティション部門

にノミネート。2020 年に『Beat』が第 77 回ヴェネチア国際映画祭

のコンペティション部門と、「Cannes XR」VeeR Future Award 2021 にノミネート。2019

年に『Feather』が第 76 回ヴェネチア国際映画祭にて、VR 部門では日本人初のビエン

ナーレカレッジセレクションとしてプレミア上映。ほか、ベルリン国際映画祭、釜山

国際映画祭、SIGGRAPH など数々の映画祭で監督作品が上映されています。 
 

以 上 

＊このニュースリリースは、次のところにお届けしています 

○国土交通記者会 ○都庁記者クラブ ○レジャー記者クラブ ○東商記者クラブ 

このニュースリリースに関するお問い合わせは、次の担当までお願いいたします 

株式会社小田急百貨店 総務部広報担当［野田］ 電話：０３－５３２５－２３２７ 

株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ 企画部 電話：０３－５１１７－１９００ 

株式会社 CinemaLeap 広報部 電話：０９０－６１６６－４８０１ 

小田急電鉄株式会社 ＣＳＲ・広報部［池田・谷内］ 電話：０３－３３４９－２２９０ 



報道関係資料 

2021 年 12 月 14 日 

株式会社小田急百貨店 

プロカメラマンが同行！毎年人気の駅長体験企画がパワーアップ 

小田急百貨店「2022年小田急スペシャル夢袋」 
～ 12月 15日（水）から応募抽選の受付をスタート ～     

 

小田急百貨店では、12月 15日（水）からホームページのほか店頭にて「2022年小田急

スペシャル夢袋」の応募抽選の受付をスタートします。お子さまが駅長体験できる恒例の

駅長体験企画がより充実した内容にパワーアップ。新宿駅だけでなく今年オープンしたロ

マンスカーミュージアムでの体験ツアー実施のほか、プロカメラマンが同行し体験風景を

撮影いたしますので、ご家族皆さまで体験をお楽しみいただけます。 

 

「2022 年小田急スペシャル夢袋」 
「カメラマンはプロにおまかせ！ 
小田急線新宿駅&ロマンスカーミュージアム １日駅長夢袋」 
小田急線新宿駅で制服を着用して電車の出発合図や駅施設の見学のあとは、ロマンスカ

ーミュージアムにてヒストリーシアターやロマンスカーギャラリーでの記念撮影のほか、

運転シミュレーターなどの体験ツアーお楽しみいただけます。 

さらに、新宿店本館 6 階のフォトスタジオ「マナマナプラス」のプロカメラマンが同行

し、体験風景を撮影。後日、撮影データ（約 150 カット）をプレゼントします。お子さま

を含むご家族４名様まで参加いただけますので、ご家族での思い出作りにおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲小田急線新宿駅で駅長体験（イメージ）    ▲ロマンスカーミュージアム（イメージ） 

 

価 格：10,000 円（税込）・限定 1 組 ※交通費はお客さまの負担となります。 

対  象：小学 1年生～6年生のお子さまを含むご家族 4名様まで 

実 施 日：2022 年 1月 16日（日） 

応募期間：2021年12月15日（水）～2022年1月3日（月）※1月1日（土・祝）は休業日 

応募受付：ホームページ/新宿店本館2階インフォメーションカウンター横、ハルク1階正面

入口/町田店1階正面口、6階南側下りエスカレーター横/ODAKYU湘南GATE1階正面入口 

 

◎ホームページ URL:https://www.odakyu-dept.co.jp/ 

※特設ページは12月15日（水）公開予定 

 

協力：小田急電鉄株式会社 マナマナプラス（小田急百貨店新宿店本館 6階） 

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://www.odakyu-dept.co.jp/


報道関係資料 

2021 年 12 月 7 日 

株式会社小田急百貨店 

▲「星シリーズ四連作」（左から）〈明けの明星〉1902 年〈北極星〉1902 年

〈宵の明星〉1902 年〈月〉1902 年 OGATA コレクション 

▲〈愛人たち〉1895 年 

OGATA コレクション 

▲〈四つの花〉1897 年 

OGATA コレクション 

▲〈ランスの香水 ロド〉 

1896 年 OGATA コレクション 

▲〈夢想 シャンプノア〉 

1897 年 OGATA コレクション 

500点を超えるミュシャ作品を展示！ 

「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ展 
～ミュシャとアール・ヌーヴォーの巨匠たち～」を開催     

 

 小田急百貨店新宿店本館 11 階の催物場では、12 月 26

日（日）～2022 年１月 10 日（月・祝）の期間、「アール・

ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ展～ミュシャと

アール・ヌーヴォーの巨匠たち～」を開催します。2018

年の初開催時には 2 万人以上の方が来場し、好評を博した

注目の展覧会です。 

 

アール・ヌーヴォーの代表的画家として絶大な人気を誇

るアルフォンス・ミュシャ（1860～1939）。今回は代表

作「夢想 シャンプノア」をはじめ、新たな展示作品を加

えた総勢 500 点を超えるミュシャ作品に、同時代の巨匠

たちの作品約 50 点も加えた華やかな展覧会です。会場内

での写真撮影も可能です。 

 また、ポストカードやカレンダー、スイーツなどミュシ

ャ作品をあしらったグッズ販売も実施します。 

 

 

■500点を超えるミュシャ作品が一堂に 
「星シリーズ四連作」など、華やかなパリ時代を広告ポスター、装飾パネル、紙巻きたば

こ「JOB」、ポストカード、メニュー、パッケージデザイン・装飾品・カレンダー、装飾資

料集・装飾人物集、挿絵・書籍の 8 コーナーで展開いたします。中でも装飾資料集 72 点・

装飾人物集 40 点の全作品の展示は東京では初めての展示になります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

▲アルフォンス・ミュシャ作

品集（A4 サイズ、作品画像

約 800 点掲載）3,200 円 

 

▲チョコレート入り

長角缶（15 個入）

1,200 円 

▲金平糖入り丸缶（20ｇ）

1,000 円 

▲アンリ・ド・トゥールーズ＝

ロートレック〈Divan Japonais〉

1895 年「ポスターの巨匠」より 

OGATA コレクション 

 

▲ジュール・シェレ〈オペラ劇場〉

1896 年「ポスターの巨匠」より 

OGATA コレクション 

▲クリアファイル 

（A4 サイズ） 各 450 円 

 

■アール・ヌーヴォーの巨匠たちの作品約 50点も 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■作品集やファイルなどグッズを販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■オリジナルコースターがもらえる「＃ミュシャ」SNSキャンペーンを実施 

会場で撮影した写真に「＃ミュシャ」をつけて投稿した画面を売場係員にご提示いただ
くと先着で「ミュシャオリジナルコースター（7 種）」を１枚プレゼントします。 

※なくなり次第終了です。 
 
＜開催概要＞ 

名   称：「アール・ヌーヴォーの華 アルフォンス・ミュシャ展 

～ミュシャとアール・ヌーヴォーの巨匠たち～」 

期   間：2021 年 12 月 26 日（日）～2022 年 1 月 10 日（月・祝）10 時～20 時 

※2022 年１月１日（土・祝）は休業日  

※12 月 26 日（日）、1 月 2 日（日）～4 日（火）は 20 時 30 分まで、12 月 31 日

（金）は 18 時まで、最終日は 17 時閉場（営業時間は変更になる場合もあります。） 

※各日ご入場は閉場の 30 分前まで 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場 

入 場 料：一般 1,200 円 大学・高校生 800 円 中学生以下 無料 

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：https://www.odakyu-dept.co.jp/ 

展 示 協 力：OZAWA コレクション、OGATA コレクション 
後 援：チェコ共和国大使館、チェコセンター東京 
企 画 制 作：（株）文化企画 

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://www.odakyu-dept.co.jp/


 

 

報道関係各位                           2021年12月1日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 

近年、金の国内小売価格の上昇が続き関心が高まっていますが、小田急百貨店では、12 月 1 日

（水）から、新宿店本館5階宝飾売場と町田店4階宝飾売場において、新宿店本館の外観をデザイ

ンしたオリジナルの純金小判「小田急百貨店新宿店本館記念小判」を販売します。 
 
小田急百貨店は、新宿駅西口地区開発計画の進捗に伴い、2022 年 9 月末で新宿店本館での営業

を終了し、以降、新宿店は新宿西口ハルクでの営業となります。そこで、これまでのご愛顧に感謝

を込めて、皆さまのお手元に記憶として残していただけるよう、新宿店本館の外観をデザインした

純金小判を製作いたしました。商品の詳細は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品詳細＞ 

名 称：小田急百貨店新宿店本館記念小判  

重 量：純金小判20ｇ  

サ イ ズ：横約31ｍｍ×縦約54ｍｍ 

価 格：275,000円（税込） 

販売場所：小田急百貨店新宿店本館5階宝飾売場、町田店4階宝飾売場 

そ の 他：ご注文日から約2か月後のお渡し 

 

＜小田急百貨店新宿店本館について＞ 

1967 年（昭和 42 年）11 月 23 日に全面開業した新宿店本館は、小田急線と丸ノ内線の２棟の駅

ビルの外観が同一のパネルにより統一された商業建造物であり、西口広場とも一体となったこのデ

ザインはモダニズム建築家坂倉準三氏の手によるものでした。新宿駅西口の象徴的な建造物として、

副都心開発を見守りながら 50 年以上に亘り皆さまに親しまれてきましたが、今般、再開発に向け

て解体に至ることとなりました。 

 

新宿店本館の外観をデザインしたオリジナルの純金小判 

「小田急百貨店新宿店本館記念小判」を販売します 
～12月1日（水）から、新宿店、町田店宝飾売場にて～ 

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 11月 

2022 年 髙島屋大阪店の新春福袋 
2022 年 1 月 2 日（日）～ 髙島屋大阪店 各階 

 

 

髙島屋大阪店 2022 年新春福袋は、楽しい思い出作りのお手伝いをする体験型の企画福袋をはじめ、豪華金製品の

福袋やブランド福袋など多数ご用意いたします。店頭販売に際しては、混雑緩和のため、オンラインでの販売や、年内販

売などで販売期間を分散させるなど、お客様に安心・安全にお買い物をお楽しみいただけるよう取り組んでまいります。 

 

 

【2022年 企画福袋の商品一例】 ※価格はすべて税込みです 

＜髙島屋大阪店＞×＜帝国ホテル 大阪＞共同企画 ウェディングフォト＆豪華ホテル宿泊セット福袋 

新型コロナ感染拡大で結婚式を取りやめたカップルや、二人だけの思い出を作りたいカップルにお薦め。スタジ

オでのウェディングフォト撮影と豪華ホテルのスイートルーム宿泊がセットになった福袋です。 

 

 

■価格   ：202,200円 

■募集人数 ：1組 2名様（抽選販売） 

■募集店舗 ：髙島屋大阪店 7階ブライダルサロン 

■受付期間  ：2022年 1月 2日（日）～1月 31日（月） 

■利用期間 ：2022年 9月 30日（金）まで ※予定 

■内容   ：ウェディングフォト撮影 

（衣装代・ヘアーセット込み、台紙付） 

       ＜帝国ホテル 大阪＞スイートルーム宿泊（朝・夕食付） 

※宿泊代分（101,100円）につきましては、宿泊当日に＜帝国ホテル 大阪＞にてお支払いいただきます。 

 ※画像はイメージです。 



プロ棋士と対局できる福袋 

コロナ禍でのおうち時間で磨いた将棋の腕を試すことができ

る福袋。老舗寝具ブランド＜昭和西川＞と日本将棋連盟が共

同開発した、長時間の対局に臨む棋士の健康を支える＜ムア

ツ＞座布団付き、プロ棋士と対局できるプランをご用意いた

します。 

 

■価格   ：16,500円 

■募集人数 ：10名様（抽選販売） 

■募集店舗 ：髙島屋大阪店 6階寝具売場 

■受付期間  ：2022年 1月 2日（日）～11日（火） 

■実施予定日：2022年 1月 30日（日）※予定 

■開催場所 ：髙島屋大阪店 7階ファイナンシャルセミナールーム 

■内容   ：＜昭和西川＞対局用ムアツ座布団／1枚 

       山崎隆之八段、室谷由紀女流三段いずれかと対局 

       ※対局棋士はお選びいただけません。 

        

 

料理にハマった方におすすめ！マイ包丁製作体験福袋 

おうち時間で料理にハマった方、道具にこだわりたい方におすすめの福袋。1805（文化 2）年創業の＜堺刀司＞

の資料館を見学、包丁の柄付けや刀付け、研ぎを体験し、自分だけの包丁を作っていただけます。 

 

■価格   ：11,000円 

■募集人数 ：10名様（先着順） 

■募集店舗 ：髙島屋大阪店 6階台所用品売場 

■受付期間  ：2022年 1月 2日（日）～11日（火） 

■実施予定日：2022年 1月 31日（月）※予定 

■実施場所 ：堺刀司（堺市） 

■内容   ：堺刀司 資料館見学 

       包丁の柄付け、刀付け、および研ぎ体験 

※無料でネームを入れさせていただきます。 

 

 

快眠応援！＜フランスベッド＞福袋 

コロナ禍で社会のデジタル化もさらに進み、働き方や生活習慣が変化するなか、ストレスなどで睡眠の悩みを抱

えている人が増えていると言われています。そこで、快適な眠りを応援する福袋をご用意いたしました。 

 

■価格   ：1,000,000円 

■募集人数 ：1名様（抽選販売） 

■募集店舗 ：髙島屋大阪店 7階洋家具売場 

■受付期間 ：2022年 1月 2日（日）・3日（月） 

■内容   ：シングルサイズリクライニングベッド  

サイズ（106 × 209 × 高さ 86.6 ×マットレス高さ 50.1㎝） 

       羽毛掛ふとんシングルサイズ 

サイズ（150×210㎝） 

素材（アイダーダウン 100％ ※ダウン 98％ フェザー2％） 

側生地（表地シルク 100％ 中地ポリエステル 100％ 裏地綿 100％ 超長綿） 

裏地（綿 100％ 超長綿） 

 

山崎隆之 八段 室谷由紀 女流三段 

※画像はイメージです。 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 12 月 3 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  

 

 
初来日を含む、300 点以上の作品や展覧会限定グッズが登場！  

誕生 65 周年記念 ミッフィー展 
期 間：2021 年 12 月 11 日(土)～2022 年 1 月 16 日(日) 

場 所：松坂屋名古屋店 南館 7 階 松坂屋美術館 

松坂屋名古屋店では、オランダの絵本作家ディック・ブルーナさんの手によっ
て生まれたミッフィー（うさこちゃん）の誕生 65 周年を記念した展覧会を開催
します。６５周年をお祝いする本展のテーマは“with”。ミッフィーとまわりのみん
なが紡ぐ物語を、貴重な直筆原画やスケッチ、創作メモなど 300 点以上でご
紹介します。 
本展では、『うさこちゃん おばけになる』（2001年）、『うさこちゃんは じょお

うさま』（2007 年）を含む３作の原画や資料が初来日する他、ミッフィーの
初期４作品のひとつで、これまでたった１枚しか来日したことがない、冬の装い
が特徴の『ゆきのひの うさこちゃん』（1963 年）の原画を初めて一堂に展観
します。 
さらに、日本の絵本作家や児童文学者と親交を温め、日本の絵本文化に

も大きな影響を与えたブルーナさんの思い出と創作の魅力を、日本とのかかわり
からも紐解きます。 

◆初来日作品が登場！ 

展覧会メインビジュアル 『うさこちゃん おばけになる』 印刷原稿（2001 年） 

『うさこちゃん おばけになる』(2001年)、『うさこちゃんは じょおうさま』(2007年)、ミッフィーが登場する最後の作

品となった『うさこちゃんと ふがこちゃん』(2011 年)の原画はいずれも初来日です。ミッフィーがおばけごっこをした

り、飛行機に乗ったりと、家族や友だちと過ごす物語を紹介します。あわせて、言葉を何度も推敲した様子がわか

るメモや、絵本には採用されなかったカットなどで、ブルーナさんの創作の過程をたどります。 

『うさこちゃん おばけになる』 

(左/右) 印刷原稿（2001 年） 

『うさこちゃんは じょおうさま』 

 印刷原稿（2007 年） 

『うさこちゃんと ふがこちゃん』 

 印刷原稿（2011 年） 

◆『ゆきのひの うさこちゃん』作品を初めて一堂に展観！ 

ミッフィーの初期  4 作品のひとつで、冬の装いが特徴の『ゆきのひの うさこち

ゃん』(1963 年)。これまで 1 枚しか来日したことがない同作の原画を、初

めて一堂に展示します。ブルーナさんが、手塗りで絵本を作っていた時代のぬ

くもりを感じていただきます。 

『ゆきのひの うさこちゃん』 

 原画（1963 年） 

◆『ゆきのひの うさこちゃん』オリジナルグッズも登場！ 
 

長靴裏に「65」の刺繍が入った 

『ゆきのひの うさこちゃん』ぬいぐるみ 税込 3,300 円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆展覧会限定のオリジナルグッズが大集合！ ※グッズ購入については、展覧会会場への入館券が必要です。 

◆誕生６５周年記念 ミッフィー展 開催概要 
 

会  期    2021 年 12 月 11 日(土)～2022 年 1 月 16 日(日) ※1 月 1 日（土・祝）は休館日  

開館時間   10 時～19 時 30 分 

         ※12 月 31 日（金）、最終日 1 月 16 日(日)は 18 時閉館 

（いずれも入館は閉館 30 分前まで） 

会  場    松坂屋美術館（松坂屋名古屋店  南館７階）  

          〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目 16 番 1 号 ＴＥＬ052－251-1111(大代表) 

主  催    松坂屋美術館、朝日新聞社、メ～テレ 

企画協力   ディック・ブルーナ・ジャパン、Mercis bv   

協  賛    フェリシモ、野崎印刷紙業 

協  力    福音館書店 講談社 

入館料    一般 1,000 円（800 円）、高・大生 700 円（500 円）小・中生 400 円（300 円） 

未就学児は無料 全て税込価格 

          ※（ ）内は前売・優待料金 

         ※障害者手帳、小児慢性疾患手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証を 

           お持ちの方は、ご本人とお付添の方 1 名様まで無料でご入館いただけます。 

           なお、身体障害者用スマホ手帳（ミライロ ID）のご提示についても同様となります。 

         ※松坂屋の各種ご優待の案内に関  しては、松坂屋美術館 HP にてご確認ください。 

           https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/about.html 
 
◎前売券販売について 

各プレイガイドでは、前売券を 10 月 30 日（土）10 時から販売開始。 

12 月 10 日（金）23 時 59 分までお求めいただけます。12 月 11 日（土）以降は当日料金になります。 

※松坂屋美術館会場の窓口での前売券の販売はいたしません。 

 

◆【12 月 11 日（土）・12 日（日）】の入館券は、日時指定制で販売いたします。 

取扱：ローソンチケット（L コード：43636） 

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

※松坂屋美術館会場の窓口では日時指定日を含めて前売券は販売いたしません。 

 

◆【12 月 13 日（月）～1 月 16 日（日）】の入館券は、日時指定ではございません。 

前売券・当日券ともに、ローソンチケット（L コード：43636）、チケットぴあ（P コード：685−795）、 

イープラス、セブンイレブン、ファミリーマートで販売いたします。 

※松坂屋美術館会場の窓口での前売券の販売はいたしません。 

※各プレイガイド（前売券・当日券）のご購入の入館券は、松坂屋の契約駐車場サービスの対象外となります。 

取材に関するお問い合わせ先 

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

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

ロルバーン M 
税込 638 円  

ポーチ M(左) 税込 1,760 円  
ハーフジップ(右) 税込 1,650 円  

フローティングペン 
税込 1,320 円  

UDF ミッフィー４体セット 
税込 4,400 円  

 

https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/about.html


 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年は、昨年に引き続きコロナ禍で我慢を強いられる場面も多くありましたが、一方で少しずつ明るい兆しも見え始めました。 

大丸神戸店では、「来年こそダイナミックに楽しみたい」「地域活性化のために地元を盛り上げたい」など、お客様にも様々な 

想いがあるのではないかと考え、2022 年の初夢袋を企画。新しい生活様式の中でもダイナミックに楽しんでいただける 

「SKY＆OCEAN スペシャルクルーズ福袋」と、地元兵庫・神戸の魅力をテーマにした「Hyogo&Kobe 地元大好き福袋」の 

２本立てでご用意しました。各福袋の詳細は 12 月 26 日(日)に大丸神戸店ホームページにて公開いたします。 

あ SKY&OCEAN スペシャルクルーズ 福袋  

＜大丸神戸店限定＞空遊び・空ビジネス、あなたなら。 

【ダイナミックに 翔ぼう！ヘリコプターのオーナーになれる福袋】 

世界でベストセラーとうたわれる人気機種の購入と、メリットの高いリース運用 

システムがセットになったスペシャルなパッケージプラン。ヘリコプター実機購入と 

運用のための賃貸借契約（オーナーチェンジ）をセットにした日本ではまだ 

珍しい【ヘリコプターオーナーシッププログラム】です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大丸神戸店 オリジナル特別プラン＞ 空からホテルへダイレクトチェックイン！ 

【チャーターヘリで巡る、天空の観桜会と、 春の伊勢志摩国立公園で温泉を楽しむ『アマネム』１泊２日の旅】  

   京都から世界遺産と桜を眼下にヘリコプターで離陸。途中、日本一の桜として名高い『吉野の一目千本桜』を密や混雑を避けて 

上空からお花見。伊勢志摩国定公園の美しい景観を遠方に眺めながらアマネムの敷地内ヘリポートへチェックインします。 

ご宿泊は世界のセレブが愛する「アマンリゾート」初の温泉リゾート「アマネム」。お部屋にて天然温泉をご堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。 

※写真はイメージです。 

J.フロントリテイリンググループ 

   

大丸神戸店 初夢袋 2022 

   ■応募期間：2022年 1月 2日(日)、3日(月)  ■場所：大丸神戸店 1階メインステージ横応募ボックス  

※一部応募期間、応募方法、販売方法が異なります。 

 

2021年 12月 15日 

日 

■応募期間：2021 年 12月 26 日(日)➔ 2022 年 1 月 10 日(月・祝) 大丸神戸店ホームページにて 

■販売内容：ロビンソン・ヘリコプターR44（パイロット＋３人乗り）実機購入と賃貸借契約（オーナーチェンジ）のセットプラン 

■価格：税込 66,000,000 円〜（流通機体により価格は変動・中古機あり） ■販売数：１名様   

■販売元：株式会社 AirX 

※ご応募が多数の場合は抽選のうえ、当選者にのみ連絡いたします。 

※ご応募の前に、大丸神戸店ホームページにて応募条件を確認ください。 

※ご当選後、購入までの詳しい内容は、(株)AirX スタッフによるオンライン個別商談会(Zoom等)にてご説明いたします。 

※こちらのプランは、ご当事者と上記販売元との直接契約となります。 

■実施日時・価格 

A コース：2022 年 3 月 26日(土)〜3 月 27 日(日) 428,000 円  

B コース：2022 年 3 月 31日(木)〜4 月 1 日(金) 398,000 円 

C コース：2022 年 4 月 1 日(金)〜4 月 2 日(土) 408,000 円 

※上記代金には夕食時１回のドリンク代金が含まれます。 

（当日レストラン係員からご案内させていただきます。） 

■販売数：各コース 2 組様（1 組 2 名様） 

■販売元：株式会社大丸松坂屋百貨店 名古屋店旅行センター 

※こちらのプランは、ご当事者と上記販売元との直接契約となります。 

2022年はダイナミックに楽しみたい！地元も応援したい！全部叶えます。 

 



 

★大丸神戸店ショッピングチケット付き★ 

【神戸港発着 にっぽん丸で航く、ＪＴＢチャータークルーズ 風光る春の島めぐり 屋久島・周防大島クルーズ ４泊５日の旅】 

ゆったりとした特別な時間を味わえる、洋上の国「にっぽん丸」。船内での食事・ドリンク・プールなどの施設利用料金などが 

含まれている、大人気のオールインクルーシブプランです。途中寄港する屋久島、周防大島では、観光ツアー(別料金)などで 

大自然もお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hyogo＆Kobe 地元大好き福袋  

美味しいスイーツで神戸９区が 1 つに！よくばりオリジナルスイーツバッグ ＜KOBE Sweets. 9 ＞ 

市内の９区、どこにいってもクオリティの高いスイーツが楽しめるのが神戸の魅力！それぞれの地元で愛されているパティスリーの 

シェフにご協力いただき、９区のスイーツを、一度に味わえる「スイーツバッグ」をご用意いたしました。新年に、みんなで分け合って 

食べていただきたい、シェフ自慢の焼き菓子を「大丸神戸店オリジナルエコバッグ」に詰めてお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何気ない日常をまるで映画のワンシーンのような映像に残す「Cinematic Vlog(シネマティック ヴイ ログ)」出張撮影プラン 

結婚記念日の一日、ホームパーティの様子など、あなたの人生の大切なひと時を、心を込めて撮影いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン 撮影時間 動画時間 写真データ 募集数 価格（税込） 

大丸限定プラン A ２時間以内 ２分以内 無し 5 組様 55,000 円 

大丸限定プラン B ６時間以内 10 分以内 20 枚 2 組様 110,000 円 

Lucas pictures プラン １日限定無制限 30 分以内 50 枚〜100 枚 1 組様 220,000 円 

※写真はイメージです。 

■客室タイプ：ステートルーム コンフォートステート  

■実施日時：2022 年 3 月 20 日(日)〜24 日(木) 4 泊 5 日 

■価格：大人おひとり様 275,000 円 （2 名 1 室利用） 

 大丸神戸店ショッピングチケット おひとり様 10,000 円付き  

※ドリンクのアルコール類は別料金となります。（エステ等、有料） 

■販売数：２組様（1 組 2 名様） 

■販売元：株式会社 JTB神戸大丸店 

※こちらのプランは、ご当事者と上記販売元との直接契約となります。 

 

■販売期間：2022 年 1 月 2 日(日)のみ 

■販売場所：９階 福袋販売特設会場 

■参加ショップ 

グランシュール カフェ(北区)、パティシエ ニシカワケンジ(須磨区)、 

ショーエイドー(垂水区)、焼き菓子屋アコス(中央区)、 

グリーングリーン(長田区)、ワーフルハウス(灘区)、イチマルマルヨン(西区)、 

ブランマ コウベ(東灘区)、菓子工房エッカ(兵庫区)  

■価格：税込 5,500 円 

■販売数：50 個 

■販売内容：出張動画撮影・編集（カメラマン１名が同行し、動画撮影・編集

いたします。 

■撮影可能期間： 2022 年 2 月 1 日(火)〜12 月 20 日(火)頃まで 

※上記日程の範囲で要相談 

■販売元：Lucas pictures（HP：https://lucas-pictures.shopinfo.jp/） 

※こちらのプランは、ご当事者と上記販売元との直接契約となります。 

 

※写真はイメージです。 

※エコバッグの色はお選びいただけません。 

 

撮影：三好和義 



大丸神戸店限定 B1昇格応援企画 【地元兵庫 西宮ストークス 「ホームゲーム観戦券付」 おもてなし福袋】 

   男子プロバスケットボール B２リーグ、地元チームである西宮ストークスを「もっと身近に感じてもらいたい！」という気持ちを込めて、 

ホームゲーム観戦券が付いた”２つのおもてなし福袋”をご用意しました。 

■発売元：株式会社ストークス ※こちらのプランは、ご当事者と左記販売元との直接契約となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちご狩り体験付き！ひょうごがいっぱい福袋 

地元兵庫の生産者のこだわりアイテムが詰まった、魅力いっぱいの福袋です！旬のいちご狩りの体験チケットもついています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 PR広報：長谷川奏   

TEL：078-331-8121（代表） 
 

１．西宮ストークス  オフィシャルポスターのモデルになれる福袋 

好きな選手に囲まれて、プレイヤーのようにカッコよく撮るもよし。家族の記念写真として

残すのもよし。試合後、クラブ公式カメラマンが撮影し、後日、クラブの公式ポスターとし

てプレゼントさせていただく、スペシャルな福袋です。 

※選手との撮影はございません。選手のポスター用写真と合成で組み合わせいたします。 

■撮影日時：2022 年 3 月 19 日(土)、20 日(日)のいずれか試合後 

■場所：西宮市立中央体育館（vs ファイティングイーグルス名古屋） 

■ポスターのお届け：4 月下旬以降 

※詳細内容は、事前にオンライン等で㈱ストークススタッフより説明いたします。 

※構図や服装などの調整もご購入後に進めさせていただきます。 

■価格：税込 55,000 円（１階指定席確約） 

※チケット 2 名様分は金額に含まれますが、3 名様以降は人数分ご購入いただきます。 

※衣装代、メイクなどは金額には含みません。 

※出来上がりのポスターは 1 組につき 10 部プレゼントいたします。 

■販売数：4 組様（1 組 5 名様まで） 

 

２．迫力と熱気に溢れたコートサイド席確約 

 好きな選手との写真撮影とオリジナルグッズがセットになった夢の福袋 

■セット内容：コートサイド席（ペア）、ご指定の選手と試合後に写真撮影、 

ストークスオリジナルグッズ、選手からの私物プレゼント 

■実施日時・場所 

2 月 19 日(土)、20 日(日)・姫路ヴィクトリーナウイング体育館(vs バンビシャス奈良) 

3 月 5 日(土)、6 日(日)・加古川市立総合体育館(vs ライジングゼファー福岡) 

■価格：税込 30,000 円/ペア（２名様分） 

■販売数：各試合２組４名様（計 8 組 16 名様） 

■セット内容 

・＜ヒメジンジャー＞フルーツ甘酒 5種類セット、自家製ジンジャーシロップ、辛口ジンジャーピール、家島の塩 

・＜お米の前田屋＞自然栽培のお米アソートセット 

（ミルキークイーン 精米 2kg、いのちの壱 精米 2kg、金のいぶき 玄米 2kg) 

・＜みつヴィレッジ＞人気の 5品詰め合わせ（パスタソース トマト味・ガーリック味 各 120g、 

オールフルーツジャム いちご味・もも味 各 140g、ミックスソース 300ml） 

・＜みつヴィレッジ＞いちご狩り体験チケット(2名様分) 

※いちご狩りは事前ご予約制（2022年 4月 30 日(土)まで） 

※開催場所（兵庫県姫路市勝原区朝日谷 119-1）までの交通費等は実費となります。 

※2 名様を超える追加のご参加者については実費を頂戴いたします。 

■価格：税込 5,000 円 ■販売数: 3 セット  

※写真はイメージです。 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

松坂屋名古屋店では、第 48 回松坂屋史料室企画

展として「＃松坂屋ヒストリア小話  ベストセレクション」を

開催します。「＃松坂屋ヒストリア小話」とは、知らない裏

話の数々を広く一般の方々にも知っていただこうと、2018

年３月から松坂屋名古屋店の公式ＳＮＳで配信を行

っている、ネット上の松坂屋ヒストリー逸話集です。 

本展では、これまでに配信された小話 71 編の中から

特に閲覧回数が多かった小話や、史料館担当者お薦め

の裏話など、選りすぐりの計 12 編を集めてご紹介するとと

もに、小話に関連する貴重な実物の資料の展示も行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

２０２１年 11 月 22 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  

 

 
第４８回松坂屋史料室企画展  

 
 

#松坂屋ヒストリア小話 ベストセレクション  
会期：令和３年１１月２６日（金）～令和４年２月２１日（月） 

会場：松坂屋名古屋店 南館７階・松坂屋史料室  入場無料  

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 

◆展示の一例◆ 

①「ビートルズ日本公演のエピソード」…昭和４１年来日公演時に松坂屋子会社「栄印刷」が苦労の末製作した公演プログラム

とポスターを展示  

②「洋画家・岡田三郎助と松坂屋の約束」…岡田画伯の代表作「あやめの衣（昭和２）」のモデルが着用していた江戸時代の

衣裳を展示（松坂屋コレクション Ｊ．フロントリテイリング史料館蔵） 

③昭和２９年の東宝映画「ゴジラ」…怪獣ゴジラに破壊された松坂屋銀座店の昭和２７年増築オープン記念の模型を展示  

 

ご来場のお客様には、各コーナーに設置されたＱＲコードから各小話を拾い読みしながら、実物の展

示資料の数々をじっくりご鑑賞いただけます。慶長から令和の時代に至る松坂屋４１０年の歴史に

残された様々な逸話の中から、厳選した傑作小話の数々をリアルにお楽しみいただけるまたとない機

会です。 

●「#松坂屋ヒストリア小話」は右記のＱＲコードからご覧ください 

① ② ③ 

昭和 29 年  「ゴジラ」 ©TOHO CO.,LTD 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、全国の職人技と感性が光る服飾雑貨、食器、家具・インテリア用品などを多彩にご

紹介する日本の職人展を開催します。通期でのべ 83店舗(前期：45店舗/後期：43店舗)が出展し、その

半数以上の店舗では職人さんによる実演販売も行います。迎春のしつらえ品として、干支の置物やおせち料理

が映えるお重箱など、新年を迎えるのにふさわしいアイテムや、金箔生産量日本一の金沢の金仏壇や北陸を代

表する輪島塗などをご紹介します。ぜひご取材ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年 11 月 25 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
迎春のしつらえ品を携え、全国の職人技が一堂に集結。 

第 41回 日本の職人展 
期間：2021 年 12 月 1 日(水)～13 日(月)⇒前期と後期の 2 部制で店舗が入れ替わります。 

前期：12 月 1 日(水)～７日(火) 後期：12 月 8 日(水)～13 日(月) 

場所：松坂屋名古屋店 本館 7 階 大催事場 ※7 日(火)は 17 時閉場・13 日(月)は 18 時閉場 

 

取材に関するお問い合わせ先 

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

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

◆ 新年にふさわしい迎春・縁起物 

①【埼玉】 春日部張子人形 (後期)  金箔漆塗り若冲の虎 税込 22,000 円 

②【山梨】 土屋華章製作所 (前期)  水晶イヤー彫刻「壬寅」 税込 77,000 円 

③【島根】 鍛冶工房 弘光 (前期)  風季灯 特大 牡丹プリザーブドフラワーセット 税込 110,000 円 

④【岩手】 うるみ工芸     (前期)  ○A 姫子重 5.5 寸三段布内本朱 税込 220,000 円 

○B 片口 3.8 寸本朱 税込 26,400 円 

 

① 

○B  ○A  
④ 

③ 

② 

◆ 北陸の技が光る伝統工芸品 

洋傘の生地には福井県の

繊維技術を、骨組みには

福井県のメガネフレームの

技術を活かし、ひとつひとつ

手作業で作られた蛇の目

傘は扱いやすく現代風にア

レンジして作られています。 

●福井洋傘は曹洞宗の総

本山  永平寺様のご用達

のブランドでもあります。 

⑥ 
【石川】 

川崎漆器店(後期) 

輪島塗  重箱揃え 

「花の丸」他一式  

税込 660,000 円  

 

【福井】福井洋傘(前期) 

蛇の目洋傘(雨用長傘) 

税込 36,300 円～ 

※受注生産(納期約 2 ヶ月) 

 

2022 年は“壬寅” 

ハレの日のしつらえに。 

【石川】 

米永仏壇店(後期) 

伝統的工芸品  

18 号金沢仏壇『兼六』 

税込 4,950,0000 円  

 











 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 竹田、深山、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

 

                         2021年 12月 9日 

株式会社 京王百貨店 

地域の魅力を新宿から発信 “いざ、駅弁！！” 

第 57回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 

会期：2022年 1月 7日（金）～20日（木） 

＊インターネット予約受注・販売は 12月 25日（土）10時～2022年 1月 18日（火） 

会場：新宿店 7階大催場／4階特設会場 

営業時間：10時～20時 ＜13日（木）は 17時（7階のみ）、最終日は 17時閉場＞ 

 

株式会社京王百貨店（本社:東京都新宿区、社長:駒田一郎）では、百貨店の物産展としては最大級の規模・売上

を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（以下、駅弁大会）を、1月 7日（金）～20

日（木）の 14日間で開催します。 

旅の楽しみの一つといえる「駅弁」。今大会は、国内旅行が気軽にできるようになる未来への期待と困難に打ち

勝ち力強く前進する気持ちを込め、「いざ、駅弁！！」をテーマに、旅行需要の減少が続く駅弁業界を盛り上げる

一助となる大会を目指します。先行きが見えない中で準備を進め、常連調製元の出店や新作開発を断念せざるを得

ないことも多くあった前回大会。コロナ禍での 2回目の開催となる今回は、前回大会で得た運営ノウハウをもと

に、各調製元が地域・駅弁の魅力をアピールすべく開発した新作駅弁が多数登場します。そのほかにも、“想い出

の味、ふるさとの味”を楽しめる定番駅弁や“駅弁無い県”の復活駅弁など、35の駅弁調製元による「実演販

売」と全国から航空便や自動車などを駆使して運ぶ「輸送駅弁」を合わせた、44都道府県の駅弁約 300種類が集

結。全国の「うまいもの」とともに展開します。 

昨年に続き、密を避けるため会場分散や入場制限などのほか、インターネットによる駅弁の事前予約・決済など

感染防止対策を講じながら開催します。 
     

◎駅弁大会とは・・・歴史・規模・集客、いずれも当社ナンバーワンの名物催事 

全国各地の駅弁が集い、地域を象徴する食材や独自の調理法で作られた味の競演

が繰り広げられる様は、いつからか「駅弁甲子園」と呼ばれるように。1966年 2

月開催の第１回大会以降、今回で 57 回目となるロングヒット催事となりました。

例年多くのお客様でにぎわう駅弁大会ですが、感染防止策のため前回から大きく運

営方法を変更。ニューノーマルの駅弁大会、2 年目の開催です。 

コロナ禍以前、第 55回大会（2020年）の様子 

※予告なく変更・中止になる可能性がございます 
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＜第 57回大会の概要＞ 

◇人気駅弁の“進化系”が登場・・・「がんばろう！！駅弁 人気駅弁屋 新作弁当の競演」 

◇豪華牛肉＆海鮮駅弁が勢ぞろい・・・「ごちそう食材で旅気分！新作豪華駅弁合戦」 

◇人気投票の歴代グランプリが一堂に・・・「駅弁味の陣 歴代大将軍大集合」 

◇“いざ！駅弁” 10人の戦国武将にちなんだ新作駅弁・・・「ご当地武将駅弁特集」 

◇4年ぶりに徳島県に駅弁が帰ってきた！・・・「“駅弁無い県”の復活駅弁」 

◇実演・輸送あわせて約 300種類の駅弁を展開！スイーツから惣菜までそろう「うまいもの」は 56店が出店 

※文中のマーク・・・ EC にて事前予約可=  EC  
 
〔第 57回大会特集①〕 

■「がんばろう！！駅弁 人気駅弁屋 新作弁当の競演」 ◆7階 大催場 

「駅弁を通じて、前進する前向きな気持ちを届けたい」と、各調製元の担当者が看板駅弁の“進化系”を開

発。今大会のために試行錯誤して誕生した駅弁がそろいます。 

         

●宮城県 東北新幹線 仙台駅「炙り牛たん弁当」 1,500円 ［各日 1,000食販売予定］  EC  （写真左） 

創業 100余年、「網焼き牛たん弁当」で知られる「こばやし」。前回大会はコロナ禍の影響で会場実演を断念しま

したが、“原点回帰の究極系”といえる新作駅弁を引っ提げ 2年ぶりの出店です。厳選したタン元を厚切りにし、

同社秘伝の塩・コショウベースのシンプルな味付けで素材の味を活かします。脂がのった牛たんを、網焼きで程よ

く脂を落としながら、冷めても硬くならないよう丁寧に焼き上げました。 

担当者コメント：「コロナ禍や食材の高騰など苦労は続きますが、前回出店できなかった分まで、多くのお客様に仙台名物の牛た

んの魅力を存分に味わっていただきたいと開発した自信作です。(こばやし 代表取締役社長 本正史枝さん)」 
 

●福島県 常磐線 いわき駅「海の極み弁当」 1,850円 ［各日 800食販売予定］  EC  （写真中央） 

第 53回（2018年）大会で初出店し、人気を獲得した郷土料理・うに貝焼きを主役にした「うに貝焼き食べくら

べ弁当」。今回は、うに貝焼きに加え、親潮(寒流)と黒潮(暖流)がぶつかる潮目で豊かな漁場として知られる常磐沖

や近海で獲れた海の幸をふんだんに盛りつけた駅弁を開発。脂ののったマグロの頭肉・ほほ肉などの希少部位、あ

んこうの肝の共酢和え、カニなど計 8種の人気食材でボリュームアップしました。 

担当者コメント：「催事などの販売機会がほぼないまま 1年が経ち、駅弁大会でお客様にお会いできることを嬉しく思っていま

す。喜びの気持ちを込めて、利益度外視で具材を詰め込みました。(小名浜美食ホテル 営業統括本部長 田邉千秋さん)」 
 

●北海道 函館本線 森駅「3代目のいかめし de丼!!」 1,800円 ［各日 300食販売予定］  EC  （写真右） 

1941年の「いかめし」販売開始以来初の試みとなる、丼に入った「いかめし」。50回大会連続※実演販売個数 1

位を記録し殿堂入りした絶対王者が、伝統のいかめしのタレで炊いた炊き込みご飯の上に、タレで煮込んだイカ、

野菜、チーズをのせた洋風アレンジで大きく姿を変えて登場します。長く愛されるいかめしの味わいはそのまま

に、チーズのアクセントと新たな食感で楽しめます。      ※第 6回大会(1971 年)から第 55回大会(2020年)まで 

担当者コメント：「殿堂入りをきっかけに、これまで伝統を守り続けてきたいかめしが新たな挑戦をします。開発に半年以上試行

錯誤した味わいをぜひ多くの方に楽しんでいただきたいです。(いかめし阿部商店 代表取締役社長 今井麻椰さん)」 
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〔第 57回大会特集②〕 

■「ごちそう食材で旅気分！新作豪華駅弁合戦」 ◆7階 大催場 

 “旅行気分を味わいたい”というイエナカ需要が高まり、コロナ禍での物産展では普段より少し贅沢な高価格

帯の弁当が好評です。今大会では、“ご自宅で自慢の味を存分に楽しんでいただきたい”と各調製元が素材やボリ

ュームにこだわり開発した新作の豪華駅弁がそろい踏み。肉系駅弁に定評のある調製元が作るブランド牛肉などを

堪能できる駅弁 4種＜絶品牛肉編＞、カニなどの人気食材を使った海鮮系駅弁 5種＜贅沢海鮮編＞の 2週間計 9種

を特集します。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

① 佐賀県 佐世保線 武雄温泉駅「佐賀牛サーロインのみで作った極みステーキ＆すき焼き弁当」 3,780円  

［各日 200食販売予定］  EC   

ブランド牛の中でもトップクラスの肉質基準を満たした佐賀牛にこだわり、駅弁大会の中でも高単価ながら毎

回人気の調製元「カイロ堂」。新作駅弁の主役は、美しい霜降りと柔らかく強い旨みが特長の人気部位を塩・コ

ショウのみで味付けし、低温でしっとりと焼き上げたステーキ。その下には、火入れの温度にこだわり柔らかく

炊き上げたすき焼きをたっぷりと敷き詰め、佐賀牛サーロインを 2種の調理法で堪能できます。 

② 鹿児島県 九州新幹線 出水駅「鹿児島黒毛和牛カルビ＆ステーキと鹿児島うなぎ飯」 1,980円 

［各日 500食販売予定］  EC  

鹿児島県産の黒豚や黒毛和牛を使った肉駅弁が人気の調製元「松栄軒」から、A4～A5ランクの鹿児島県産黒

毛和牛と鹿児島県産のウナギの蒲焼を詰め込んだボリュームたっぷりの新作駅弁が登場。カルビ肉は香辛料が効

いたタレでピリ辛味に、ステーキは厳選した赤身肉を塩・コショウであっさりとした味わいに仕上げました。さ

らに養殖量全国 1位で知られる鹿児島県産ウナギを加えた、地元食材にこだわった駅弁です。 

③ 滋賀県 東海道本線 草津駅「近江牛にぎり寿司とステーキ焼肉弁当」 2,500円 ［各日 500食販売予定］  EC  

 第 55 回大会(2020 年)に実演で初登場した創業 130 余年の老舗調製元「南洋軒」。今大会では、近江牛をにぎり

寿司・焼肉・ステーキの三種の味わいで楽しめる、同社史上最高ランクの贅沢肉駅弁が登場します。肉へのこだ

わりはもちろんのこと、にぎりには玉子焼き・漬物、焼肉にはナムル、ステーキには温野菜と、それぞれ副菜の組

み合わせにもこだわり、ボリュームがありながらも飽きのこないバランスの良い弁当に仕上げました。 

④ 茨城県 常磐線 水戸駅「常陸牛 極上ステーキとローストビーフ弁当」 2,500円 ［各日 200食販売予定］  EC  

 地元駅弁の復活をかけ 2011年に販売開始した「牛べん」が人気の調製元「しまだフーズ」から、A5ランクの常

陸牛を贅沢に使用した新作駅弁が登場。ステーキは強火で軽くあぶってから弱火でじっくりと火をいれ脂の旨み

を閉じ込め、低温調理したローストビーフは赤ワインベースのフルーティなオリジナルソースでさっぱりとした

味わいに。常陸牛の異なる部位を、おすすめの 2種の調理方法で楽しむことができます。 

＜絶品牛肉編＞ 

①  ②  ③  ④  
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① 北海道 根室本線 釧路駅「蟹三昧ちらし」 2,160円 ［各日 200食販売予定］   EC  

カニを使った駅弁に定評がある「釧祥館」の新作駅弁。カニの旨みを引き立てる同店オリジナルの配合の甘酢

でしっとりとした食感に仕上げた、ズワイガニのほぐし身、棒肉、爪下肉の 3種の部位を使用。甘酢で仕込んだ

酢飯の上に、贅沢に盛りつけました。 

② 北海道 函館本線 小樽駅「海の輝き 海鮮輝ちらし」 2,160円 ［各日 300 食販売予定］  EC  

「海の輝き」などの人気駅弁を手掛ける「小樽駅構内立売商会」。彩り鮮やかな見た目でも人気の「海の輝

き」から着想を得て、海鮮 8種を使用しボリュームアップした新作駅弁を開発。錦糸玉子の上に、甘エビ、イク

ラ、サーモン、ウニ、カニのほぐし身と棒肉、マグロのたたき、ホタテの貝柱をバランスよく散りばめ、食べ進

めるごとに隠れた具材が見つかる楽しさを演出しています。 

③ 北海道 函館本線 旭川駅「海の彩り弁当」 2,160円 ［各日 200食販売予定］  EC  

 6種の人気具材が楽しめる「旭川立売商会」の新作駅弁。素材の味を引き立てるやさしい酸味の酢飯の上には、

ズワイガニのほぐし身と毛ガニの棒肉、大ぶりにカットしたサーモン、ホタテ、ウニ、イクラをボリュームたっ

ぷりに盛りつけました。 

④ 兵庫県 山陽本線 姫路駅「どっさり牡蠣めし」 2,160円 ［各日 500食販売予定］  EC  

 創業 130 余年、「あなごめし」で知られる「まねき食品」が手掛ける、瀬戸内海産の牡蠣をたっぷり 20 粒並べ

た新作駅弁。牡蠣は、調味液に漬け込んでから旨みを閉じ込めるためにふっくらと蒸し焼きに。牡蠣の風味を存

分に味わえるようオイスターソースで炊き込んだご飯の上に盛りつけた、牡蠣づくしの駅弁です。 

⑤ 石川県 北陸本線 加賀温泉駅「加賀かに御膳」 2,300円 ［各日 500食販売予定］※１週目のみ  EC  

 明治 29年創業、北陸線（開業当時の名称）で初めて駅弁を販売したという老舗「高野商店」。地元・加賀で愛 

される香箱蟹＊の脚肉、肩肉、内子、外子に、同社秘伝のカニ酢に漬け込んだ紅ズワイガニを盛りつけました。 

さらに付け合わせにカニ味噌を添えた、北陸の郷土色を感じるカニづくしの新作駅弁です。 

 

＜贅沢海鮮編＞ 

＊北陸地方で獲れるメスのズワイガニのこと 

①  ③  

④  

②  

⑤  
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〔第 57回大会特集③〕 

■「JR東日本 駅弁味の陣 歴代駅弁大将軍大集合」 ◆7階 大催場  

JR東日本が、秋の行楽シーズンにあわせて 2012年から開催している、東日本各地の駅弁を紹介する「駅弁味の

陣」。東日本エリアの観光創造や地域産業の活性化および駅弁文化を周知し、駅弁のさらなる価値向上を図るべく実

施されている同企画。2021年には“コロナ禍で旅行が難しい時期が続く中、駅弁文化を絶やすことなく継承してい

きたい”という思いで 10回目を開催しました。 

今大会では、これまで同企画のアンケート投票で「駅弁大将軍（グランプリ）」に選ばれた人気駅弁の初代から 8

代目(2019年)まで、計 8種が会場にそろいます。 

 

    

    

【初代】  新潟県 信越本線 直江津駅「鱈めし」 1,200円 ※7階輸送  EC  

郷土料理「棒鱈の甘露煮」、鱈の親子漬け、焼きたらこなどを入れた、全国でも珍しい鱈づくしの駅弁。 
 

【2代目】 山形県 奥羽本線 米沢駅「牛肉どまん中」 1,250円   EC  

山形県産米「どまんなか」に、秘伝のタレで味付けした牛肉煮と牛そぼろ煮を盛りつけた牛肉駅弁の代表格。 
 

【3代目】 山形県 奥羽本線 米沢駅「米澤牛焼肉重松川辨當」 1,600円   EC  

レトロな掛け紙も人気。焼肉と甘酢あんを絡めた肉団子、2種の調理法で米沢牛を味わえる駅弁。 
 

【4代目】 秋田県 奥羽本線 大館駅「鶏めし弁当」 900円 ※1週目のみ  EC  

甘辛く煮た鶏もも肉を、鶏の煮汁で炊き上げたご飯に盛りつけた、販売開始 70余年のロングセラー駅弁。 
 

【5代目】 秋田県 奥羽本線 大館駅「比内地鶏の鶏めし」 1,200円 ※1週目のみ  EC  

地元・大館産の比内地鶏を「塩焼き」とタレで煮つけた「そぼろ」の 2種で味わえる人気駅弁。 
 
【6代目】 新潟県 信越本線 新潟駅「えび千両ちらし」 1,380円 ※7階輸送  EC  

敷き詰められた厚焼き玉子の下に、イカ、エビ、コハダ、ウナギが隠れた味も仕掛けも楽しい駅弁。 
 
【7代目】 福島県 東北本線 郡山駅「海苔のりべん」 1,000円 ※1週目のみ実演、2週目は 7階輸送  EC  

そばタレで炒った特製おかか、海苔を 2段重ねにしたのり弁は、シンプルながら“駅弁通”人気も高い一品。 
 
【8代目】 新潟県 信越本線 直江津駅「さけめし」 1,200円 ※7階輸送  EC  

塩昆布の炊き込みご飯に、丁寧に手ほぐしした大ぶりの焼き鮭とイクラの醤油漬けを乗せた風味豊かな駅弁。 

初代(2012 年) 2代目(2013年) 3代目(2014年) 4代目(2015年) 

5代目(2016年) 6代目(2017年) 7代目(2018年) 8代目(2019年) 
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〔第 57回大会特集④〕 

■「ご当地武将駅弁特集」 ◆4階 特設会場 ※すべて輸送  EC  

全国各地の、その地に縁のある戦国武将をモチーフにした駅弁計 10種が登場。地域の名産や武将が好んだといわ

れる食材などを使用し、それぞれの家紋入りの椀に詰めた新作駅弁です。 

    
 

 武将 駅弁名 販売駅 監修元 

①  織田信長 武将弁当 織田信長 飛騨牛焼肉と八丁味噌焼きとり 愛知県 東海道新幹線 名古屋駅 松浦商店 

尾張・美濃を統一した織田信長にちなみ、八丁味噌漬けの焼き鳥、飛騨牛の焼肉、好んで食したとされる「ます」「根菜類」を盛り込みました 

②  武田信玄 武将弁当 武田信玄 鮑の煮貝飯と鳥もつめし 山梨県 中央本線 甲府駅 丸政 

甲州名物・鮑の煮貝を入れた炊き込みご飯の上に、甲州名物・鳥もつと野沢菜、シイタケ、ウズラの卵などを乗せました 

③  上杉謙信 武将弁当 上杉謙信 かちどき飯 新潟県 信越本線 新潟駅 神尾商事 

上杉謙信は、日常食は質素ながら出陣の際には山・海の幸をふるまったといわれることから、鮭などの海鮮や山菜を盛り込みました 

④  毛利元就 武将弁当 毛利元就 山海賊めし 広島県 山陽本線 広島駅 浜吉 

広島を代表する食材のタコ、穴子、神明鶏を釜めし風に。毛利元就が好んだ餅は、広島名物「乳団子」を添えています 

⑤  徳川家康 武将弁当 徳川家康 うなぎと小鯛のちらしずし 愛知県 東海道本線 豊橋駅 壺屋 

徳川家康が好んだとされる小鯛と浜納豆をあしらったちらしずしに、国産ウナギの蒲焼を乗せました 

⑥  伊達政宗 武将弁当 伊達政宗 銀鮭のはらこめし 宮城県 東北新幹線 仙台駅 こばやし 

宮城県の郷土料理「鮭はらこめし」は、伊達政宗に献上され、その味が広まったともいわれています。脂ののった銀鮭とイクラを盛りつけました 

⑦  黒田官兵衛 武将弁当 黒田官兵衛 中国大返し穴子めし 兵庫県 山陽本線 姫路駅 まねき食品 

「本能寺の変」の仇討「中国大返し」で活躍した黒田官兵衛にちなみ、穴子や秀吉の馬印「瓢箪」型の漬物を盛り込みました 

⑧  島津義弘 武将弁当 島津義弘 鹿児島黒豚焼豚めし 鹿児島県 九州新幹線 出水駅 松栄軒 

薩摩国の武将・島津義弘にちなんだ、鹿児島名物の黒豚をタレ漬け込み焼き上げた焼豚とそぼろの弁当です 

⑨  明智光秀 武将弁当 明智光秀 大丹波光秀栗めし 兵庫県 山陽本線 城崎温泉駅 淡路屋 

明智光秀が築いた大丹波エリアの名産品である大黒しめじや黒大豆、栗などを種類豊富に盛りつけました 

⑩  前田利家 武将弁当 前田利家 華ちらし寿し 石川県 北陸本線 加賀温泉駅 高野商店 

戦国時代きっての“かぶき者”として知られる前田利家をイメージし、彩り鮮やかな海鮮ちらしに仕上げました 

 

※価格はすべて 1,500 円 
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〔その他の初登場駅弁〕 
 
＜駅弁無い県・徳島県の“復活駅弁”＞ ◆7階大催場 

●徳島県 藍よしのがわトロッコ 下り便「さとのめぐみの風」／車内 「阿波尾鶏トロッコ駅弁」1,300円  

［各日 400食販売予定］  EC  

交通網の発達で乗車時間が短縮され「車内で食べる駅弁ニーズ」は減少、

廃業や駅弁事業から撤退する動きは全国各地でみられます。2016年、徳島

県内唯一の駅弁が終売になって以降、全国で徳島県・沖縄県が“駅弁無い県”

となっていましたが、2020 年 10 月の「藍よしのがわトロッコ」運行開始

を機に徳島県の駅弁が 4 年ぶりに復活しました。かつての人気駅弁「阿波

尾鶏とりめし」をトロッコ列車用にアレンジした、“懐かしの味”を味わえる

復刻駅弁。通常、下り便「さとのめぐみの風(徳島駅→阿波池田駅)」の車内、

かつ、事前予約でのみ購入可能な話題の駅弁が実演で初登場します。 

 

 

＜SL ファン必見！“SLやまぐち号”駅弁＞ ◆7階大催場 

●山口県 山口線 新山口駅「SLやまぐち弁当」1,200円 ［各日 600食販売予定］  EC  

昭和初期～中期には主流な列車だったものの現在では全国でも数少

なくなっている蒸気機関車(SL)が、山口県で臨時列車「SLやまぐち号」

として運行されています。昭和 54 年の SL 運行再開時から SL ファン

の間で“貴婦人”の愛称で親しまれる「C571」を掛け紙にあしらった

駅弁が実演で登場。折箱の中には、彩り鮮やかな具材と四角い形が特徴

的な押し寿司・岩国寿司やふくめし、デザートには終着駅・津和野の銘

菓「源氏巻」など、ご当地名物を種類豊富に詰め込んでいます。 

 

 

＜おもしろ駅弁 “まるでたこ焼き？！”やき天むす＞ ◆7階大催場 

●山梨県 中央本線 小淵沢駅「そば屋のやき天むす弁当」 1,080円 ［各日 500食販売予定］  EC  

「甲州かつサンド」など軽食系駅弁が充実する調製元・「丸政」の人気駅

弁「そば屋の天むす」を、たこ焼きのような丸々とした形状にアレンジした

変わり種の新作駅弁。球状の海老天むすに醤油をぬりながら香ばしく焼き上

げ、荒く削った鰹節をトッピングし風味を引き立てています。会場実演で、

たこ焼きさながらにくるくると返しながら焼き上げます。家族などでシェア

もしやすい 6個入り。 

   
 
＜第 57回大会記念！特製どんぶり企画＞ ◆7階大催場 

●北海道 千歳本線 南千歳駅「北海道グルメ丼ぶり 豚丼」1,500円 ［各日 150食販売予定］  初登場   EC  

第 50 回（2015 年）大会から続く恒例の記念丼企画。その年の

干支をモチーフにした丼のデザインと底面に入った駅弁大会ロゴ 

が特徴で、中身も毎年変えて販売しています。今回は、北海道名物

の豚丼が登場。手掛けるのは、1992年に空弁業者として創業した、

実演初登場の調製元「バルナバフーズ株式会社」。北海道産米「な

なつぼし」の上に、甘めのタレを絡めて焼いた北海道産豚のロース

肉をたっぷりと盛りつけた食べ応え抜群の豚丼です。  

※同大会期間中は、すだちに代え、 
徳島県産すだち果汁を添えて販売します 

※各日予定数終了後は 
折箱(1,080円)にて販売します 
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■WEBでも「駅弁大会」を楽しめる！ 

昨年、コロナ禍を機にスタートした駅弁大会のインターネット販売。今年も、京王ネットショッピング「駅弁大会

専用サイト」で駅弁（約 70種）の事前予約受注のほか、冷凍駅弁（約 20種）、うまいものを販売します。 

 

＜「第 57回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 インターネット販売」概要＞ 

URL：https://shop.keionet.com/ 

会期：12月 25日（土）10時～1月 18日（火） 

（1）事前ご予約駅弁（会期計 約 70種） 

2日前までに予約・決済をした駅弁をご指定の日時に 2階「駅弁事前ご予約お渡し場」にてお渡し。 

＊ご予約はお一人様各回 1種類あたり 5折まで（合計最大 30折まで） 

（2）配送（うまいもの、冷凍駅弁） 

送料：配送種別(「常温」「冷蔵」「冷凍」)ごとに別途送料がかかります 

 

＜コロナ禍における駅弁大会の運営について＞ 

① 会場の分散化：7 階大催場のほか、4 階特設会場に会場を分散。 

② 7階大催場の入場制限：会場に入退場口を設置し、会場内の人数をカウント。混雑時には入場制限・入場整理券を配布しま

す。（4 階特設会場でも状況に応じて入場制限を行います） 

③ WEB での駅弁の予約販売：京王ネットショッピング内「駅弁大会専用サイト」にて、昨年からおよそ 20 種増の約 70 種の駅弁

の事前予約・決済を実施。商品の受渡しは専用会場にて時間を分散（各日 4 回＜13日(木)、最終日は 2回＞）して行います。 

④ WEB 販売の強化：会場に行かずとも「駅弁大会」気分を楽しんでいただけるよう、「冷凍駅弁＊」約 20 種を販売。 

そのほか、うまいものをインターネット販売します。＊駅での冷凍仕様の販売はありません 
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2021 年 12 月 9 日 

株式会社 京王百貨店 
 

今年は楽しい外出を 

2022年 新春福袋 
 

2022年新春福袋のポイント  

１、 応募抽選式福袋のテーマは「贅沢な体験」 

２、 年末年始に必要なグルメ福袋は年末お渡し 

３、 サブスクリプション福袋も登場 

４、 インターネット販売は約 700種類を販売 

５、 １月２日の初売りでは寅年にちなんだ福袋などが登場 

 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、新春福袋の販売を昨年に引き続き分散して行います。

すでに先行するインターネット販売に次いで、福袋の目玉・応募制福袋の受付は 12 月 26 日（日）よりスタート。

また、昨年人気を集めた食品福袋は一部を先行販売・年内お渡しとして「豪華な年末年始グルメ」をご提案します。 

なお、1 月 2 日（日）の初売りで販売する店頭福袋もご用意するほか、密になりがちな食品フロアの人気スイー

ツ福袋は 7 階大催場にて販売します。 

 

↑応募抽選式福袋は豪華スイートルーム 15 連泊・100 万円 

 

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

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（深山、竹田、成田、島田） 
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１、【応募抽選式福袋】 

2022年 応募抽選式福袋のテーマ：「贅沢な体験」 

・応募期間：2021年 12月 26日（日）～2022年１月 6日（木） 

・応募方法：①京王百貨店 新宿店 公式ホームページ  

②店頭：新宿店 1階正面入口特設会場、聖蹟桜ヶ丘店 2階センターコート   

※応募者多数の場合は抽選となります 

※ご応募は 1種類につきお一人様１回限りです 

 

 

専用クラブラウンジも！ワンランク上のホテルプラン 

 京王プラザホテル（新宿）夢のスイートルーム 15連泊福袋  

 

  

 

 

外出やレジャーの自粛が続いた 21 年へのご褒美プランとして、贅沢なホテル連泊プランを企画しました。大き

な窓から煌めく夜景が一望できるクラブフロアのスイートルームに 15 連泊。地上 160ｍの専用クラブラウンジで

は、朝食のほかティータイムやバータイム、お休み前のアフターエイトが楽しめます。また、ご宿泊中に 2 回の夕

食付き（①個室でのフレンチフルコース、②鉄板焼きレストランでの飛騨牛・神戸牛の食べ比べ）で、贅沢なシテ

ィステイが叶います。さらに、京王百貨店でご利用いただける京王お買物券 20 万円分もプレゼント。 

 

【実施日】2022年 3月 1日（火）～15日（火）  

【販売価格】 100万円 

【販売数】  限定１組（2名様） 

 

【内容】 ①京王プラザホテル（新宿） プレミアグランスイート・ツイン 

②専用クラブラウンジ利用 

③オリジナルシャンパン付き豪華 2回の夕食  

3月 5日（土）・12日（土） 

④ご宿泊中の朝食 

⑤京王お買物券 20万円分 

（有効期限：2022年 3月 31日（木）まで） 
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北海道と京都、国内の人気旅行先のホテルをご用意 

京王プレリアホテル 京都烏丸五条＆札幌 朝食付きペアご宿泊券福袋 

  

京王プレリアホテル京都烏丸五条                                  京王プレリアホテル札幌     ※写真はイメージです                                         

 2022 年は国内旅行を楽しんで頂きたい、と系列ホテルのお得な福袋をご用意しました。京王プレリアホテルの

京都烏丸五条と札幌に、期間中に 1 泊ずつ出来る朝食付の宿泊券です。 

【販売価格】 5,500円※ 

【販売数】 限定 5組（1組 2名様） 

 

【実施日】 2022年 1月 25日（火）～6月 30日（木）の間で各ホテル 1泊づつ* 

 

※福袋内容は宿泊料金のみ 

＊ご予約はお客様ご自身で行っていただきます。連泊プランではありません 

  

 

 

 

                

自宅で食事をつくる機会が増えるとお悩みも増えるもの。「メニューがマンネリ」「子供が野菜嫌い」など、事

前にお悩みをヒアリングしたうえで、人気料理研究家・浜内千波先生がつきっきりで料理の手ほどきをしてくれ

る特別企画です。 

【販売価格】  5,000円 

【販売予定数】  限定 2組（1組 2名様） 

【実施日】    2022年 2月 26日（土） 

【場所】   ファミリークッキングスクール 

（東京都中野区） 

【所要時間】 60～90分間 

【内容】  

①食事に関する悩みや疑問を事前にヒアリング 

②浜内先生指導の下、一緒にクッキング 

③作った料理に先生特製メニューも加えた食事会 

④サイン入りレシピ本をプレゼント 

 

コロナ禍でますます注目の「自炊」のお悩みをプロに相談できる 

料理研究家・浜内千波先生が料理の悩み・疑問をスッキリ解決！福袋 
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※写真はイメージです 

 コロナ禍で趣味の時間を大切にする方が増加傾向に。そこで、鉄道写真家・中井精也氏に撮影方法をレクチャー

してもらえる特別体験を福袋にしました。昔、京王電鉄を走っていた車両も走る、何かと話題の銚子電鉄の魅力を

十二分に楽しめます。 

【販売価格】 11,000円 

【販売数】 限定 10組（1組 2名様） 

【実施日】 2022年 4月 13日（水） 

 

【内容】  ①貸切バスで中井精也氏と銚子電鉄へ 

②銚子電鉄車庫見学＆撮影 

③社長が運転する貸切電車に乗車 

④中井精也氏による撮影講座＆サイン会 

※新型コロナウィルス等の影響により内容が変更となる可能性があります 

※この商品に関する取扱・お問い合わせは京王観光株式会社となります 

 

２、【年内お渡し福袋】 

 年の瀬に楽しみたい贅沢グルメから、お出かけに使えるファッションや雑貨まで、年内予約・年内お渡しの福

袋もラインナップ（発売日・お渡し方法は福袋により異なります）。 

福袋一例） 

●肉の匠いとう 選べる国産黒毛和牛特選セット 各 10,800 円 各限定50点 

すき焼き用セット、しゃぶしゃぶ用セット、焼肉用セット、ステーキ用セットの 4種

類からお選びいただけます。 

〈受付方法〉 

お申込期間：～12月 25日（土）、お渡し期間：12月 26 日（日）～、 

予約受付：地下１階生鮮・グロサリー売場 

 

 

↑しゃぶしゃぶ用セット 

●ウール混ロングコート入り 4点パック 11,000 円 限定10点（Mサイズ 6点・L サイズ 4

点） 

 ロングコートにトップス 3点が入ったお得なパック。 

 販売開始日：12月 16 日～ 

販売場所：2階ハーモニー売場 

  

画像はイメージです 

 

思う存分趣味の時間を！ 

鉄道写真家中井精也氏と行く銚子電鉄応援・ゆる撮影ツアー 
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３、【サブスクリプション福袋】 

近年人気をあつめるサブスクリプション。今年は福袋に３種類が登場します。 

●銀座 清月堂本店「釜飯3回ペアチケット福袋」2,022 円  

限定5組（1組 2名様）／A 

 新宿店 8 階のレストラン「銀座 清月堂本店」にて、人気の釜飯 3種（五

目・海鮮・鶏）の中から 1回に付き 2食×3回分を楽しめる大変お得なチケ

ット。 

※写真はイメージです  

●築地定松「旬のフルーツサブスク企画福袋」  5,400円 限定5点／B 

青果専門店築地定松から、毎月 1回・3か月間、約 3,000円相当の旬のフ

ルーツをお渡しするサブスクリプション福袋。 

●築地定松「フルーツドリンクサブスク福袋」  5,400円 限定50点／B 

 地下 1階の「築地定松」店頭ジューススタンドで 1カ月間・1日一杯お好

きなドリンクが楽しめる定額スタイル。さらにミガキイチゴ 1パックのプレ

ゼント付き。 

 

ドリンクサブスク福袋イメージ 

A：応募抽選式福袋（応募受付期間 12/26～1/6、受付場所 新宿・聖蹟桜ヶ丘店・公式HP） 

B：1月 2日発売／新宿店地下1階生鮮グロサリー売場 

 

４、【インターネット販売福袋】 

インターネットでは、年内から予約を受け付け、年始に商品を配送でお届け。インターネット限定販売を含む、 

食品、雑貨、アパレルブランドなど約 700 種類がそろいます。 

 

●東京動物協会「おうちでぽかぽかシャンシャン福袋」11,000 円  

限定50点（インターネット限定販売） 

 上野動物園公式シャンシャングッズを集めた、インターネット限定福袋です。  

 

５、【1月 2日販売の福袋】 

寅年にちなんだ阪神タイガース福袋や、毎年人気の食品福袋が登場します。 

●阪神タイガース福袋 3,300 円 限定50点 ／5階 タイガースショップ 

 ちび虎番長フェイスタオル、われら虎党Ｔシャツ、ランドリーバッグ、巾着袋、ソ

ックス、ミニタオル 4 枚セットの詰合せ。このほか、11,000 円（限定 100 点）の福袋

も販売します。 

 

混雑が見込まれる食品福袋は会場を分散 7 階大催場 

毎年人気の食品福袋は、混雑を分散化するため、「資生堂パーラー」「イ

シヤＧ」お茶の専門店「ルピシア」「モンロワール」「ユーハイム」の計 5

ブランドの福袋を 7 階大催場にて販売します（1 月 2 日のみ）。 

 

［イシヤ G］福袋 3,240 円 限定 100 点 

 

 



 

 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 島田、深山、竹田、成田 電話：直通 03(5354)2855 

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

2021年 12月 13日 

株式会社京王百貨店 

京王電鉄株式会社 

 京王グループ共同企画第 2弾 京王百貨店×京王電鉄 

 「京王百草園 de フォトウエディング」            
◆京王百貨店新宿店 8階写真室 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、取締役社長：駒田一郎）は、京王電鉄株式会社（本社：東京都多

摩市、取締役社長：紅村康）と共同で、「京王百草園 deフォトウエディング」の販売を 12月 20日（月）から開

始します。 

 

結婚式を挙げることが難しいコロナ禍を機に、新しい結婚式のスタイル

としてフォトウエディングへの注目が高まっています。「SNSに写真をア

ップしたい」「世界観のある写真を残したい」というニーズに応えるた

め、京王グループの共同企画により、京王線沿線でのロケーションフォト

プランを実施中です。今年 8月から販売を開始した京王線駅構内で撮影す

るプランに続く第 2弾として、京王百草園（東京都日野市）の庭園で、2

～3月は梅、4月はつつじ、6月はあじさい、11月は紅葉など四季折々の

草花を楽しむ多彩なロケーションのなかでフォトウエディングが叶うプラ

ンを用意しました。 

京王百草園の茶室「三檪
さんれき

庵
あん

」でヘアメイク・衣裳着付けを行い、京王百

草園の庭園で撮影を行います。白無垢・色打掛など和装が映えるロケーシ

ョンで「和」の雰囲気を存分に味わえます。 

 

京王百草園 deフォトウエディング（平日のみ実施 1日 1組限定） 

内容：婚礼衣裳（和装 or洋装 ※プラン内よりお選びいただきます 小物一式、 

   ブーケ付）、美容料金（新婦ヘアメイク・新郎ヘアセット着付け・ 

引き上げまで）、記念写真（5ポーズデータ）、施設利用料含む 

価格：200,000円（税込） 

当日の所要時間：約 4時間 

 

＜第１弾 京王線 de フォトウエディング(継続販売中)＞ 

 

 



 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 深山、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

  2021 年 12 月 15 日 

株式会社京王百貨店 

初のＷＥＢ受付も！ 

「直前でも買えるおせち」12月 25日より受付スタート 

◆新宿店 地下 1階、中地階 食品フロア・7階 おせち販売コーナー 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）は、12 月 25 日（土）から、直前おせちの予約

受付をスタートします。昨年、需要拡大を受けて初めて 7 階にも会場を設けた「直前でも買えるおせち」が瞬く

間に完売となったため、今年は準備数量を昨年の約 2 倍に増やし、新たにネットでも予約を受け付けます。 

 

■予約専用おせちは高額品・大人数用が人気。正月は「家で集う」傾向に 

 9 月に予約受付を開始した事前予約専用のおせち（予約受付は 12 月 22 日まで）は、前年比約 2 割増（11 月末 

時点）と好調に推移しています。5 万円以上の高額なものや 4～5 人

用など大人数用の売行きも好調で、正月を家で華やかに過ごす傾向

が見られます。 

 

予約数量 第 1 位* 京王百貨店オリジナルおせち「慶」21,600 円（4 人前） 

*12 月 1 日時点 

 

 

■直前でも買えるおせち、今年は約 15種類 ※12月 31日（金）のみ販売、予約受付は 12月 25日（土）～ 

大晦日に販売する「直前でも買えるおせち」は、昨年に引き続き 7 階大催場と食品フロアにて、約 15 種類を販

売します。昨年は開店時間を通常より 30 分早い 9 時 30 分としたものの、すでにおせちを求めるお客様 50 人余り

が行列し、当日販売分は午前中で完売となりました。今年は準備数量を 2倍に増やし、開店時間も 9時 30分より

スタートします。 

 

●京料理 濱登久「一段重」（2～3 人前）

10,800 円 ※限定 60 点  

お渡し場所：7 階大催場 

 

●和食屋の惣菜 えん「和食屋のおせち 二段重」

（4 人前）19,801 円 ※限定８０点 

お渡し場所：中地階 食品フロア 

 

●四五六菜館厨房「四五六中華おせち」（2～

3 人前）10,８00 円 ※限定 80 点 

お渡し場所：7 階大催場 

＊限定数は予約分と当日販売分の合計 

【直前おせち予約受付】 

店頭：新宿店中地階 惣菜・デリカコーナー／12月 25日（土）～ 

電話：03-5321-5800、03‐3342‐2111（内線 2007・2982）／12月 25日（土）～27日（月）（10時～18時） 

WEB：shop.keionet.com ／12月 25日（土）10時～12月 30日（木）10時 NEW 
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12月 16日（木）より、松屋銀座、松屋浅草ほかにて、国内 7、海外 7ブランド、 

計 14ブランドのバーコード決済が利用可能になります。 

松屋銀座では国内ブランドのバーコード決済は初導入。食品や化粧品から 

インターナショナルブティックや宝飾・時計等でも利用が可能になり、 

お客様の利便性を高めることで年末年始商戦の売上拡大を狙います。 

＊一部利用不可の売場や商品あり 

■利用開始店舗 

 松屋銀座、松屋浅草、プチプチ マルシェ（銀座インズ内） 
 

■利用可能ブランド一覧                                                       ＊イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■バーコード決済とは・・・スマホアプリに表示されるバーコードを使用して決済する仕組み 
 

■松屋の導入の狙い  

 

 

 

 
 
 

■お客様のメリット 

 
 
 
 
 

 

年末年始商戦でのリベンジ消費に期待！ 
 

松屋銀座全館でバーコード決済初導入 
 

12月 16日（木）10時より 14ブランド一斉に利用スタート 

 

 

 

①お客様のキャッシュレス決済ニーズへの対応による利便性提供 

②取り込めていない経済圏へのアプローチによる新規顧客獲得 

③他のサービスで貯めたポイント等を利用した支払い方法提供による新規顧客獲得 

④位置情報を活用した効率的な販促活動の実現 

⑤今後、インバウンド消費回復時の中国を中心とした外国人の利用頻度向上 

 

①キャッシュレス決済による利便性の向上 

②様々なシーンで貯めたポイント等を決済時に活用できる 

③決済銘柄ごとに様々なポイントを獲得できる（松屋の自社ポイントカードとの併用可能） 

【国内ブランド】  

メルペイ、PayPay、ｄ払い®、楽天ペイ、 

Ｊ-Coin Pay、au PAY、LINE Pay 

＊「ｄ払い」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

【海外ブランド】  

WeChat Pay、Alipay、AlipayHK、 

EZ-Link、GCash、Kakao Pay、 

Touch‘n GO 

DANA 

 



2022年 1月 5日（水）～2月 1日（火） 

3階シューズ＆バッグ（A.D.M.J./ケイト・スペード ニューヨーク/コーチ/ヒロコハヤシ/ヒロフ 他） 

5階紳士雑貨 財布売場 

＊1/5～11 1階イベントスペース 〈ヒロコハヤシ〉サロンドサイフ 2022 

1/5～2/1の期間中、上記対象売場で 22,000円以上のお財布をお買い上げの方 

① 先着 30名様の使用済み財布を無料で五百羅漢寺にお持ち込みし、「財布ご供養」を実施。 

② 先着 130名様に金運お守り「巡冨」をプレゼント。 ＊先着 30名は①②共に対象 ＊定員に達し次第終了 

② 1/11～の期間中、同様のお買い上げの方先着 100名様に金運お守り「巡冨」をプレゼント 
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吉日である「天赦日」と「一粒万倍日」は、財布の売上が年々増加傾向に。通常の 3 倍以上になることもあり、財布商戦

にとって見逃せないラッキーデーとなっています。一方で、ものを大切に長く使いたい人にとって、思い入れもある財布は

捨てがたいという声も耳にします。そこで、松屋銀座 3階、5階で 2022年 1月 5日（水）から２月１日（火）に実施する 

「春財布プロモーション」では、新作財布の紹介とともに、目黒の五百羅漢寺協力のもと財布購入のお客様に先着で 

「お財布供養」を実施し、金運お守りをプレゼント。気持ちを新たに財布買い替え需要を促します。 

 

 

■期間     

■対象売場   

 

 

■特典   

 
 

 

 

 

元禄八年（1695年）に創建された、天恩山

五百羅漢寺。松雲元慶禅師により彫られ

た羅漢像は、東京都重要文化財に指定さ

れています。 

「お財布供養」は、以前は個別に依頼に

対応していたものを５，６年前にまとめて

実施するように。 

毎年 3月 12日「サイフの日」を大祭として、年 4，5回天赦日にご供養しており、今では年間 7～800もの財布が全国から持ち込まれます。 

大切な財産を守ってくれた財布に感謝を込めて供養し、新しい財布に金運守りを入れて開運を祈願。供養する財布に入れる御札や金運 

お守り「巡冨」の製作、供養した財布の分解作業は障がい者施設に依頼することで、障がい者の雇用・自立支援にも役立っています。 

（ご供養料：2,000円 金運御守「巡冨」500円） 
 
 

1月 11日(火)11時 五百羅漢寺 「お財布供養」  

担当バイヤーがフェア前半に回収した財布を持参し、ご供養していただきます 
 

天赦日と一粒万倍日は財布の売上が 3倍近くに！ 
 

～買い替え促進のため、「お財布供養」をお手伝い～ 
 

2022年 春財布プロモーション 
1月 5日(水)～2月 1日(火)３階シューズ＆バッグ,５階紳士雑貨 

1月11日（火）は天赦日＆一粒万倍日のダブルラッキーデー 

 

春財布フェア 概要 

 

五百羅漢寺「財布ご供養」とは 



2月 5日（土）大安＋一粒万倍日          

2月 10日（木）一粒万倍日 

2月 17日（木）大安＋一粒万倍日               

2月 22日（火）一粒万倍日   

3月 1日（火）大安＋一粒万倍日 

3月 9日（水）一粒万倍日                    

3月 14日（月）一粒万倍日＋寅の日       

3月 21日（祝・月）一粒万倍日 

3月 26日（土）天赦日＋一粒万倍日＋寅の日 

 
 

どちらも日本の暦の中の吉日を表す言葉です。「一粒万倍日」は、一粒のモミが万倍にも実る稲穂になるというめでた 

い日のことで、万事を始めるのに良い日とされます。特に、仕事始めや種まき、お金を出すことに吉とされています。 

百神が天に会合し、天が万物を許す日とされる「天赦日」は、万事にわたって吉とされます。 

参照：ウェブサイト 国立国会図書館「日本の暦」https://www.ndl.go.jp/koyomi/ 

 

■令和 4年 1月～3月の吉日 

1月 11日（火）天赦日＋一粒万倍日            

1月 14日（金）大安＋一粒万倍日         

1月 23日（日）一粒万倍日 

1月 26日（水）大安＋一粒万倍日               

 
 

■一粒万倍日＆天赦日は通常の 3倍の売れ行きに 

一粒万倍日かつ天赦日だった今年 1月 16日（土）は、 

婦人・紳士ともに財布を含む小物売上が同月の他の 

日の 3倍近い売れ行きになりました。 
 

コロナ前の 2019年同日と比較しても、婦人が 180％、 

紳士は 240％の伸びとなっており、売上が高まっている 

ことが分かります。 
 
 

 
  
 

 今秋実施した、サステナブルな暮らしを提案する全館施策「ビューティフルマインド」（10/6-11/9）では、思い出の詰まった

品物のリメイクや、着なくなった衣料品の回収サービスなどを実施し、好評を博しました。モノを大切に使いたい、使い

終わった後も丁寧に処分したいという心理の高まりがうかがえます。 

■ネクタイリメイクイベント 

お客様の持ち込んだネクタイを 2200 円でペンケースや名刺入れにリメイクするサービス「ネクタイリメイクイベント」を初め

て実施したところ、約 20 日間で 170 本ものネクタイが持ち込まれました。 

■衣料品・ファッション雑貨回収キャンペーン 

ネクタイ以外にもメーカーごとに衣料品持ち込みでチケット配布などのサービスを実施。全館で 9000件近く集まりました。 
 

 
 
 
キャッシュレス化の影響で、数枚のカード類や紙幣が収納できるコンパクトな「ミニマムウォレット」需要が増加。 
一方、従来の長財布より軽量化したいけれどお札は折りたくないという方も多く、そんな方には細見で長めの「スマート
ロング」が支持されています。気持ちも金運もあがりそうな華やかなカラーや装飾を施したキラキラ系が人気です。 

 
 
 

 
 
 
 

 

手のひらサイズのミニマムウォレット：ｍｕｎｅｋａｗａ税込 29,700 円      キラキラスマートロング：A.D.M.J税込 35,200円 ヒロコハヤシ税込 37,400 円 

 

 

 

吉日「天赦日」と「一粒万倍日」 財布売上が年々増加 

モノを大切に処分するサステナブルなマインドが定着 

人気の財布  超小型「ミニマムウォレット」 と イイトコ取りの「キラキラスマートロング」 

2021年 1月 財布を含む小物類 日別売上  


