
 

 

                        

2022年 3月 24日 

                     （一社）日本百貨店協会 

  

【阪急阪神百貨店】 

[阪急うめだ本店「第 5 回クッキーの魅力」（3/2～：9 階祝祭広場）] 

クッキーはどんどん楽しくなっている！約 90 種類が⼀堂に！ 

[阪急うめだ本店「春の九州物産大会」（3/9～：9 階催場）] 

九州の味と技が大集合！世界自然遺産の屋久島、奄美大島、徳之島の食や工芸も！ 

[阪神梅田本店「第 35 回阪神の質流れ品大バザール」（3/2～：8 階催場）] 

選りすぐりの 15 万点！有名ブランドバッグ・財布、高級時計、ブランドジュエリーなど 

新作、定番、新古品が続々！メンズの財布、ブランドウオッチ充実 

[阪急メンズ東京にスニーカーマニアの“基地”｢GINZA SNEAKER HILLS｣誕生（3/19～）] 

阪急メンズ東京は、3 月 19 日、8 階のフロア全体をスニーカーマニアのための新フロア

「GINZA SNEAKER HILLS 」に改装オープン。 

【東武百貨店】 

[お客様の声から生まれた物産展｢47 都道府県にっぽんのグルメショー｣初開催（3/10～）]  

東武百貨店池袋本店 8階催事場にて、「47都道府県にっぽんのグルメショー」を初開催。

47都道府県から、菓子・惣菜・弁当などの絶品グルメを一堂に展開。 

[第 42 回大鹿児島展」開催（3/17～）]  

鹿児島には「黒毛和牛＆黒豚」「茶ぶり」「さつまいも」など日本一がたくさん！東武百貨

店池袋本店 8階催事場にて「第 42回大鹿児島展」を開催。 

[2023 年東武のランドセル（4/1～）]  

東武百貨店池袋本店７階ランドセル売場にて、2023 年新入学に向けて約 92種類のランド

セルを 4月 1日から販売スタート。 

【高島屋】 

[髙島屋グループがショールーミングストア事業を開始]  

第 1 号店は、4月下旬に髙島屋新宿店 2階にオープン予定。将来的には、国内外の髙島屋 

の店舗に加え、ASEANを中心に髙島屋以外の店舗への出店もめざす。 

[「デニム回収キャンペーン」 スタート（4/6～）]  

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」の一 

環として、「デニム回収キャンペーン」を、「デニムスタイルラボ」(５店舗)にて実施。 

 [2023 年髙島屋のランドセル（店頭：3/2～（新宿店）、3/9～各店にて順次）]  

髙島屋では、2023年 4月の新入学に向けてランドセルのご注文承りをスタート。オンライ 

ンストアでは、3 月 16日より受注開始。 

【そごう・西武】 

[贅沢お花見弁当やイエ飲みオードブルを販売（3/18～）]  

そごう・西武各店では、桜の開花予想に合わせて、お花見におすすめのお弁当やオードブ

ルを各店の食品売場で販売。 

各社の直近の重点施策 



[ブランド横断でカラーが試せる売場登場（3/11～）]  

今年の春夏ファッションはカラーをテーマに提案。西武池袋本店とそごう横浜店では、ブ

ランド横断でカラー比較ができる特設売場を開設。 

[｢CHOOSEBASE  SHIBUYA｣Ｚ世代とＤ２Ｃブランドを繋ぐ新しいギフトストアを提案]  

｢CHOOSEBASE SHIBUYA｣は、３月からのテーマ変更にともない｢ギフト｣をコンセプトに

Ｚ世代とＤ2Ｃブランドをつなぐ新たなギフトストアを店頭とオンラインストアで提案。 

【小田急百貨店】 

[「アフリカン現代アート ティンガティンガ原画展」を開催（3/23～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11階催物場では、「アフリカン現代アート ティンガティンガ原 

画展」を開催。色鮮やかな作品、約 100点を展開する。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[Smile！DAIMARU 大丸下関店 リニューアル 2 周年記念祭（3/16～）] 

2020 年 3 月にリニューアルオープンした大丸下関店は、この春 2 周年。感謝の気持ちを

込めて「大丸下関店 リニューアル 2 周年記念祭」を全館にて開催。 

[下関市・東急ハンズ・大丸下関店 産業振興等に関する協定締結] 

相互に協力連携して取り組みを進めることで、下関市内の産業振興等を図ることを目的と

した協定を締結。 

[大丸心斎橋店「心斎橋はちみつプロジェクト」第二弾始動（3/16～）] 

環境や地域共生を考えた都市養蜂～大阪のど真ん中にミツバチたちが帰ってくる（大丸心

斎橋店本館屋上） 

[大丸心斎橋店×ドナルド・ロバートソン 原画チャリティオークション（3/16～）] 

大丸心斎橋店本館＜人気企画＞アートの力で街を元気に！「Sakura March」をテーマに

アートと桜の競演 

[大丸札幌店 HOKKAIDO いいモノいいコトマルシェ他（3/16～）] 

北海道の「イマ」だから牛乳・乳製品の消費応援！フードはモーモーグルメ。クラフト

は、春のオシャレにプラスワン。他 

[だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合「かこさとしの世界展」（3/5～）] 

松坂屋名古屋店では、2018 年に惜しまれつつこの世を去った絵本作家 かこさとしの展

覧会を開催。 

[2023 年度松坂屋のランドセル（3/9～）] 

松坂屋名古屋店では、松坂屋史上最速となるランドセル商戦がスタート。2022 年 3 月 9

日より本館 7 階特設売場、4 月 19 日以降は本館 5 階ランドセル売場にて展開。 

[名古屋匠土産・アリマツーケット開催（3/16～）] 

松坂屋名古屋店では、店舗を基点に、豊かな未来に向けた街づくりの実現を目指し、地域

のモノづくり文化に触れながら、「地域社会との共生」をテーマにしたイベントを開催。 

[「文具の博覧会」ハッピーペーパーマーケット開催（3/16～）] 

松坂屋名古屋店では、国内外から個性豊かな文具や紙雑貨をあつめた「紙好き」「文具好

き」のためのイベント「文具の博覧会」を開催。 

【三越伊勢丹】 

[伊勢丹新宿本店『デニム de ミライ ～ Denim Project ～』開幕（3/23～）]  

私らしいサステナビリティを選択できる未来を目指して。＜リーバイス® 501®＞のユーズ



ドストックをアップサイクルした 60ブランド 200型以上の多彩なアイテムが一堂に。 

[伊勢丹新宿本店「ダブルイーグル」リフレッシュオープン（3/23～）]  

3月 23日に＜ダブルイーグル パワードバイ イセタンゴルフ＞がリフレッシュオープン。 

20ブランド以上のウエアや、ツアープロが使用するゴルフギアも取扱う。 

[三越日本橋本店「三越 春の京呉服均一会」（2/22～）]  

“きものはじめ”も“ハレの日”も“街歩き”も。来年創業 350年を迎える三越ならでは

の、きものの祭典「三越 春の京呉服均一会」 

【松屋】 

[「東京クリエイティブサロン ～MY FAVORITE TOKYO～」（3/16～）]  

松屋銀座は、地域や民間企業が連携するイベント「東京クリエイティブサロン」に参加。

東京のものづくり職人やデザイナーの魅力を発信する。 

[『出張「銀座の男」市』 紳士服の名物催事 銀座を飛び出し富山で初開催！（4/1～）]  

松屋銀座で半世紀以上続く名物催事「銀座の男」市が、初めて東京を飛び出し、富山県に

出張する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
【阪急阪神百貨店】 

[阪急うめだ本店「第 5回クッキーの魅力」（3/2～：9階祝祭広場）] 

クッキーはどんどん楽しくなっている！約 90種類が⼀堂に！ 

今、クッキーはおやつ・おしゃれなギフトとして大人気。イベントでは、組み合わせる素材によ

ってさらに美味しさが増すクッキーを特集。また、新感覚のスイーツに進化したクッキーも登

場。さらに、クッキーを通じ、人と社会のつながりに幸せを！という想いの“Good Harmony ク

ッキー”をご紹介。（3月 2日～14日/9階祝祭広場） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/cookie/index.html  （リリース） 

[阪急うめだ本店「春の九州物産大会」（3/9～：9階催場）] 

九州の味と技が大集合！世界自然遺産の屋久島、奄美大島、徳之島の食や工芸も！ 

九州の味と、技が集まる人気の「九州物産大会」。今回は、世界自然遺産に登録されている

屋久島・徳之島・奄美大島の魅力をクローズアップし、自然との調和から生み出されたアイ

テムを紹介。（3月 9日～14日/9階催場） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/kyushu/index.html （リリース） 

[阪神梅田本店「第 35回阪神の質流れ品大バザール」（3/2～：8階催場）] 

選りすぐりの 15 万点！有名ブランドバッグ・財布、高級時計、ブランドジュエリーなど新作、

定番、新古品が続々！メンズの財布、ブランドウオッチ充実 

（3月 2日～14日/8階催場） 

[阪急メンズ東京にスニーカーマニアの“基地”｢GINZA SNEAKER HILLS｣誕生（3/19～）] 

阪急メンズ東京は、3 月 19 日、8 階のフロア全体をスニーカーマニアのための新フロア

「GINZA SNEAKER HILLS 」に改装オープン。 

｢GINZA SNEAKER HILLS｣（3月 19日オープン、阪急メンズ東京 8階、95坪） 

機能：〈MARKET〉新古品・中古品の販売、買い取り、〈MUSEUM〉歴史を感じられる展示な

どを行うイベントスペース、〈SCHOOL〉ペイントやカスタムなどのワークショップを開催、

〈HOSPITAL〉修理、クリーニングメニューの承り （リリース） 

 

【東武百貨店】 
[お客様の声から生まれた物産展｢47都道府県にっぽんのグルメショー｣初開催（3/10～）]  

東武百貨店池袋本店 8 階催事場にて、「47 都道府県にっぽんのグルメショー」を初開催。

47都道府県から、菓子・惣菜・弁当などの絶品グルメを一堂に展開。 

会場では、47 都道府県からの絶品グルメを、初出店 13 店舗を含む、計約 60 店舗が一堂

に展開。東武限定品や、ここでしか購入できない味も取り揃えた他、JAL との取り組みとし

て、特産品を空輸し販売。実演販売は 14店舗、出来たての商品を購入できる。 （リリース） 

[第 42 回大鹿児島展」開催（3/17～）]  

鹿児島には「黒毛和牛＆黒豚」「茶ぶり」「さつまいも」など日本一がたくさん！東武百貨店

池袋本店 8階催事場にて「第 42回大鹿児島展」を開催。 

食 53 店舗、工芸 18 店舗の計 71 店舗(実演 14 店舗/初出店 3 店舗）が一堂に集う。食の

店舗では、「黒毛和牛＆黒豚」、「茶ぶり」、「さつまいも」などを使用した東武限定弁当や、こ

の時期ならではの旬の鹿児島県産「いちご」を使用した東武限定スイーツを展開。安全対策

を講じたイートインスペースでは、県産さつまいもやいちごを使用した限定のパフェ・かき氷・

アイスを提供。 （リリース） 

[2023年東武のランドセル（4/1～）]  

東武百貨店池袋本店７階ランドセル売場にて、2023年新入学に向けて約 92種類のランド

セルを 4月 1日から販売スタート。 

本年は 1 ヶ月早く 2023 年のランドセルカタログをご案内。2023 年は注目色の「パステル」

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


や「シルバー」のランドセルを展開する。タブレットやノートパソコン収納ポケットは、昨年取り

扱いをしていなかった「A4 サイズ」まで入るデザインが登場。また、例年人気の軽量ランド

セルでは「約 980ｇ」の最軽量を新しくご提案。 （リリース） 

 

【髙島屋】 

[髙島屋グループがショールーミングストア事業を開始]  

第 1 号店は、4 月下旬に髙島屋新宿店 2 階にオープン予定。将来的には、国内外の髙島

屋の店舗に加え、ASEANを中心に髙島屋以外の店舗への出店もめざす。 

百貨店ならではの接客サービス、ギフト機能を充実させた専用オンラインサイト、D2C 企業

を中心とした従来の百貨店にはない品揃えを実現することで、百貨店になじみのないお客

様との接点を獲得するとともに、お客様に新しい価値を提案する。（リリース） 

[「デニム回収キャンペーン」 スタート（4/6～）]  

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」の一 

環として、「デニム回収キャンペーン」を、「デニムスタイルラボ」(５店舗)にて実施。 

髙島屋での購入品に限らず、お客様の不要のデニム衣料品を店頭で回収。回収したデニ

ムは、パートナーシップを組むクラボウのアップサイクルシステム「L∞PLUS」を通して、再

生デニムに生まれ変わり、2023年春に髙島屋の新作アイテムとして販売する。（リリース）  

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

rce=pr_central_210314  

[2023年髙島屋のランドセル（店頭：3/2～（新宿店）、3/9～各店にて順次）]  

髙島屋では、2023年 4月の新入学に向けてランドセルのご注文承りをスタート。オンライ 

ンストアでは、3月 16日より受注開始。 

各店約 240 型のランドセルを取り揃える他、ますます増加するネット需要に対応し、髙島屋

オンラインストアでは約 750 種類のランドセルを揃える。また、髙島屋ランドセル YouTube 

チャンネルも開設、様々な角度からランドセルに関する情報を動画でわかりやすく発信する。 

（リリース） 

 

【そごう・西武】 
[贅沢お花見弁当やイエ飲みオードブルを販売（3/18～）]  

そごう・西武各店では、桜の開花予想に合わせて、お花見におすすめのお弁当やオードブ

ルを各店の食品売場で販売。 

桜の開花予想に合わせて、３月１８日～４月２０日の期間、お花見におすすめのお弁当やオ

ードブルを販売する。お酒は控えていつもよりちょっと贅沢なお弁当や、イエ飲みにおすす

めのオードブルなど、お客様のニーズに合わせたお花見スタイルを提案する。 （リリース） 

[ブランド横断でカラーが試せる売場登場（3/11～）]  

今年の春夏ファッションはカラーをテーマに提案。西武池袋本店とそごう横浜店では、ブラ

ンド横断でカラー比較ができる特設売場を開設。 

複数のブランドを取りそろえる百貨店の特徴を活かし、ブランドを横断した春夏のカラーファ

ッションを提案する。 

 【「Ｉｎｔｏ Ｓｐｒｉｎｇ！カラーがわたしを変える！」概要】 
■会期：３月１１日～４月５日、■展開店舗：そごう・西武８店舗、 

■特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/seasonal-recommendations/ （リリース） 

[｢CHOOSEBASE SHIBUYA｣Ｚ世代とＤ２Ｃブランドを繋ぐ新しいギフトストアを提案]  

｢CHOOSEBASE SHIBUYA｣は、３月からのテーマ変更にともない「ギフト」をコンセプトに

Ｚ世代とＤ2Ｃブランドをつなぐ新たなギフトストアを店頭とオンラインストアで提案。 

「Ｄ2Ｃブランドの商品が手に取れる」「オンラインとオフラインの融合」「商品の背景を伝える

仕組み」と合わせて「色」をキーワードにギフトの選び方、贈り方を提案する要素を追加。店

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html/?utm_source=pr_central_210314
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html/?utm_source=pr_central_210314
https://www.sogo-seibu.jp/seasonal-recommendations/


内装飾も一新し｢CHOOSEBASE SHIBUYA｣にしかできないギフトストアを提案することで、

お客さまとブランドとの接点を増やし、新たな出会いや気づきの場を提供する。 （リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[「アフリカン現代アート ティンガティンガ原画展」を開催（3/23～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、「アフリカン現代アート ティンガティンガ原画

展」を開催。色鮮やかな作品、約 100点を展開する。 

アフリカ直輸入の布やコーヒー、雑貨も販売するほか、週末にはワークショップを実施。春休

みの機会を利用して、家族でアフリカの文化に触れながら、アート体験を楽しめる。 

※ティンガティンガアート：1960 年代末、タンザニアで発祥した絵画スタイル。サバンナの動物や豊

かな自然、人々の暮らしを、現地ティンガティンガ芸術村で活躍する約 100 名のアーティストたちが 

6色のペンキを使って描き出す、アフリカを代表する現代アート。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[Smile！DAIMARU 大丸下関店 リニューアル 2周年記念祭（3/16～）] 

2020 年 3 月にリニューアルオープンした大丸下関店は、この春 2 周年。感謝の気持ちを

込めて「大丸下関店 リニューアル 2周年記念祭」を全館にて開催。 

物産展「全国大グルメ博」をはじめ、スーツ型作業着発祥として話題の「ＷＷＳワークウェアス

ーツ」期間限定ショップ、「京都 北山 マールブランシュ」「治一郎」など人気の和洋菓子お

取り寄せやキッチンカー出店販売など多彩なイベント・フェアでリニューアル 2周年を盛り上 

げる。（リリース） 

[下関市・東急ハンズ・大丸下関店 産業振興等に関する協定締結] 

相互に協力連携して取り組みを進めることで、下関市内の産業振興等を図ることを目的とし

た協定を締結。 

下関市、株式会社東急ハンズ、株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店は、それぞれが有

する情報・ネットワーク・ノウハウなどの経営資源を有効に活用し、相互に協力連携して取り

組みを進めることにより、下関市内の産業振興等を図ることを目的とした協定を締結した。（リ

リース） 

[大丸心斎橋店「心斎橋はちみつプロジェクト」第二弾始動（3/16～）] 

環境や地域共生を考えた都市養蜂～大阪のど真ん中にミツバチたちが帰ってくる（大丸心

斎橋店本館屋上） 

2021 年からスタートした「心斎橋はちみつプロジェクト」の第二弾が始動。今年も「環境保

全・地域との共生」を目的にしながら、養蜂活動を体験いただく機会を増やすべく、新たな

取り組みにも挑戦する。（リリース） 

[大丸心斎橋店×ドナルド・ロバートソン 原画チャリティオークション（3/16～）] 

大丸心斎橋店本館＜人気企画＞アートの力で街を元気に！「Sakura March」をテーマに

アートと桜の競演 

ドナルド・ロバートソンが大丸心斎橋店のために製作した「Sakura March」の原画を心斎橋

筋商店街側ショーウインドウに展示。WEBチャリティオークションにも出品し、落札額は大阪

の芸術を支援する「なにわの芸術応援募金」に寄付。館内の装飾もドナルド・ロバートソンの

アートと桜で各階を演出する。（3/16～4/8）（リリース） 

[大丸札幌店 HOKKAIDOいいモノいいコトマルシェ他（3/16～）] 

北海道の「イマ」だから牛乳・乳製品の消費応援！フードはモーモーグルメ。クラフトは、春

のオシャレにプラスワン。他 

フーズ部門の注目は「モーモーグルメ」。年末年始の処理不可能生乳の発生は回避された

が、学校が春休みになる年度末を迎え、牛乳の消費動向は不安定。大丸札幌店では、消費

拡大に貢献するため、牛乳や乳製品、牛肉に注目した「モーモーグルメ」をクローズアップ。



クラフト部門からは春のスタイリングにおすすめのアイテムが多彩に揃う。他（リリース） 

[だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合「かこさとしの世界展」（3/5～）] 

松坂屋名古屋店では、2018 年に惜しまれつつこの世を去った絵本作家 かこさとしの展

覧会を開催。 

「だるまちゃん」シリーズをはじめ、数々の絵本を生み出してきたかこさとし。600 冊を超える

著作の題材は、身近な自然や宇宙、絵画や歴史、健康にいたるまで多岐にわたる。本展で

は、『かわ』や『地球』など科学絵本、人気の「だるまちゃん」シリーズ、「からすのパンやさん」

シリーズの原画や下絵、資料などを展示し、かこさとしの創作のひみつに迫る。（リリース） 

[2023年度松坂屋のランドセル（3/9～）] 

松坂屋名古屋店では、松坂屋史上最速となるランドセル商戦がスタート。2022年 3月 9日

より本館 7階特設売場、4月 19日以降は本館 5 階ランドセル売場にて展開。 

お子様へのランドセル選びは年々早まっており、昨年から更に 1週間早い 3月 9日より承り

を開始。昨年に続き、広い会場でご家族 3世代でも安心してランドセル選びが可能。会場に

は約 380点のランドセルを展示し、4月 19日以降は、本館 5階ランドセル売場で約 470点

まで拡大して展開する。（リリース） 

[名古屋匠土産・アリマツーケット開催（3/16～）] 

松坂屋名古屋店では、店舗を基点に、豊かな未来に向けた街づくりの実現を目指し、地域

のモノづくり文化に触れながら、「地域社会との共生」をテーマにしたイベントを開催。 

会場では、名古屋商工会議所が名古屋のモノ作り文化を発信するために立ち上げた、地元

企業の持つ優れた「匠の技」を活用し、新たな土産品の開発を目指すプロジェクト「名古屋

匠土産」と名古屋市緑区有松で有松天満社一帯を拠点に定期開催されているものづくり文

化に触れる体験型マーケット 「アリマツーケット」 を同時開催。新しい名古屋の和菓子土産

「なごや菓八菓」 も名古屋店に初出店。（リリース） 

[「文具の博覧会」ハッピーペーパーマーケット開催（3/16～）] 

松坂屋名古屋店では、国内外から個性豊かな文具や紙雑貨をあつめた「紙好き」「文具好

き」のためのイベント「文具の博覧会」を開催。 

国内外の大手メーカーを含む、作家やクリエイターが作った文房具などを 59 ブランド・約 

6000 種類の圧倒的なボリュームで販売。その場で好みに合わせて色や柄をオーダー出来

るオリジナル文具の販売や、ワークショップイベントも開催。ご当地ブランドとして愛知・岐阜

を拠点に活動している企業・作家 12ブランドも参加。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[伊勢丹新宿本店『デニム de ミライ ～ Denim Project ～』開幕（3/23～）]  

私らしいサステナビリティを選択できる未来を目指して。＜リーバイス® 501®＞のユーズド

ストックをアップサイクルした 60ブランド 200型以上の多彩なアイテムが一堂に。 

「新しいファッションを発信したい、ファッションの高揚感を届けたい。」という想いは変わらず

大切にしながら、それを未来へ繋げていくためのチャレンジ。小売 6 社がタッグを組み、株

式会社ヤマサワプレスが所有する＜リーバイス® 501®＞のユーズドストックを、国内外の 60

以上のブランドやクリエーター、アーティストの手を介し 200 型以上の多彩なアイテムにアッ

プサイクルし、本館・メンズ館の全 11拠点にて展開する。（3月 23日～4月 5日） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000008372.html 

[伊勢丹新宿本店「ダブルイーグル」リフレッシュオープン（3/23～）]  

3月 23日に＜ダブルイーグル パワードバイ イセタンゴルフ＞がリフレッシュオープン。 

20ブランド以上のウエアや、ツアープロが使用するゴルフギアも取扱う。 

パークシティイセタン 5・2階（現イセタンスポーツゲート）をリフレッシュオープン。昨今のゴル

フ市場の高まりを受け、売場の全面積を使用し、国内外のさまざまなゴルフブランドを展開

する、ゼビオグループが運営するセレクトショップ＜ダブルイーグル＞と、三越伊勢丹の強

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000008372.html


みである幅広いコンテンツ力を活かした新しいゴルフのセレクトショップ＜ダブルイーグル 

パワードバイ イセタンゴルフ＞がオープン。ファッション性の高いゴルフウェアが 20 ブランド

以上揃い、ゴルフクラブなどのギアも本格的に取扱う。（3月 23日～） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002118.000008372.html 

[三越日本橋本店「三越 春の京呉服均一会」（2/22～）]  

“きものはじめ”も“ハレの日”も“街歩き”も。来年創業 350 年を迎える三越ならではの、き

ものの祭典「三越 春の京呉服均一会」 

三越の良質なきものをわかりやすい料金設定で多数取り揃え、きもの初心者の方にも、選び

方からコーディネート、寸法、お手入れのことまでなんでもご相談いただける「三越 春の京

呉服均一会」を日本橋三越本店本館 4階で開催。（3月 16日～3月 29日） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002114.000008372.html 

 

【松屋】 
[「東京クリエイティブサロン ～MY FAVORITE TOKYO～」（3/16～）]  

松屋銀座は、地域や民間企業が連携するイベント「東京クリエイティブサロン」に参加。東

京のものづくり職人やデザイナーの魅力を発信する。 

第 3 回となる今回は「MY FAVORITE TOKYO」をテーマに、松屋がキュレーターとなり独

自のフィルターを通して「新しい価値がある」と厳選した東京発のアイテムを発信。 

【ターゲット】 東京および首都圏在住のフリー客、特に 20代～30代のミレニアル世代 

【目的】 東京だからこそ体験できる、買うことができる商品やイベント、情報を発信することで東京の

良さを改めて知り、新たな「お気に入り」を見つける機会を創出する。 

[『出張「銀座の男」市』 紳士服の名物催事 銀座を飛び出し富山で初開催！（4/1～）]  

松屋銀座で半世紀以上続く名物催事「銀座の男」市が、初めて東京を飛び出し、富山県

に出張する。 

働き方改革やコロナ禍における生活様式の変化から、ビジネスマンの必需品であったスー

ツの需要が減少する中、スーツ着用率の高い地方にコンテンツとして出向くことで、売上の

確保と、地方に店舗の無い松屋の知名度向上を目指す。 

【催事概要】■催事名 「銀座の男」市、■会期 4月 1日～4日（4日間）、■会場 富山大和 6階ホ

ール、■会場面積 約 200坪、■展開スーツ 約 2500着、■売上目標 1000万円 （リリース） 

                                       以上 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002118.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002114.000008372.html
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 クッキーはどんどん楽しくなっている！約90種類が⼀堂に！ 

 「第５回 クッキーの魅⼒」 
 3⽉2⽇（⽔）〜14⽇（⽉） ９階 祝祭広場   ※オンライン販売は下欄ホームページをご参照下さい。 

 ここ数年SNSを通じてクッキーそのものやパッケージを楽しむことが益々広がり、今では、クッ 
 キーはおやつ・おしゃれなギフトとして⼤⼈気です。作り⼿も⾃らのこだわりを主張した商品と 
 してどんどん進化させ、クッキーそのものも多彩に。今イベントでは  、組み合わせる素材によって 
 さらに美味しさが増すクッキーを、８⽇（⽕）まではナッツ、９⽇（⽔）からはクリームとの組み 
 合わせで特集。また、新感覚のスイーツに進化したクッキーも登場します。  さらに、  クッキーを 
 通じ、⼈と社会のつながりに幸せを！という想いの�Good  Harmony クッキー”  をご紹介。サス  テ 
 ナブルな社会への意識が⾼まる中、SDGsの⽬標に具体的に取り組むシェフたちのクッキーです。 

 ■互いの美味しさを引き出すクッキーとの組み合わせ“ナッツ”と“クリーム” 

 創業100余年の⾖菓⼦メーカーが 
 ⼿掛ける新ブランド。 
   
 ◯兵庫「ナッツラボ」 
 ※８⽇（⽕）まで 
 ナッツクッキーアソート 
 （24枚⼊）2,501円 

 ⼝どけなめらかな⽣キャラメルと 
 ラムレーズンのバターサンド。 

 ◯兵庫「プノール」 
 ※９⽇（⽔）から 
 キャラメル専⾨店が贈るレーズン 
 バターサンド 
 （6個⼊）3,501円 

 ■クッキーが進化した新感覚スイーツ   ■パッケージに⼼惹かれる 

 フレンチシェフがフランスの 

 伝統菓⼦をアレンジし、考案 

 した新しいスイーツ。 

 ◯兵庫「たかやマルシェ」 
 AOPバターのガレッタルト 
 ２種のチーズと⾼知県産ゆず 
 ピュレ（１個）651円 
                

 デザイナー丸⼭敬太の今話題のクッ 
 キー⽸。全4種類をオンライン 
 にて事前予約販売。 
 ◯「ケイタ マルヤマ」 
 Oriwntal Flower（44枚⼊）4,860円 
 ※会場お受取りは今イベント会期中 
 ご予約はお受取り３⽇前まで。 
 ※会場での販売はございません  。 

 ■⼈と社会をクッキーを通じてつなげる「Good  Harmony  クッキー」 

 フレンチレストラン「ル・クロ」 

 シェフ黒岩功が、福祉とともに働 

 く環境づくりを⽬指して福祉事業所 
 を開設。障がいを持つスタッフが 
 シェフ監修のレシピで焼き上げた 
 クッキー。    
 ◯⼤阪「ル‧クロ」※8⽇（⽕） 
 まで （左から）クッキーグルテン 
 フリー810円、 クッキー詰合せ 

             （16枚⼊）1,620円         

 お⽶の焼き菓⼦専⾨店「パヴェアル    
 チザン芦屋本店」が、福祉事業所や 
 企業と共にお菓⼦作りで⼈々が共に 
 ⽀え合う社会を⽬指す。今回は 
 奈良・兵庫にある3つの事業所と 
 共に。 
 ◯兵庫「バトン」※9⽇（⽔）から 
 （上から）お⽶のチャンククッキー 
 お⽶のブールドネージュ      

           （各100gあたり）各699円 

 その他、世界12カ国23ブランド「ワールドトラベルクッキー」の多彩なクッキーなども！ 
 詳細情報はホームページでご確認ください。  https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/cookie/index.html 

 【お問合せ先】 

 株式会社 阪急阪神百貨店  阪急本店  広報担当 Tel：06-6313-9227 E-mail：  hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp 
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 世界⾃然遺産の屋久島、奄美⼤島、徳之島の  ⾷や⼯芸も！ 

 九州の味と技が⼤集合 
 「春の九州物産⼤会」 

 2022年3⽉9⽇(⽔)〜14⽇(⽉)  / 9階催場 
  九州の味と、技が集まる⼈気の「九州物産⼤会」。今回は、世界⾃然遺産に登録されている 

 屋久島・徳之島・奄美⼤島の魅⼒をクローズアップし、⾃然との調和から⽣み出されたアイテ 

 ムを紹介。その他、九州7県の⼈気のグルメやさつまいもスイーツ、伝統を⼤切にしながらも 

 新しさを取り⼊れたアイテムなど約80店舗が登場します。コロナ禍で気軽に旅に⾏けない今、 

 九州への旅気分を味わえるイベントです。 
 ※⼀部、九州以外で⽣産、また九州以外の原材料を使⽤した商品がございます。 

 ■屋久島、奄美⼤島、徳之島の美味しいもの、美しいもの 
 ◯1993年に⽇本で初めて世界⾃然遺産に登録された屋久島。⾃然との調和から⽣まれた⾷と 
  ⼯芸品 

 増殖し過ぎて植⽣被害や森林⽣態系への影響があることか 

 ら捕獲されたヤクシカのジビエ料理。⾼い栄養素を含んで 

 おり、鮮度を⼤切にしたその⾁質は柔らかで臭みがなく旨 

 いと評判。 
 屋久島「屋久⿅ジビエ王国」 

 ヤクシカロースソテー(120g) 1,801円 

 ⼤⾃然の素晴らしい森に⽣息する苔を⽇常で楽しむ苔⽟が登場。 

 屋久島のガジュマルの⽊を苔⽟に。屋久島の⾃然をおうちでも楽 

 しめる。 
 屋久島 ｢ヒュッテフォーマサンヒロ」 
 カジュマル苔⽟(1個) 2,970円 

 島の⾵景を表現した屋久島焼を紹介。 

 海岸に打ち上げられた珊瑚を灰にし釉薬に。⾃然から⽣ま 

 れた屋久島ブルーの器。 
 屋久島「屋久島焼 新⼋野窯 」 

 ⽫(直径約15cm) 1,980円 
 汲出し碗(直径約9cm) 1,980円 

 ◯昨年7⽉に世界⾃然遺産登録された奄美⼤島の郷⼟料理 鶏飯や徳之島のみやげ物 

 奄美鶏飯は⿅児島・奄美⼤島の代表的な郷⼟料理で、江⼾時代には 

 薩摩の役⼈をもてなすために⽤いられた奄美⼤島の郷⼟料理“鶏 

 飯”。⿅児島の銘店が作る、鶏だしで楽しむお茶漬けタイプ。 

  ⿅児島「奄美の⾥ 花ん華」 
  奄美鶏飯(1⼈前) 850円 



 旅⾏気分でお⼟産を選べる特産品マルシェ。 

 徳之島、奄美⼤島を含めた奄美群島の特産品や“島じゅ 

 うり”といわれる島料理など多彩に。 
 「奄美群島マルシェ」  徳之島豚咖喱(200g)701円 

 ヤギミルクアイス 各432円など 

 ■物産展の名物 ラーメンは、福岡県の「麺屋我ガ」が登場 
 福岡県⼩郡市にあるラーメン店。スープとのベストマッチを 

 考えて配合した、⾃家製麺に、独⾃の製法で21時間以上かけ 

 てじっくり炊き込んだスープは臭みがなくまろやかでクリー 

 ミーな仕上がりの豚⾻ラーメン。 

 会場限定スペシャルラーメンもご⽤意。          

               福岡 「麺屋我ガ」 

 スペシャルラーメン(1杯)901円 
   

 ■地元で⼈気のグルメ 

 佐世保に駐留していた⽶兵が⽇本にもたらしたといわれる 

 ハンバーガー。厚切りベーコンにパテ3枚、⽢めのオリジナ 

 ルマヨネーズが決め⼿。 

 ⻑崎「バーガーショップ ベルビーチ」 
 トリプルモンスターバーガー(1個) 1,620円 

 博多といえばとり⽪。⼿間ひまかけて脂を落とすことで秘伝の 

 タレが染み込んだとり⽪。 

 福岡「とり⽪ お市」 
 とり⽪ぐるぐる(1本) 180円 

 世界遺産沖ノ島で知られる宗像の福岡県下⼀の⽔揚げを誇る 

 “宗像あなご”。ふっくらと焼き上げて2種の弁当に。 

 福岡「料亭 かのこゆり」 
 極みあなご飯弁当 

 (1⼈前、煮炙り‧⽩焼の相盛) 
 2,160円[各⽇限定100］ 



 ■⼈気のさつまいもスイーツに注⽬ 

 最⾼の⼲し芋が作りたくて、サツマイモ農家に。⾃分たちで作った 

 さつまいもをしっかり蒸して、丁寧に乾燥させた⼲しいも。 

 ⼤分「いもや吉」 
 平⼲し芋（100ｇ）670円、丸⼲し芋（130g） 778円 

 熊本名物のいきなり団⼦。⽣地はもっちり。芋は本来の⽢さを引き出 

 すために40⽇間熟成。 

 熊本「芋屋⻑兵衛」 
 いきなり団⼦(プレーン、桜、紫芋、よもぎ、黒糖 ) 各162円 

 福岡で⼈気のソフトかりんとう。九州産のさつまいもを低温で 

 ⼀度、⾼温で2度揚げたこだわりぶり。 

 福岡「さかえや」 
 ソフトかりんとう（1袋、300ｇ）1,080円 

 ■伝統の中にも⾰新があるクラフト 

 400年の歴史を誇る焼き物“波佐⾒焼“。伝統の技を守り、チャレンジ 

 する窯。 

 ⻑崎「⻄⼭窯」⼤⽫(直径約11cm) 1,980円など 

 福岡県⼋⼥市で盆提灯を⼿掛ける｢シラキ⼯芸」。若い⼥性職⼈が技 

 術を受け継ぎ、新しい提灯づくりに挑戦中。 
 福岡「ちょうちん堂 “ココラン”」 

 ちょうちんインテリアランプ 
 (お相撲さん、約幅14×⾼さ14cm ) 4,400円 など 

 歴史ある久留⽶絣を⽇常で楽しめるデザインに。 

 福岡「わの栞」 
 久留⽶絣のふんわりストール(コットン100% ) 5,500円 



 

 

２０２２年３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 

 

阪急メンズ東京にスニーカーマニアの“基地”が誕生 

「GINZA SNEAKER HILLS」が３月１９日にオープン 
 

阪急メンズ東京は、３月１９日(土)に、８階のフロア全体をスニーカーマニアのための新フロア「GINZA 

SNEAKER HILLS」に改装オープンします。  

「GINZA SNEAKER HILLS」は、スニーカーマニアが集う“基地”をコンセプトに、〈MARKET〉〈MUSEUM〉

〈SCHOOL〉〈HOSPITAL〉の４つの機能で構成され、百貨店としては珍しい新古品・中古品の販売・買い取り

から、修理、リメイク、カスタマイズまで、スニーカーにまつわる多様なサービスを提供します。販売して完結

するのではなく、長く履くためのお手入れワークショップの開催や、履かなくなった靴を捨てずに済むよう二

次流通の環境を整えることで、循環型社会の実現にも貢献します。 

 

「GINZA SNEAKER HILLS」 

開設日 ： ２０２２年３月１９日（土） 

場 所 ： 阪急メンズ東京 ８階 (東京都千代田区有楽町2丁目5番1号) 

広 さ ： ９５坪   

機 能 ： 〈MARKET 〉  新古品・中古品の販売、買い取り 

〈MUSEUM〉  歴史を感じられる展示などを行うイベントスペース 

〈SCHOOL〉  ペイントやカスタムなどのワークショップを開催 

〈HOSPITAL〉 修理、クリーニングメニューの承り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

＜この件に関するお問い合わせ

先＞ 



 

 

参考資料 機能の詳細 

＜SNEAKER MARKET＞ 

SNEAKER MARKET BY KOMEHYO。日本最大級のリユースデ

パートを展開する株式会社コメ兵が手掛ける、初のスニーカー専

門店。全国で買い取りされた商品から選りすぐりのスニーカーを圧

倒的な商品量で展示販売します。「NIKE」を中心に、入手困難な

レアスニーカー、トレンドスニーカーなど 500足以上のスニーカー

を展開します。以前欲しかったスニーカー、過去の名作スニーカ

ーなどリユースでしか出会えない良質なスニーカーを揃え、見る

だけでも楽しめる空間です。また、買い取りサービスも展開し、長

年リユースに携わってきた経験を基に、知識の豊富なスタッフが

お客様の大切なスニーカーを⼀点⼀点丁寧に査定、適正な買取

価格を提示いたします。 

 

 

＜SNEAKER MUSEUM＞ 

歴史的な背景やストーリーを感じられる展示やイベントを開催しま

す。杮落しイベントは、「スニーカーの歴史 50年を駆け抜ける」を

テーマに、年代ごとの代表的なモデルを展示します。 

その他、フロア内には「FORE FOOT」※１の直営自動販売機や、展

示を見ながらくつろげるように AIカフェロボット「root C」※２を設置。 

※１：2021年 3月創設のクリエイティブチーム。ディレクターに 「AIR MAX1

『TOKYO MAZE』」デザイナー宅万勇太氏を迎え、ものづくりから企画まで幅広

い活動を行う。『ヒールプロテクター守』が年間出荷 3万個を超える大ヒット。 

※２：アプリで時間と受け取り場所を指定し、完全無人・非接触でコーヒーを受け

取ることができる AIカフェロボット。パーソナライズ診断を利⽤して、ライフスタイ 

ルや嗜好に合わせたコーヒーをご提案します。 

 

 

＜SNEAKER HOSPITAL & SCHOOL＞ 

大切なスニーカーを長く愛用するためのお手伝いや、履けなくな

ったスニーカーを再構築・昇華し新たな価値を生み出します。

【Customize Service】【School &Experience】【Repair &Cleaning】をキ

ーワードに、カスタムスニーカーカルチャーを銀座より発信しま

す。 

 

【Customize Service】 

スワロフスキーやレザーマテリアルを使ったカスタムデザインの提案

やペイント、ソールの変更など。靴作り、靴修理、ペイントの 3 方向

からカスタムを行うことが可能です。 

【School &Experience】 

スニーカーペイントスクールを行い、ものづくりの楽しさや、喜び、感

動の体験を提供します。 

【Repair &Cleaning】 

大切なスニーカーを修理し、長く使い続けていけるメンテナンスリペ

ア及びクリーニング。 



 

 
株式会社 東武百貨店 

 

2022年 3月 4日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、3月 10日（木）から 15日（火）まで、8階催事場にて、「47都道府県にっ

ぽんのグルメショー」を初めて開催します。お客様から「1 度に全国のお店が回れるとうれしい」、「旅行にいけたら

味わえるようなものが買えるとうれしい」というお声をいただきました。コロナ禍で、なかなか旅行に行けず、旅行気分

を味わいたいという方が多くいらっしゃいます。そこで、会場では、47 都道府県から菓子・惣菜・弁当などの絶品グ

ルメを、初出店 13店舗を含む、計約 60店舗を一堂に展開します。東武限定品もあり、ここでしか購入できない

味も取り揃えています。また、JAL との取り組みとして、特産品を空輸し販売します。 

■実演販売もあり、現地の味を目でも楽しめる！ 
 実演販売は、14店舗あり、出来たての商品を購入できます。 

 

 

 

 

 

 

 

■JALがマルシェを池袋東武に初出店 客室乗務員が朝採れいちご・野菜などを紹介 
期間中、地域活性化に取り組む「JAL ふるさと応援隊」の客室乗務員が、制服を着用して 

商品のご紹介をします。 

目玉① 中国・四国エリアで人気の野菜を飛行機で直送して販売！ 

目玉② 香川県で朝採れたいちごを飛行機で直送し販売！ 

→３月 10日(木)午後 3時から「森のいちご」の『完熟さぬき姫』を数量限定で販売。 

目玉③ 「ロンドン酒チャレンジ」2年連続最高賞受賞の日本酒、つくりたて新酒を東武初出品！ 

      →3月 11日(金)午後 3時から数量限定で「蔵人の自慢酒 純米吟醸」を販売。 

※上記②③は、天候によるフライト時間の変更などにより、未入荷や入荷が遅れる場合があります。 

 

※まん延防止等重点措置延長につき、引き続きお客様インタビューはご遠慮いただいております。 
※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 
 
 
 
 
 

 

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 荒井・千原 直通℡：03-5951-5210 

News Release 
 

お客様の声から生まれた物産展！47都道府県の味が一堂に集結！ 
「47都道府県にっぽんのグルメショー」初開催 

 
 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場 

 

東武限定品 実演  

山形【米沢 琥珀堂】 

米沢牛ステーキ＆ハンバーグ弁当 

（1 折）2,916 円〈各日販売予定 50 点〉  

米沢に本店を構える琥珀堂は、 

地元食材にこだわるお店。山形県 

が誇る米沢牛を使ったステーキと 

ハンバーグのどちらも味わえる弁当。 

実演 大阪【大阪玉出 会津屋】 

元祖たこ焼き 小箱 

（12個入）580円 

和風だしで味付けした生地に 

タコの旨み。そのままで美味しい、 

冷めても美味しいたこ焼き。 

初出店 実演  

福岡【かわ屋】 

とり皮串 （10本入） 

1,801円 

鳥の首の皮だけを丁寧に巻き 

つけた「とり皮串」。焼いては 

寝かす秘伝製法で、脂を落と

して旨味を凝縮した逸品。 

東武限定品 実演  

京都【笹屋昌園】 

本わらび餅 特選極み 宇治抹茶 貴長 

（200g）1,601円 

〈各日販売予定 60点〉 

宇治抹茶「貴長」を使った 

本わらび餅は本催事の為に 

特別につくられた東武限定品。 

※画像はイメージです 

〈概要〉 

タ イ ト ル：「47都道府県にっぽんのグルメショー」      場 所：東武百貨店 池袋本店 ８階催事場（約310坪） 

期 間：2022年 3月 10日（木）～15日（火） 営業時間：午前 10時 30分～午後 7時 

 



 
株式会社 東武百貨店 

 

2022 年 3 月 11 日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、3 月 17 日(木)～22 日(火)の 6 日間 8 階催事場にて「第 42 回大鹿児島展」を開催

します。食 53 店舗、工芸 18 店舗の計 71 店舗(実演 14 店舗/初出店 3 店舗）が一堂に集います。 

食の店舗では、日本一の産出額や収穫量を誇る「黒毛和牛＆黒豚」、「茶ぶり(養殖)」、「さつまいも」などを使用した東武

限定弁当やこの時期ならではの旬の鹿児島県産「いちご」を使用した東武限定スイーツを展開します。安全対策を講じた

イートインスペースでは、県産さつまいもやいちごを使用した限定のパフェ・かき氷・アイスを提供いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

鹿児島には「黒毛和牛＆黒豚」「茶ぶり」「さつまいも」など日本一がたくさん！ 

「第 42 回大鹿児島展」 3 月 17 日（木）から開催！ 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場・地下 1 階 3 番地 コンコース 
 

 

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

広報部 広報課 崎田・千原 直通℡：03-5951-5210 

＜概要＞  https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/4580/ 
タ イ ト ル ：第 42 回 大鹿児島展  
場   所 ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 350 坪)、地下 1 階 3 番地 コンコース 
期   間 ：2022 年 3 月 17 日(木)～22 日(火) 
営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時(8 階催事場)、午前 10 時～午後 8 時(地下 1 階 3 番地 コンコース) 
        ※イートインは閉場の 30 分前がラストオーダーとなります。 
 

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

＊ 出典：鹿児島県統計課(2021)『鹿児島県民手帳・2022 年版』鹿児島県統計協会  

 

 

出水市 【松栄軒】 

鹿児島黒毛和牛サーロインステーキ& 

鹿児島うなぎ弁当 2,160 円(1 折) 

〈各日販売予定 100 点〉 

県産の黒毛和牛を使用したステーキと 

県産うなぎを使用したかば焼きを楽しめる贅沢弁当。 

※まん延防止等重点措置延長につき、引き続きお客様インタビューはご遠慮いただいております。 
※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 

 

 

志布志市 【芋蔵】 
芋蔵いちごパフェ 
イートイン 1,100 円(1 個) 
〈各日販売予定 30 点〉 
旬の県産いちご「さがほのか」を 
ふんだんに使用し、県産さつまいも 
「紅はるか」を合わせた東武オリジナル 
パフェ。 
 

News Release 
 

■日本一を誇る「黒毛和牛＆黒豚」、「茶ぶり」、「さつまいも」を使用した東武限定品！ 

■旬の鹿児島県産いちごを使用した東武限定スイーツも 4 種類展開！ 

 ぶり養殖収穫量 
日本一* 

東武 

限定品 

 実演 

 

東武 

限定品 

 実演 

 

鹿児島市【TAGIRUBA】 
春の鹿児島豪華海鮮弁当 
2,916 円(1 折)  
絶妙なバランスの味わいが魅力
のブランドぶり「茶ぶり」をはじ
め、茶鯛やきびなごやカツオ、鮪
が入った海鮮弁当。 
 
 

 

志布志市【Dining 萬來】 
黒毛和牛と黒豚の春爛漫御膳 
2,700 円(1 折)〈各日販売予定 30 点〉 
やわらかな黒豚の角煮と、旨味 
豊かなサシの入った黒毛和牛を 
使用したステーキの豪華盛り 
食べ比べ弁当。 
 

東武 

限定品 

 実演 

 

鹿児島市 
【天文館むじゃき】 
鹿児島県産いちごの白熊 
イートイン 1,100 円(1 杯) 
〈各日販売予定 50 点〉 
白熊をベースに旬のいちご 
「紅ほっぺ」とホイップクリームを 
トッピングして鮮やかに 
仕上げました。 
 
 

 

黒毛和牛＆黒豚産出額 
日本一* 

 

黒毛和牛産出額＆うなぎ養殖収穫量 

日本一* 
 

 

鹿児島市【種子島 安納屋】 
薩摩焼芋アイスモンブラン 
イートイン 990 円(1 個) 
県産「紅はるか」の焼芋と種子島 
産「安納芋」ペーストのモンブラン。 
焼きたての焼芋と冷たいアイスとの 
コラボレーションが魅力的。 

 

 さつまいも収穫量 日本一* 

 

東武 

限定品 

 実演 

 

 実演 

 

東武 

限定品 

東武 

限定品 

 実演 

 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/4580/


 

 

株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

※まん延防止等重点措置延長につき、引き続きお客様インタビューはご遠慮いただいております。 
※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 
 
 
 
 
 
 

 

2022年 3月 14日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店７階ランドセル売場にて、2023 年新入学に向けて約 92種類のランドセルを 4月 1日(金)

から販売をスタートします。年々下見の時期が早まる傾向がみられるため、本年は1ヶ月早く2023年のランドセルカタログ

をご案内できるように努めました。2023 年は注目色の「パステル(ミントグリーン・淡いピンク)」や「シルバー」のランドセルを

展開します。タブレットやノートパソコン収納ポケットは、昨年取り扱いをしていなかった「A4 サイズ」まで入るデザインが登場

します。また、例年人気の軽量ランドセルでは「約 980ｇ」の最軽量を新しくご提案します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
「ミントグリーン・淡いピンク」は、上品で可愛らしい色合いでお子様・親御様にも好まれるカラーです。主力カラーの「ラベン

ダー」に続き人気色になると注目しています。男児向けのランドセルは、カラーバリエーションを増やすため「シルバー」も２種類
展開します。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      下見は早めの傾向！注目色は「パステル(ミントグリーン・淡いピンク)」や「シルバー」！ 

            2023年 東武のランドセル 

 
 

東武百貨店 池袋本店 7階 ランドセル売場 

 

【東武百貨店 池袋本店】 前年(2022年度)のランドセル傾向 

①【機能】 約 990ｇの最軽量ランドセルが人気。 

②【人気色】 男児・・・1位「ブラック×ブルーステッチ」、2位「ブラック」、3位「ネイビー」 

       女児・・・1位「ラベンダー」、2位「サックスブルー」、3位「赤」 

③【購入平均単価】 60,000円(前々年：60,000円) 

④【下見のピーク】3月(前々年：4月中旬) 

⑤親御様・お子様がご来店され、祖父母様がご購入されるケースが多かった。 

⑥お子様は華やかなデザインを重視され、親御様はシンプルなデザインを選ばれるケースが多かった。 

 

 

【ふわりぃ】 

アプラス女児 

(人工皮革〈クラリーノ®エフ〉

/大マチ幅 12.5㎝/3色/ 

約 1,080ｇ) 63,800円 

上品で優しいパステルカラーが 

魅力。カブセ裏にも小花 

モチーフをあしらい、可愛ら 

しさがあふれたデザイン。 

↑ミント/サックス ↑ブラッシュピンク 

【ローラ アシュレイ】 

パルフェット 

(人工皮革/大マチ幅 12㎝ 

/3色/約 1,280ｇ) 

99,000円 

清楚で繊細な刺繍で 

カブセを縁取ったデザイン、 

内側の小花柄が素敵。 

上品な可愛らしさが魅力。 

 

NEW 
ブランド 

⤴お子様に人気の華やかなデザイン！

【アナ スイ・ミニ】 

■2023年の注目色は「パステル (ミントグリーン・淡いピンク)」や「シルバー」！ 
 

【榮伸(エイシン)】 

メタリックスランドセル 

(人工皮革〈クラリーノ〉/ 

大マチ幅 12.5㎝/3色/ 

約 1,270ｇ) 74,800円 

スポーティーなアクティブさを感じ

させつつも、素材の持つ重厚な

輝きがキラリと光ります。 

 

↑シルバー×ガンメタ 



 

 

株式会社 東武百貨店 

News Release 
 

※まん延防止等重点措置延長につき、引き続きお客様インタビューはご遠慮いただいております。 
※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 
 
 
 
 
 
 

 
 

昨年は取り扱いがなかった「A4サイズ」のタブレットやノートパソコンまで入るモデルが登場します。ずれ防止や落下防止のかぶせ

フタ付の為しっかり固定できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 昨年好評だった軽量ランドセル。本年は昨年よりさらに約 10ｇ軽量になった 

最軽量の「約 980ｇ」のランドセルを展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 
広報部 広報課 崎田・千原 直通℡：03-5951-5210 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦くださいませ。 

 

 

が  

【『2023年東武のランドセル』展開概要】 

場   所：東武百貨店 池袋本店 7階 ランドセル売場（19坪）※売場は会期中に移動する場合がございます。 

期    間：2022年 4月 1日(金)から 2023年 3月 31日(金) 

営業時間：午前 10時 30分から午後７時  

東武百貨店 池袋本店 ランドセル HP：https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/4445/ 

★東武百貨店 池袋本店でのランドセル購入特典やサービス★ 

①ランドセルをお買上げのお客様に鉛筆名入れサービス。(伊東屋で鉛筆 1 ダースご購入の際に無料で名入れができるサービス券をさしあげます) 

②安心の 6年間保証(修理期間中、代わりのランドセルを無料でお貸出し)※一部有料の修理がございます。 

 

【キッズアミ】 

ワンダフルポッケ女児 

(人工皮革〈クラリーノ®エフ〉/ 

大マチ幅 13.5㎝/3色/ 

約 1,190ｇ) 68,200円 

花や植物をモチーフに「可愛い」をテーマに 

したデザイン。A４サイズのタブレットや 

ノートパソコンを収納できる 

ポケットが付き、機能性も兼ね備えています。 

 

【ふわりぃ】グランコンパクト男児 

(人工皮革〈クラリーノ®エフ〉/大マチ幅 13㎝/4色/ 

約 980g) 57,200円 

軽さ＆大容量のどちらも兼ね備えたモデル。サイドに反射材を搭載し

ているのも安心。チェック柄が可愛い内側は嬉しい抗菌使用。大容量

13 ㎝に加えのび～るポケットでさらに 5 ㎝ワイドになります。 

 

 

↓内側は抗菌仕様 約 980g 

↑ライラック 

↑ネイビー/ロイヤルブルー 

大容量 

■タブレット収納ポケットは「A4 サイズ」まで入るものがおススメ！ 

■人気の軽量ランドセルは「約 980ｇ」の最軽量が新登場 
 

 注目ポイント① 

A4 サイズタブレットがスッポリ入ります！ 

注目ポイント②  

ポケットが拡がるから厚みのある PCでもスッポリ！ 

 

↑7階 ランドセル売場 

大容量 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/4445/
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TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE.LTD.   

株 式 会 社 髙 島 屋   

トランスコスモス株式会社  

 

髙島屋グループがショールーミングストア事業を開始 
４月下旬、第１号店を髙島屋新宿店２階にオープン予定 

 
  株式会社髙島屋（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：村田善郎、以下 髙島屋）および 

トランスコスモス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長兼 COO：奥田昌孝）の合弁会社で

ある TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD.（本社：シンガ

ポール、マネージングダイレクター兼 CEO：川口貴明、以下 TTIC）は、このたびショールーミング

ストア事業（以下 本事業）を開始することといたしました。 

 

 ブランド力やきめ細やかな接客サービスを強みとする髙島屋、デジタルトランスフォーメーションの

豊富なノウハウを有しデジタルサービス・システム構築を得意とするトランスコスモス、海外への卸・

小売販売事業を行う中で構築したさまざまな D2C企業との接点を強みとする TTICの 3社で、このた

びショールーミング事業のスキームを構築いたしました。百貨店ならではの接客サービス、ギフト機能

を充実させた専用オンラインサイト、D2C企業を中心とした従来の百貨店にはない品揃えを、三位一体

となって実現することで、百貨店になじみのないお客様との接点を獲得するとともに、お客様に新しい

価値を提案してまいります。 

第 1号店については、4月下旬に髙島屋新宿店 2階にオープンする予定です。将来的には、国内外の 

髙島屋の店舗に加え、ASEANを中心に髙島屋以外の店舗への出店もめざします。また、本事業で得た

D2C企業とのネットワークを、現在 TTICで取り組んでいる越境 EC事業に生かすことで、出展企業に

対し海外販路を提供するとともにインバウンド需要を取り込み、さらなる事業成長につなげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです 



 

■充実したギフト機能により、様々なギフト需要に対応 

ギフトに適した商品セレクトに加え、専用オンラインサイトでお買上げいただいた商品は、お客様

のご要望に応じてギフト包装での配送が可能です。ソーシャルギフトにも対応し、SNSやメールなど

を通じて住所を知らない相手にも手軽にギフトを贈ることができます。 

 

■キュレーター厳選の感度の高い品揃えで、思いがけない商品との出会いを提供 

「食・グルメ」「ライフスタイル」「ビューティー」「日本アート＆クラフト」「エシカル」など、そ

れぞれのテーマに精通する 5人の目利きキュレーターが商品の一部をセレクトします。キュレーター

が商品の価値や魅力などを独自の目線で発信することで、思いがけない商品との出会いを提供します。 

 

■専属の販売員がおもてなし。オンライン接客にも対応 

店頭では、専属のスタッフが展示商品の説明や、専用オンラインサイトの利用方法などのアドバイ

スを行い、お客様のニーズに合わせたショッピング体験をサポートします。また、店内にはオンライ

ン接客専用ブースを設置。来店できないお客様も店頭同様の接客を受けていただけます（要事前予約）。 

 

■定量・定性のレポート提供、独自の商品販売サイトなど、出展企業への手厚いサポート 

店内に設置した AIカメラからの取得データ、専用オンラインサイトや SNSから得た閲覧データ等

を組み合わせた定量分析に加え、専属の販売員が接客での会話を通じて得た、お客様の購買意欲や動

機などの定性情報を提供します。これらの情報を今後の製品開発などに生かしていただけます。 

また、専用オンラインサイトは TTICが運営を担うため、出展者は店頭用展示サンプルと販売用商

品の手配など最小限の準備で、様々なお客様との接点を持つことができます。 

 

【TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD. 概要】 

商    号 TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD. 

代  表  者 マネージングダイレクター兼 CEO 川口 貴明 

所  在  地 シンガポール：63 Chulia Street #15-01,OCBC Centre East 

設    立 2015年 3月 3日 

資  本  金 17,300,000シンガポールドル（出資比率：髙島屋 51％、トランスコスモス 49％） 

事  業  内  容  ASEAN を中心とした流通・小売・EC事業者向けの卸事業、リアル店舗・ECでの 

ショップ運営事業、海外展開する企業向けの支援事業 

 

以  上 
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【※】「L∞PLUS（ループラス）」は、クラボウ(倉敷紡績株式会社)が展開する、デニムの裁断屑、製品を反毛して綿に戻し、デニム用の糸に 

再利用するUPCYCLE SYSTEMのプログラムです。 

 

 

 

2022年 3月 

  役目を終え回収したデニムは、来春に再生デニムとして生まれかわります 

「デニム回収キャンペーン」 スタート 

会期：202２年４月6日（水）～４月１９日（火） 

■回収対象： ご不要のデニム衣料品 （レディス・メンズ・キッズウェア） 

※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： 髙島屋５店舗 「デニムスタイルラボ」 ※日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店 

 

リサイクルが可能な循環型商品 「Depart
デ パ ー ト

 de
デ

 Loop
ル ー プ

」春夏の新作も、同時に発売スタート！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、髙島屋でのご購入品に限らず、お客様のご不要のデニム衣料品を店頭で回収する「デニ

ム回収キャンペーン」を、髙島屋のデニムセレクトショップ「デニムスタイルラボ」（５店舗）にて実施いたしま

す。回収したデニムは、パートナーシップを組むクラボウ（倉敷紡績株式会社）のアップサイクルシステム 

「L∞PLUS（ループラス）」【※】を通して、再生デニムに生まれ変わり、2023年春に髙島屋の新作アイテム

として販売いたします。 

 

 

 

  

 

 

 Depart de Loop（デパート デ ループ） ＵＲＬ  ※3月 15日（水）17時更新アップ予定 

販売商品、デニム品回収キャンペーン情報など、ホームページでご覧いただけます 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html/?utm_source=pr_central_210314 

 

※ご購入店やブランド、点数は問わず回収いたします。 

※衣料品の穴あき、破れ、軽いシミ等があっても回収可能ですが、リサイクルを有効 

に行えるよう、お洗濯をした状態で店頭にお持ちいただくようお願いしています。 

※一度お預かりした品物は、ご返却できません。制服類、下着・肌着類、着物・帯、鞄 

や靴などの雑貨類、シーツや布団などの寝具類は回収の対象外です。 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/index.html/?utm_source=pr_central_210314
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 Depart de Loop（デパート デ ループ） について  

サステナブルな循環型社会の実現を目指した高島屋のプロジェクト「Depart de Loop（デパート デ ル

ープ）」。その一環として、リサイクルシステムを持つ企業とパートナーシップを組み、循環型のものづくりを

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

ています。再生繊維を使った服やモノを販売し、長くご愛用いただいた後に、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、お買上げ売場にて回収。回収した服は繊維原料などに再資源化して、新し

い服やモノに生まれ変わらせます。このたび、「Depart de Loop」の春夏の新作が登場し、髙島屋各店・

WEBにてご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リサイクルが可能な循環型商品、Depart de Loop春夏の新作、発売スタート！  

販売店舗： 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 にて販売  https://www.t-fashion.jp/  

髙島屋オンラインストア にて販売  https://www.takashimaya.co.jp/shopping/ 

※一部、取り扱いのない商品もございます 

 

【春夏の新作 一例】 ※価格はすべて税込み 

 レディス  

POSTELEGANT （ポステレガント）   

左）ワンピース 79,200円 （S・Mサイズ／1色展開）   右）ブルゾン ７５，９００円 （１サイズ/１色展開） 

清涼感のあるワンピースは、 ところどころにタックを配したニュアンスのあるフォルムが特徴。 

軽やかな着心地のブルゾンは、程よいシャリ感と、清涼感が特徴。天然素材のような風合いに進化する、 

ポリエステル素材の実力も感じることができます。 

※ともに髙島屋限定 4月6日(水)発売予定   

日本橋・横浜・京都 「サロンル シック」  玉川・大阪 「サロン ル シック セレクト」 
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後ろ側／ホワイト 前側／ホワイト・ネイビー 

I.T.'S. international （イッツインターナショナル） ブラウス 9,900円 （１サイズ 6色展開） 

 

ベストセラーの七分袖ブラウスがサステナブル仕様に。軽やかな素材感

とリラックス感のあるルーズなシルエットが特徴。カラーは、コーラルピ

ンク・カーキ・オフベージュ・イエロー・ラベンダー・ネイビーの６色。 

※4月2日（土）発売予定  

・堺 「I.T.'S. international」 

・POP UP SHOP  

日本橋・柏：4月6日（水）→12日（火） 玉川：4月13日（水）→19日（火）

横浜：4月27日（水）→5月3日（火） 新宿：5月25日（水）→31日（火） 

 

 

Johnbull （ジョンブル） パンツ 22,000円 （S/M/Lサイズ レディス） 

デニムの名産地、岡山県児島の〈ジョンブル〉とコラボレート。 

オーガニックコットンと再生ポリエステルの交織生地にユーズド加工を施した、

大人の女性も履きやすい落ち着いたグリーンのベイカーパンツ。 

※髙島屋限定 4月6日（水）発売予定 

日本橋・新宿・横浜・大阪・京都 「デニムスタイルラボ」 

WEB（タカシマヤファッションスクエア） 

 

McGREGOR （マックレガー） カットソー 14,300円 （M・Lサイズ/2色展開 ホワイト・ブラック） 

 

 

ストライプの別布使いをポイントにした、ベーシックなデザイン。 

吸汗速乾加工で、夏でも爽やかにご着用いただけます。  

※髙島屋先行販売 4月下旬発売予定 

立川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・泉北・洛西・岐阜・いよてつ  

「マックレガー」 

 

 

 

 エコバッグ  

PONTI （ポンティ） エコバッグ 各5,830円  

（約縦47×横26×マチ20cm/2色展開 ホワイト・ネイビー） 

ブランド初期から使用しているワンダースレッドレース 

をポリエステル素材で制作。後ろ側のグラフィックは 

円（循環、地球）と握手（調和や持続可能性）をイメージ。 

地球や環境がより良いものとなるよう願いを込めて。 

※3月下旬発売予定  

日本橋・新宿・玉川・横浜・大阪・京都 「婦人洋品売場」                 
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 メンズ  

Maria Santangelo (マリア サンタンジェロ) 半袖シャツ 22,000円 

（38〜42サイズ/2色展開 ベージュ・ネイビー） 

清涼感のある半袖プルオーバー「POLO JP」。夏でも快適にご着用いた

だける程よい打ち込み数を実現。軽量かつ強撚されたようなシャリ感が 

特徴。 

※髙島屋限定 3月下旬発売予定 

日本橋・新宿・横浜・大阪・京都 「サロン ル シック セレクト メンズ」 

 

 

 

MACKINTOSH PHILOSOPHY （マッキントッシュ フィロソフィー）  

ジャケット 44,000円 （38・40サイズ） 

機能性ジャケットのトロッターシリーズから、メタルボタンのブレザータイプ

が登場。ウォッシャブルで、防シワ・吸水速乾性に優れたジャージ素材。 

新宿・玉川・横浜・柏・大阪・京都・名古屋 「マッキントッシュ フィロソフィー」 

WEB（タカシマヤファッションスクエア） 

 

 

 

MAURIZIO BALDASSARI （マウリツィオ バルダサーリ）  

フーデットブルゾン 53,900円 （46・48・50サイズ メンズ） 

ジャカードツイル素材のブルゾン。これからの季節に嬉しいアイスタッチ 

で吸水速乾性に優れ、消臭加工も施した機能派。ご自宅でお洗濯も可

能です。 

※髙島屋限定 4月中旬発売予定 

日本橋・新宿・玉川・横浜・柏・高崎・大阪・泉北・京都・岡山・名古屋・ 

いよてつ 「マウリツィオ バルダサーリ」 

 

 

McGREGOR （マックレガー） カットソー 14,300円  

（M・L・LLサイズ/2色展開 ホワイト・ブラック） 

ベーシックなデザインで着回しのきくニュートラルな２色をご用意。 

吸汗速乾加工で、夏でも爽やかにご着用いただけます。  

※髙島屋先行発売 4月下旬発売予定 

新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・洛西・岐阜・岡山・ 

米子・名古屋・いよてつ 「マックレガー」 

 

 

以上 
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2022年 3月 

2023年 髙島屋のランドセル 
店頭 2022年 3月 2日（水）より 新宿店にて受注開始 ／ 3月 9日（水）より各店にて順次受注開始 

 

髙島屋オンラインストア 2022年 3月 16日（水）午前 10時より受注開始 

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

 

        

 

 

 

 

 

※髙島屋 計 13店舗（日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山） 

※掲載商品は一部取り扱いのない店舗もございますので、お問い合わせください。 

 

髙島屋では、2023年 4月の新入学に向けてランドセルのご注文承りをスタートいたします。 

各店では約 240型のランドセルを取り揃える他、ますます増加するネット需要に対応し、髙島屋オンラインストアでは 

約 750種類のランドセルを揃えます（店舗によって、店頭に展示するランドセルの型数が異なります）。 

※このリリースに記載しているランドセルはすべて各店・髙島屋オンラインストアともにお買い求めいただけます。 

 

2023年新入学 髙島屋のランドセル 主なポイント 

① ディズニー映画『美女と野獣』『ファンタジア』の世界観を全面的に表現したランドセルが限定品として新登場！NEW 

② お子様の腰などへの負担とストレスを軽減！背負いやすさや軽さを意識して「肩ベルト」に工夫を凝らしたランドセル

や、「軽量」を重視したランドセルを充実。 NEW 

③ GIGAスクール構想に伴う新しい学び方に対応！PC・タブレットの収納ができるランドセル NEW 

④ リボンやチャームなどで自由にカスタマイズできるモデルを充実 

⑤ 人気上昇が続く工房系ランドセルの新ブランドが登場。年々人気が高まっているファッショナブルなブランドモデルの

ラインアップや、男児・女児ともに近年支持されるカラーやデザインのバリエーションも豊富に。            

⑥ 暗い道でも安心！反射テープ付きの「安ピカッ」モデルがエレガントに。 NEW 

⑦ サステナブルの視点で展開するランドセル NEW 

⑧ 今後さらに高まるネット需要にお応えするべく、オンライン上でのランドセル選びをサポート！ 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/entrance/
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①ディズニー映画『美女と野獣』『ファンタジア』の世界観を全面的に表現したランドセルが新登場 

世界中で愛されているディズニーの世界を毎日ワクワクしながら楽しめるランドセルを企画しました。 

                             

NEW  ※髙島屋各店・髙島屋提携店の限定販売 

左・キャメル）2021 年に映画公開 30 周年を迎えたディズニー映画『美女と野獣』のランドセル。劇中のキーアイテムの

「バラ」をモチーフにした刺しゅう、印象的なシーンをかぶせ裏にあしらっています。「ベル」の聡明で上品なイメージを 

本体カラーのキャメルとゴールド調の金具で表現。全 1色。88,000円  

右・ネイビー）ディズニー映画『ファンタジア』のランドセル。魔法使いの弟子として活躍するミッキーの表情を前段ポケット

やマチに型押しで表現。かぶせ裏には魔法使いになった「ミッキー」が楽しめます。本体は映画のイメージカラーの 

ネイビーです。全 1色。88,000円 

 

②お子様の腰などへの負担とストレスを軽減！背負いやすさや軽さを意識して、「肩ベルト」に 

工夫を凝らしたランドセルや、「軽量」を重要視したランドセルを充実 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

「楽ッション」を採用！髙島屋オリジナルモデル NEW 

肩ベルトのクッションの厚さを格段にアップさせた、 

「楽ッション」を採用。柔らかいクッションが体にやさしく 

フィットし、負担をかけにくい作りになっています。 

車のライトにピカッと反射する「安ピカッ」で安全・安心！ 

全 6色 74,800円 

衝撃吸収材「αGEL®」を使用！髙島屋オリジナルモデル NEW 

肩ベルトに衝撃吸収材「αGEL®」を使用し、お子様の体への 

負担を軽減。取り外し可能なチェストベルトで肩ベルトのズレを防ぎ

ます。6年間安心してお使いいただける、シンプルなデザイン。  

全 5色 66,000円 
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最軽量！約 990gのランドセル NEW 

髙島屋オリジナルモデル 

写真のサックスのほか、全 5色 55,000円。 

軽さが一番という方に特におすすめしたい、髙島屋オリジナルモデル 

の中で最軽量のランドセルです。 

 

 

 

 

③GIGAスクール構想に伴う新しい学び方に対応！PC・タブレットの収納ができるランドセル 

 

※髙島屋各店・髙島屋提携店の限定販売 NEW 

PC・タブレットを収納できる専用スペースを内部に配置。ベルトを引くだけで  

PC・タブレットを取り出せます。ネイビーとブラックの 2色 77,000円。 

 

 

 

 

 

 

ナイロン製通学バッグ 

髙島屋各店・髙島屋提携店の限定販売 

ランドセルではありませんが、最近マーケットニーズの高い、 

軽さ・丈夫さ･収納力で注目されているナイロン素材の 

通学バッグも新しくラインアップ。高学年のお子様の買い替え 

にもおすすめ。PC・タブレットの収納が可能です。 

 

＜アニエスベー＞    全 3色 55,000円 NEW 

 

 

④リボンやチャームで自由にカスタマイズできるランドセル 

髙島屋オリジナルモデル 

気分やシーンに合わせて自由に付け替えて楽しめるカスタマイズモデルランドセ

ル。昨年新モデルとしてリリースした「チャームカスタマイズ」は特にご好評いただ

きました。ランドセルと同じ素材で作ったフラワーチャームとリボンを肩ベルトに  

付け外すことができます。全 5色 （新色のモモハナも含む）82,500円。 

※ランドセル本体と同色のチャーム（リボン・フラワー各 1）は、購入時の付属品と

してセットされています。 

※付属品以外の、ランドセル本体と異なるカラーのチャームも別売りでご用意。 

フラワーチャーム全 5色 各 2,750円。 リボンチャーム 全 5色 各 2,750円。 
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⑤ランドセルへの参入が増えているファッションブランド系＆根強い人気の工房系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW ＜ディーゼル＞全 4色 89,100円              NEW＜ポロ ラルフ ローレン＞全 4色 99,000円 

 女児モデルが 2023年新入学ランドセルで新登場。 

 

根強い人気の「工房系」天然皮革本格派ランドセルが新登場 

※髙島屋各店・髙島屋提携店の限定販売 NEW 

シンプルな作りで、温かみと味わい、耐久性で信頼度が高い工房系のランドセル。

大阪市生野区に 70年以上にわたって工房を構えている老舗「ランドセル工房 生田」

に製作を依頼。かぶせ中央に、キズが目立ちにくいシボ感のある牛革を使用。バイ

カラーのデザインが、クラシックな雰囲気でおしゃれです。 

全 3色 88,000円。 

 

髙島屋各店・髙島屋提携店限定カラーがある、ファッションブランドのランドセル 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜ポール ＆ ジョー＞ 全 6色 79,200円          ＜トミー ヒルフィガー＞ 全 5色 89,100円 NEW 

シェルピンク（写真。新色）とライトパープル           スカイブルー（写真）は髙島屋各店・髙島屋提携店 

は髙島屋各店・髙島屋提携店限定カラー         限定カラー 

 

 

⑥暗い道でも安心。反射テープ付きの「安ピカッ」モデルがエレガントに 

髙島屋オリジナルモデル NEW 

大マチのコンビ配色や金具のゴールド調カラーがおしゃれなランドセル。 

写真のネイビー×アイボリーのバイカラーの他に、ラベンダー×アイボリー、 

キャメル×アイボリーも。全 3色。86,900円 
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⑦サステナブルの視点で展開するランドセル 

＜HERALBONY＞ NEW 

4色×3デザイン（あわせて 12種類） 79,200円 

岩手県盛岡市で知的障がいのある

アーティストが手がけるアートのデザ

イン性を活かして商品化・販売して

いる「ヘラルボニー」。これらのランド

セルでは、全 4 色の本体に、

Festival・数字・宇宙という 3 種類の

デザインをかぶせ裏に施しました。 

 

 

⑧今後さらに高まるネット需要に応え、オンライン上でのランドセル選びをサポート！ 

動画配信や SNS を活用した情報発信を強化 

ランドセルのご購入前にインターネットで調べたり、複数の商品を店頭やカタログなどで比較検討する動きは年々活発に

なっています。新しい生活様式が求められる今、ランドセル商戦のネットシフトがさらに加速すると想定される中、髙島屋

ではご自宅にいながらランドセルを検討・購入いただける「オンライン上での、ランドセル選び」をしっかりサポートいたし

ます。 

 

ご好評につき今年も開設、髙島屋ランドセル YouTubeチャンネル 

髙島屋ランドセル担当バイヤーが自ら出演し、“ランドセル YouTuber”として登場。 

オリジナル・限定モデル商品の紹介をはじめ、「ランドセルの選び方」や、よくあるご質問、 

お悩みにお答えするなど、様々な角度からランドセルに関する情報を動画でわかりすく 

発信いたします。 

■2022年 3月上旬から順次公開予定 

YouTube URL https://www.youtube.com/channel/UC_ApNRu7I7d7_Uy0jYrQ5NA 

 

 

 

 

インスタグラムでは、ランドセルの商品情報に加えて、LIVE配信や、ランドセル売場の 

様子をタイムリーに情報発信いたします。 

■2022年 3月上旬から順次公開予定 

 

 

 

 

 

 

（※）髙島屋提携店・・・いよてつ髙島屋、遠鉄百貨店、ジェイアール名古屋タカシマヤ 

https://www.youtube.com/channel/UC_ApNRu7I7d7_Uy0jYrQ5NA


 

 
   

 
 

コロナ禍３度目のお花見、今年は“近場で楽しむ” 

贅沢お花見弁当やイエ飲みオードブルを販売 
そごう・西武各店では３月１８日（金）～４月２０日（水）の期間、桜の開花予想に合わせて、お花見におすすめのお弁当

やオードブルを各店の食品売場で販売いたします。コロナ禍３度目となる今年のお花見は、遠出・宴会を控えて、    

近場で手軽に、お酒は自宅で楽しむという方が多い事が予想されます。そこでそごう・西武では、さくっと手軽に食べられる

フィンガーフードや外でお酒を飲まない代わりにいつもよりちょっと贅沢なお弁当、自宅でお酒と一緒に楽しめるオードブル 

セットなど、お客様それぞれのニーズに合わせたお花見スタイルを提案いたします。 
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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】 

■会期：３月１８日（金）～４月２０日（水）     ■店舗：そごう・西武全１０店舗=各店食品対象売場 

■品揃え：約４０種類                 ■売上目標：前比１０８％ 

※品揃え、展開商品は店舗によって異なります。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 
お酒は控えて贅沢お花見弁当 

イエ飲みにおすすめオードブル 

辻留/桜折詰（二段）/10,800 円 

販売店舗：西武池袋本店 

※予約商品です。 

お渡し日：３月２６日（土） 

辻留/お花見手まり寿司/3,500 円

販売店舗：西武池袋本店 

※予約も承ります。 

お渡し日：３月２６日（土） 

辻留/お花見弁当（一段）/5,400円

販売店舗：西武池袋本店 

※予約商品です。 

お渡し日：３月２６日（土） 

ＲＦ１/洋食アソートセット/1,674 円 

販売店舗：西武池袋本店、そごう 

横浜店、千葉店、大宮店、広島店、

西武所沢Ｓ .Ｃ .※西武所沢Ｓ .Ｃ .は 

毎週金・土・日曜日のみ販売。 

とんかつまい泉/ヒレかつサンド/854円 

販 売 店 舗 ： 西 武 池 袋 本 店 、     

そごう横浜店、千葉店、広島店、 

西武所沢Ｓ.Ｃ. 

※４月上旬までの販売。 

手軽に楽しむフィンガーフード 

柿の葉すし本舗たなか 

/桜花すし/1,037 円 

販売店舗：西武池袋本店 

※３月３１日（木）までの販売。 
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今年の春夏はベーシックからカラフルへ 

ブランド横断でカラーが試せる売場登場 
 

そごう・西武はカラーをテーマに今年の春夏のファッションの提案をいたします。昨年の春夏ファッションはコロナ禍の影響も

ありベーシック、シンプルなスタイルが中心でした。そこで今年はカラフルなファッションアイテムを取り揃え、西武池袋本店とそ

ごう横浜店ではブランド横断でカラーの比較ができるカラーファッション特設売場を開設。他にもＳＮＳでのファッショントレンド

検索への対応としてインスタグラマーとタイアップしてカラーファッションをショートムービーでご紹介。複数のブランドを取りそろ

える百貨店の特徴を活かし、ブランドを横断した春夏のカラーファッションをご提案いたします。 
 
「Ｉｎｔｏ Ｓｐｒｉｎｇ！カラーがわたしを変える！」概要 
■会期：３月１１日（金）～４月５日（火） ※店舗によって会期が異なります 

■展開店舗：そごう・西武８店舗 ※西武所沢Ｓ.Ｃ.・西武東戸塚Ｓ.Ｃ.除く 

■特設サイト URL：https://www.sogo-seibu.jp/seasonal-recommendations/ 

 

■ブランド横断でカラーを試せる売場が登場 

西武池袋本店とそごう横浜店では複数ブランドのカラーファッションアイテムを一堂に集めた特設売場を開設。 
通常は各ブランドが独立した売場になっており、一つの場で複数ブランドの商品を比較することに課題がありまし
た。今回は色を軸に取り揃えることで複数ブランドのカラーを比較したいというお客さまのニーズにお応えします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■インスタグラマーによるカラーファッション提案 

男女３人のインスタグラマーが今年の春夏におすすめのカラーファッションコーディネートを人気インスタグラマー
ならではの着こなしで提案。また合計２２ブランドの着こなしをショートムービーでご紹介することで、ＳＮＳでのファ
ッショントレンド検索にも対応いたします。（ショートムービーURL:https://youtu.be/tMG88T9IKcE） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ※本リリースの掲載画像はイメージです。 

＜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 

 

＜３人のインスタグラマー＞ ＜ショートムービーで複数の着こなしを提案＞ 

＜西武池袋本店 ３階特設会場：３月２２日（火）まで＞ ＜そごう横浜店 ３階プロモーションスペース：３月２１日（月）まで＞ 

https://www.sogo-seibu.jp/seasonal-recommendations/
https://youtu.be/tMG88T9IKcE


 
 

 ２０２２年２月 

 

Press Release 

 

 

 
 

「ＣＨＯＯＳＥＢＡＳＥ ＳＨＩＢＵＹＡ」３月からの新テーマに合わせて売場を再編集 

Ｚ世代とＤ２Ｃブランドを繋ぐ新しいギフトストアを提案 
 
株式会社そごう・西武が運営する、西武渋谷店パーキング館１階のメディア型ＯＭＯストア「ＣＨＯＯＳＥＢＡＳＥ 

ＳＨＩＢＵＹＡ（チューズベースシブヤ）」は、３月からのテーマ変更にともない「ギフト」をコンセプトにZ世代とＤ２Ｃ  

ブランドをつなぐ新たなギフトストアを店頭とオンラインストアで提案いたします。 

コロナ禍でのコミュニケーション手段としてニーズの高まったカジュアルギフトですが、今までのギフトストアでは

提案できる商品や方法が、Ｚ世代を含めたデジタルネイティブの方たちのニーズに応えきれていないという課題

がありました。そこで当ストアの特徴である「Ｄ２Ｃブランドの商品が手に取れる」「オンラインとオフラインの融合」

「商品の背景を伝える仕組み」と合わせて「色」をキーワードにギフトの選び方、贈り方を提案するという要素を 

追加。店内装飾も一新し当ストアにしかできないギフトストアを提案することで、お客さまとブランドとの接点を 

増やし、新たな出会いや気づきの場を提供します。 

 

■「色」をキーワードに新しいギフト選びを提案 

CHOOSEBASE SHIBUYAでは色から選ぶギフト体験を、L&Gグローバルビジネスと

MELTedMEADOWといった若きクリエイティブチームとともに新たに提案。ブランドコンセプ

トからインスピレーションを受けた色をグラフィックで表現します。色から受けるイメージをも

とにギフトが選べるだけでなく、デジタルカタログで商品の背景やストーリーを知ることがで

きるので単なる機能としての商品ではなく、価値観・感情からギフトを選ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ギフトをキーワードにストーリーのある約７０のブランドが登場 

Ｄ２Ｃブランドを中心に店頭とオンラインストア合わせて約７０ブランドが登場。店頭では約４０のブランドを展開しその内約２０

ブランドが今回初登場のブランドとなります。それぞれにストーリーを持った商品を集めることで単に機能的に優れたモノを 

贈るから、商品の背景を含めたストーリーを贈るギフト体験を提供いたします。 

＜Ｓｏｐｈｉｓｈｅａ（アートインテリア）＞ 

様々なシーンに寄り添えるよう環境や身体へやさしい素材を使用。 

心が安らぐひとときをお届けします。アートのようにひとつひとつ違

った個性をもつインテリアは、特別な方への贈り物として。 

 

【概 要】 

■テーマ：gift your color -何色にしよう。- 

■開始日：３月１日（火）   ■場所：西武渋谷店パーキング館１階   

■出品ブランド：店頭・ＥＣ合計 約７０ブランド（うち店頭約４０ブランド）／新規約２０ブランド ■出店アイテム数：約５００アイテム 

■扱い品目：洋品雑貨、衣料品、インテリア用品、化粧品、食品など 

■オンラインストア：https://choosebase.jp/  ■Instagram：https://www.instagram.com/choosebase_shibuya/ 

 

←pot candle 

【キービジュアル】 

↑様々な色（ブランド）の集合を表現 

↓ブランドコンセプト ↓グラフィックで表現 

↓グラフィックでの表現 

https://choosebase.jp/
https://www.instagram.com/choosebase_shibuya/


＜ｓｕｕｗ．（ランドリーフレグランス）＞ 

植物由来の柔軟剤を提案するフレグランスブランド。天然精油を

配合したこだわりの調香で、柔軟剤なのに、まるで香水のような

香りを実現。忙しい日々を過ごす方に、香りで安らぎを。そんな想

いをこめた贈り物を提案。 

 

 

 

＜ＳＩＯＲＩＳ（スキンケア）＞ 

自然を愛する方が安心して使えるコスメ。有機栽培された自然

成分を使用したフレッシュな化粧品で、一年以内に製造された

原料にこだわっています。流通や生産過程の段階からも肌と環

境に配慮しています。 

 

 

 

■テーマに合わせた空間演出とギフトボックス 

店内装飾もテーマの変更に合わせて一新。色から選ぶギフト提案を空間で演出することでCHOOSEBASE SHIBUYAならで

はの世界観を表現。またギフトを渡す際にも重要なポイントになる包装についても封筒をイメージしたギフトボックスをご用意

することでＺ世代のニーズに合わせたカジュアルなギフトショップをご提案いたします。 

※ギフトボックスは３月１４日（月）より提供開始予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新たな顧客体験を設計する、若きクリエイティブチームとの協業 

 

L&G GLOBAL BUSINESS 

L&G GLOBAL BUSINESSは、

「ライフスタイルにおけるあらゆ

る意思決定のシーンで選択肢の

多様性のある社会を実現する」

をヴィジョンに掲げ、膠着したシ

ーンに新たな選択肢が生まれるきっかけとなるサービスやプロ

ダクトを生み出す会社です。「ホテルは街と人と文化を繋ぐメディ

アである」という考えのもと、HOTEL SHE KYOTO、HOTEL SHE 

OSAKAなどを運営するほか、魅力ある全てのホテルがゲストに

“指名買い”されるホテルになることを支援するオンライン予約プ

ラットフォームCHILLNNの開発・運営を行っています。 

 

MELTedMEADOW 

MELTedMEADOW(略：メルメ)は、2 人

組のクエリエイティブディレクター。  

企画から web デザイン、システム構築、

グラフィック、アート・キュレーションなど多

岐に渡るアプローチで、日常から新しい

世界を切り開く体験を創造する。 

主なプロジェクトである JR 東日本主催の

「YAMANOTE LINE MUSEUM」では、駅の広告フレームをジャ

ックしてアートを展示したり、電車の中吊りに絵画や立体物など

本物のアートを設置したりするなどといった、企画からディレクシ

ョン、デザインまでを包括的に行った。

 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞㈱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 

Eメールアドレス：hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp 

←洗剤＆柔軟剤 ボトルセット 

←ファーストステップブースター MY FIRST ESSENER 100ml 

↑サイズはＡ４とＡ５の２種類をご用意。（無料） 

【ギフトボックス】 【店内装飾】 

↓グラフィックでの表現 

↓グラフィックでの表現 



報道関係資料 

2022 年 3 月 9 日 

株式会社小田急百貨店 

▲「チーターの家族」 

16,500 円（約 30×30cm） 
▲「キテンゲ柄のガゼルの親子

～モノクロ～グリーン」 

16,500 円（約 30×30cm） 

▲「大地を駆ける動物たち～夕焼けのキリマンジャロとバオ

バブ」51,700 円（約 41×84cm） 

▲「地球へのオマージュ～グリーン＆ピンク」

165,000 円（約 98×98cm） 

▲「しあわせを呼ぶキリンの

家族～モノクロ～鳥の額縁

（ピンク）」88,000 円 

（約 78×78cm） 

▲「花の樹にとまるクジャ

ク～ホワイト」34,100 円

（約 56×44cm） 

 色鮮やかな作品、約 100点を展開！ 

「アフリカン現代アート ティンガティンガ原画展」を開催 
～ お子さまも楽しめる！ティンガティンガコースタ―作りのワークショプも ～ 

 

 小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、3 月 23 日（水）～28 日（月）の期間、「アフリ

カン現代アート ティンガティンガ原画展」を開催します。鮮やかな色使いが特徴的なティンガ

ティンガアート約 100 点を展示販売するほか、アフリカ直輸入の布やコーヒー、雑貨を販売。

また、週末にはお子さまも参加できるワークショップを実施します。春休みの機会を利用して、

ご家族でアフリカの文化に触れながら、アート体験を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

＜ティンガティンガアート＞ 

1960 年代末、タンザニアで発祥した絵画スタイル。創始者である Edward Saidi Tingatinga

に由来し名付けられました。サバンナの動物や豊かな自然、人々の暮らしを、現地ティンガティ

ンガ芸術村(工房)で活躍する約 100 名のアーティストたちがたった 6 色のペンキを使って、色

鮮やかにのびのびと描き出す、アフリカを代表する現代アートです。 

 

本展を主催するタンザニア製品の輸入販売を行う株式会社バラカは、1999 年よりタンザニア

製品の輸出によってアフリカの生産者の生活安定、雇用創出、経済的自立を支援しています。 

 

＜展示販売作品一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

■ティンガティンガアート体験ができる！週末にはワークショップを開催 
水性ペンキを使ってアフリカのペンキアートを楽しみながら、コースタ

ー作りを体験できます。 

 
＜ティンガティンガコースター作り＞※要予約 
日 時：3 月 26 日（土）・27 日（日）各日 15 時～16 時 30 分 

参加費：1,650 円（材料費込・１枚分） 

対象年齢：小学生以上 ※未就学児は保護者同伴で参加可 

定 員：各回 6 名 

予 約：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場 03‐5325‐2621（直通） 

※予約は電話受付のみ                  ▲コースター作りイメージ 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「アフリカン現代アート ティンガティンガ原画展」 

期   間：3 月 23 日（水）～28 日（月）10 時～20 時 30 分 ※最終日は 17 時閉場 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場    

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://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［ 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/


2022年3月11日

　　株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸下関店

報道資料

Smile！DAIMARU大丸下関店 リニューアル 2周年記念祭

2022年３月16日(水)～29日(火)

大丸下関店は2020年3月にリニューアルオープン、この春2周年を迎えます。

感謝の気持ちを込めて「大丸下関店 リニューアル2周年記念祭」を全館にて

3月16日(水)から29日(火)の2週間、開催いたします。

物産展「全国大グルメ博」をはじめ、スーツ型作業着発祥として話題の「ＷＷＳワークウェア

スーツ」期間限定ショップ、「京都 北山 マールブランシュ」「治一郎」など人気の和洋菓子お
取り寄せやキッチンカー出店販売など多彩なイベント・フェアでリニューアル２周年を盛り上

げます。

またリニューアルオープン時に新規導入した大型ショップ4店(プラグスマーケット・アインズ
＆トルペ・ニトリ・KANMON U.W.)の魅力を改めてクローズアップ、2周年を記念した特典
や特別企画満載でお客様をお迎えいたします。

2020年3月のオープン以来、下関市・山口県内の地場産品の販売や地元作家の展示販売
など地域の魅力、地域の情報を発信してきたプラグスマーケットでは、2周年イベントとして
下関市豊田町と取り組む「豊田町まつり」を初企画いたします。

1



下関市豊田町の道の駅「蛍街道西ノ市」商品販売や、地元作家の展示販売、豊田町観光

ＰＲなど、下関市と株式会社東急ハンズと大丸下関店が手を携えて、その魅力をお伝えい

たします。

なお3月18日(金)、下関市、株式会社東急ハンズ、株式会社大丸松坂屋百貨店の3者によ
る「産業振興等に関する協定」を締結いたします。※別途ご案内いたします。

2



大丸商品券や豊田町道の駅蛍街道西ノ市の景品、4ショップで使えるお買い物券が当たる
大ガラポン大会も期間中に開催いたします。

大ガラポン大会  3月19日(土)・20日(日)、4階特設会場(3月16-20日の全館でのお買いあ
げレシート税込１万円毎に1回抽選、お1人様5回まで)

"北のグルメハンター"が厳選した北海道グルメも登場！「全国大グルメ博」

3月18日(金)→27日(日) 各日 10時～19時（※最終日は17時閉場）、大丸下関店 6 階地域
貢献リボンホールと第2会場KANMON U.W.にて「全国大グルメ博」を開催いたします。

“北のグルメハンター”こと大丸松坂屋百貨店の北海道駐在バイヤー 本田大助が厳選した
北海道グルメが4店登場。北海道産黒毛和牛の弁当、今回の物産展のために開発したあ
んバターサンド、大丸下関店限定コロッケなど北海道グルメにご期待ください。進化系から

和菓子まで、スイーツやご当地グルメ・名産品など全国の絶品グルメ計54店(うち大丸下関
店初出店18店)が並びます。ぜひ会場で旅気分、全国の味めぐりをお楽しみください。

北のグルメハンター 本田大助

3



【初登場】〈札幌／焼肉 八軒苑〉

北海道産黒毛和牛サーロイン・イチボ・ランプ3種食べ比べ弁当（1 人前）税込 2,862 円

【初登場】〈札幌／フルーツスタジオ〉あんバターサンド（1個）税込 480円

4



【初登場】〈兵庫／＆EARL GREY〉

アールグレイリッチミルク・バタフライピーアールグレイ（各1個）税込 550円

大丸下関店YouTubeでは、名物バイヤーと下関グルメ王子が絶品グルメを解説する「全
国大グルメ博」、地元の大学生3人が「大丸下関店に行ってみた！」動画も配信中です。こ
ちらもぜひご覧ください。

【ご取材お申し込み・お問い合わせ】

　大丸下関店代表電話０８３－２３２－１１１１ 営業推進　八幡・林・石原

〒750-8503山口県下関市竹崎町4丁目4番10号　https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
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2022年3月11日 

                  株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店 

報道資料   

下関市・株式会社東急ハンズ・株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店 

産業振興等に関する協定締結式について 

 

下関市、株式会社東急ハンズ、株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店はそれぞれが

有する情報・ネットワーク・ノウハウなどの経営資源を有効に活用し、相互に協力

連携して、取り組みを進めることにより、下関市内の産業振興等を図ることを目的

として協定を結ぶこととなりました。つきましては、下記の通り、協定書の締結式

を開催いたしますので、ご案内申し上げます。 

記 

日時：2022年3月18日（金）14：00～14：30 

場所：大丸下関店8階 憩いの広場 

 

スケジュール：開会、出席者紹介、概要説明、挨拶、協定締結・協定書披露(写真撮

影)・締結式閉会、会場移動(4階プラグスマーケット PRODUCED BY TOKYU HANDSへ)、商

品紹介、質疑応答 

 

出席者・挨拶： 

下関市 下関市長              前田 晋太郎 

株式会社東急ハンズ 取締役 常務執行役員  丹下 慎也 

株式会社大丸松坂屋百貨店大丸下関店 店長  田中 儀和 

 

大丸下関店8階憩いの広場へは、客用エレベーターをご利用にてお越しください。 

8階でエレベーターを降りて左手でございます。 

以上 

【取材のお申し込み・お問い合わせ先】大丸下関店(山口県下関市竹崎町4-4-10) 

代表電話０８３－２３２－１１１１ 営業推進 石原・岩倉・林 
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2022 年 2 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  

 

 

だるまちゃんもからすのパンやさんも大集合！ 

かこさとしの世界展  
期 間 ：2022 年 3 月 5 日(土)～4 月 3 日(日) 会期中無休 

開館時間：10 時～19 時 30 分 ※最終日は 18 時まで/ご入館は閉館の 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/中日新聞社/東海テレビ放送 

協  力 ：加古総合研究所/小湊鐡道 

企画協力：アートキッチン 

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 ■()内は前売･優待料金 

松坂屋名古屋店では、2018 年に惜しまれつつこの世を去った絵本作家  

かこさとしの展覧会を開催します。「だるまちゃん」シリーズをはじめ、子どもたち

の心を捉えて離さない数々の絵本を生み出してきたかこさとし。600 冊を超え

る著作の題材は、身近な自然や宇宙、絵画や歴史、健康にいたるまで多岐

にわたります。 

 本展では、『かわ』や『地球』など科学絵本、人気の「だるまちゃん」シリーズ、

「からすのパンやさん」シリーズの原画や下絵、資料などを展示し、かこさとしの

創作のひみつに迫ります。また、ゴッホや北斎などを模写した作品も展示し、 

かこさとしの美術への想いも読み解きます。楽しく発見に満ちた「かこさとし」の

世界をお楽しみください。 
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●Profile 加古 里子(かこさとし) 

 
 

1962 年、現在の福井県越前市に生まれる。 

東京大学卒業。工学博士。技術士(科学)。 

児童文化の研究者でもあり、出版を中心に幅広

く活躍した。作品は「だるまちゃん」シリーズ、 

『からすのパンやさん』、『はははのはなし』、『うつくし

い絵』、『とこちゃんはどこ』、『伝承あそび考』など

600 点余。2008 年菊池寛賞受賞、2009 年

日本科学会より特別功労賞を受賞。 

2018 年、逝去。享年 92 歳。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

◆展示作品・・・会場では貴重な原画や下絵、資料など約 150点を展示します。 

①自画像（油彩画）1948 年  

②『かわ』 1962 年  福音館書店  

③『どろぼうがっこう』 1973 年  偕成社  

④『にんじんばたけのパピプペポ』 1973 年  偕成社  

⑤『たっくん ひろちゃんの ちょうちょう とっきゅう』 1997 年  偕成社  

⑥『だるまちゃんとかみなりちゃん』 1968 年  福音館書店  

⑦『からすのパンやさん』 1973 年  偕成社  
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① ② ③ 

④ ⑤ 
⑥ 

⑦ 

◆かこさとしの世界展 展覧会オリジナルグッズ 

ポストカード 各・税込 132 円   

トートバッグ L サイズ（右）税込 2,200 円  
 
トートバッグ S サイズ（左）税込 1,650 円   

マスキングテープ 
各・税込 660 円   

缶バッジ 大  各・税込 385 円  
 
缶バッチ 小  各・税込 330 円   



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、松坂屋史上最速となるランドセル商戦がスタートします。お子様へのランドセル選びは

年々早まっており、昨年から更に 1 週間早い 3 月 9 日(水)より承りを開始します。※昨年は 3 月 17 日 (水 )スタート 

昨年に続き、広い会場(110 ㎡)でご家族 3 世代でも安心してランドセル選びが可能です。会場には約 380 点

のランドセルを展示し、4 月 19 日(火)以降は本館 5 階ランドセル売場で約 470 点まで拡大して展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 3 月 2 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
年々早まるラン活！2022 年度の入学式を前に、松坂屋史上最速のラン活がスタート！ 

2023 年度松坂屋のランドセル 
●2022 年 3 月 9 日(水)より本館 7 階特設売場にて展開     ※4 月 18 日(月)まで。尚、最終日は 18 時閉場 

●2022 年 4 月 19 日(火)以降は本館 5 階ランドセル売場にて展開   ●営業時間 10 時～19 時  

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

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

●2023 年度のランドセルのトレンドは？ 

・女児は王道の赤色をおさえてパープル・ピンクが人気色に！ 

※昨年は赤系 23%、ピンク系 20%、パープル 19% 

・男児は黒系の中でもランドセルの顔とも言えるかぶせの部分にステッチ 

で差し色を入れたデザインも人気！ 

・多様性に伴い、ジェンダーレスに使えるデザインとして販売する 

ランドセルも登場。 

・今年の最低～最高金額は 54,000 円～120,000 円  

（2022 年入学の平均単価は 68,460 円）※全て税抜価格  

●女児にイチオシのパステルカラー。6 年間使いやすい 
飽きのこないシンプルで上品なデザイン。 

●今年注目のランドセル 
●男女どちらにもおすすめの 
メタリックカラー。 

●男児人気 NO.1 カラーのブラックは 
ステッチの差し色がポイント。 

オンライン受注は 3 月 8 日(火)10 時スタート！ ※オンライン受注は 2023 年 2 月 28 日(火)AM10:00 まで 
 
大丸松坂屋オンラインショッピングでは昨年の約 5倍となる 500種類以上のランドセルを展開します。コロナ禍でオンライン化が
進み、ランドセルも WEB を利用される方が増加傾向に。一方で実際に実物をご覧になりたいというニーズは強く、下見は来店
で、購入はご自宅でご家族と相談した後にそのまま WEB で購入されるケースも増えています。またネットを活用して下調べをする
保護者のニーズに応えるべく、昨年好評だったランドセルをライブ形式で紹介するインスタライブや、今年初めて取り組む
YouTube を使った動画紹介などを 3 月末に予定しています。 
 
●大丸・松坂屋オンラインショッピング https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ 
●松坂屋名古屋店インスタグラム https://www.instagram.com/matsuzakayangy/ 
●YouTube デパチャン https://www.youtube.com/channel/UCXlkqBKH7ApBh5NcsNdqZ1w 
 

●ご自宅でもランドセル選び OK 

https://www.google.com/url?q=https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/&sa=D&source=hangouts&ust=1645843202248000&usg=AOvVaw1gdAz6KTe28nvOVVaTzKsZ
https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/matsuzakayangy/&sa=D&source=hangouts&ust=1645843202248000&usg=AOvVaw2geqt0vPWkXzHa1KGJGq9Z
https://www.youtube.com/channel/UCXlkqBKH7ApBh5NcsNdqZ1w


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、地域の皆様とともに店舗を基点とした人々が集う豊かな未来に向けた街づくりの実現を目指

し、地域のモノづくり文化に触れながら「地域社会との共生」をテーマにしたイベントを開催します。会場では、名古屋商工

会議所が名古屋のモノ作り文化を発信するために立ち上げた、地元企業の持つ優れた「匠の技」を活用し、新たな土産

品の開発を目指すプロジェクト「名古屋匠土産(たくみやげ)」と名古屋市緑区有松で有松天満社一帯を拠点に定期

開催されているものづくり文化に触れる体験型マーケット「アリマツーケット」を同時開催するほか、新しい名古屋の和菓

子土産「なごや菓八菓(かやか)」も名古屋店に初出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 3 月 10 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  

 

 
地域のモノづくり文化の魅力を伝えるイベントを同時開催！ 

名古屋
な ご や

匠
た く

土産
み や げ

・アリマツーケット 
期 間：2022 年 3 月 16 日(水)～21 日(月・祝) 10 時～20 時 

場 所：松坂屋名古屋店 南館１階 オルガン広場 ※最終日は 18 時閉場 

●名古屋匠土産（たくみやげ） 

名古屋商工会議所が取り組む名古屋のモノづくりを活用して作られた「名古屋匠土産（たくみやげ）」プロジェクトの商品は

2019 年に松坂屋名古屋店で第 1 回目となる販売会をスタートしました。地域との共生とともに伝統技法の保護に向けた支援

として注目を集めるプロジェクトとなり、商工会議所に参加したいという事業者の声が多く寄せられ、2020 年 10 月に追加事業

者の選定会を開催しました。松坂屋名古屋店リビングフロアのバイヤーも審査員として参加し、同年 4 月には 6 社による新たな

「名古屋匠土産（たくみやげ）」の販売会を本館 6 階で開催しました。 

今回で 7 回目となる販売会では、南館 1 階のオルガン広場にて、名古屋商工会議所による新たな名古屋土産プロジェクト「名

古屋菓八菓(かやか)」の商品を加えて合計 14 ブランドの商品を展開します。 

SANBOU ボトルクーラー/株式会社岩田三宝製作所  
 

江戸時代中期から受け継がれてきた神具・三方の伝統技術と木の素材を活かしたモノづ

くりを手がけています。全国でも 5社程度となってしまった三方専門の製造メーカーの 1つと

して、現代の暮らしに合う品々を提案しながら、伝統技法を現代へと継承しています。 
 

●2019 年 11 月に開催された「G20 愛知・名古屋外務大臣会合」において 

「外務省贈呈品」に採用されました。 

家康の旅道具/山勝染工株式会社  
 

日本の伝統工芸品である名古屋黒紋付染を百年近く作り続ける山勝染工が、地元を

象徴する「名古屋城」をテーマに名古屋の伝統工芸「名古屋黒紋付染」「有松・鳴海

絞」「名古屋友禅」の特徴をいかして作り上げた染め物の手ぬぐいセットです。  
 

●2019 年 11 月に開催された「G20 愛知・名古屋外務大臣会合」において 

「代表団一行及び海外メディア関係者への記念品」に採用されました。 

nanako 
有限会社ノヨリ 
 
江戸期から続 く伝統工芸品

「尾張仏具」の技術を受け継
ぎ、錺金具 (かざりかなぐ)を製
作するノヨリのエビフライや手羽

先モチーフのピンズ。 

綿匠  WATAKUMI 白シャツ 

有限会社  竹内宏商店  
 
400 年の歴史から生まれた伝統
的な晒 (さらし)の生地をベースに
開発した知多木綿の白シャツ。 

OBI トート/OBI トートミニ 
株式会社  タネイ 
 
武道衣として重宝される丈夫で
軽く質の良い三河木綿の刺し子
織りの生地で作ったトートバッグ。 

名古屋象嵌細工手鏡  
大和マーク株式会社  
 
昭和 30 年に創業し、各種弦楽

器パーツの製造販売をする大和
マークがギターのサウンドホールの縁
を装飾するロゼッタで作った手鏡。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

●アリマツーケット 

アリマツーケットとは、有松天満社一帯を拠点に開催されるものづくり文

化に触れる体験型マーケットです。様々なジャンルで活動する人が集ま

り、ものづくりのまちとして栄えた有松に人とものとの出会いを通した学び

や交流の体験を目的とし、2019 年から定期的に開催されておりま

す。有松は、世界一絞り技法の多い絞り染め産地として知られ「有

松  ・鳴海絞」として国に指定されています。今も江戸時代さながらの

建物が立ち並ぶ有松の町並みは、新たな観光地として注目を集める

一方で、実際  に訪れたことがない人も多く、松坂屋名古屋店でのイ

ベントを機に、地元名古屋が誇る絞りの産地<有松>の魅力を発信

し、地域活性化に繋げます。 

●写真＝昨年の様子（photo by Aiko Okamatsu） 

夏の行事に参加するのが楽しくなるようなアイテムを紹介（9 店舗） 

＜cucuri＞ 
 
産地メーカーとデザイナーがタッグを組み誕生  
した有松絞りから生まれたアパレルブランド。
生地の形状記憶技術「ヒートセット技法」を
使い、絞りを現代のデザインに落とし込んでい
ます。 

●アリマツーケット出展一覧 

名古屋商工会議所が、名古屋の和菓子文化を

観光の魅力に育てるために、地元の和菓子職人

の手技を生かして開発された  8 つの新商品を

「あたらしい名古屋の和菓子土産コンテスト」で選

定し「なごや菓八菓 (かやか)」と名付け、新しい

「名古屋の和菓子土産」を誕生させました。これ

らの和菓子を名古屋匠土産 (たくみやげ) の会

場でも販売します。 

＜fairy＞ 
 
愛知県内を中心にオリジナルア
クセサリーを販売。有松絞りの
浴衣スタイルにも合う帯飾りやピ
アスなどを販売します。 

＜郡上木履＞ 
 
郡上踊りで使われる下駄を販売。郡
上の山で育ったヒノキを活用し、木の
削り出しから鼻緒すげまで一貫して郡
上内で行っています。郡上の下駄文
化を守り、発信する郡上発の下駄ブ
ランドです。 

1.Acandle/キャンドルを用いたアクセサリーの販売 2.Bonheur/ドライフラワーアクセサリー3.郡上木履/メイドイン郡上の踊り下駄  

4.cucuri/絞りの形状記憶素材を活かした雑貨製品の販売 5.fairy/アクセサリー6.maison m.m.d./瀬戸焼のアクセサリー 

7.FATE8/スケートボードを利用したアクセサリー、雑貨 8.きもの美濃幸/半幅帯などの浴衣小物  

9.アリマツーケット・スペシャルブース/絞り染めの浴衣  (1～7 は委託販売) 
 
●ワークショップ ※事前予約は前日の 24 時まで※当日会場にてご予約・ご参加も可能です。※ご予約は松坂屋名古屋店 HP で受付  

・TIGER CRAB/似合う服がわかる骨格診断  おひとりあたり 30 分程度、料金：5,000 円  

・うるうる/パーソナルカラー診断  おひとりあたり 30 分程度、料金：3,500 円  

●なごや菓八菓(かやか)  名古屋店初登場 

●なごや菓八菓(かやか)一覧  https://wagashi.nagoya-cci.or.jp/ 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、国内外から個性豊かな文具や紙雑貨をあつめた「紙好き」「文具好き」のためのイベント「文具

の博覧会」を初開催します。会場では、国内外の大手メーカーを含む、作家やクリエイターが作った文房具などを 59ブラン

ド・約 6000 種類の圧倒的なボリュームで販売します。その場でご自身の好みに合わせて色や柄をオーダー出来るオリジナ

ル文具の販売や、ご自身でオリジナルアイテムを作ることが出来る楽しいワークショップイベントも開催します。また、ご当地ブ

ランドとして愛知・岐阜を拠点に活動している企業・作家 12 ブランドも参加します。※東海エリア＝愛知・岐阜・三重の 3 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 3 月 10 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  

 

 
全国から約 6000 種類のアイテムが揃う、文具好きのためのイベントが東海エリア初登場！ 

文具の博覧会 
ハッピーペーパーマーケット 

期 間：2022 年 3 月 16 日(水)～21 日(月・祝) 10 時～19 時 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 7 階 大催事場 ※最終日は 16 時 30 分閉場 

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 

   東海エリア*初開催！愛知・名古屋をモチーフにしたご当地アイテムが登場  

＜KNOOPWORKS＞ 
機能的なペーパーアイテムに注目！
都道府県のカタチのスタンプをイベン
ト先行販売します。「愛知のカタチ」
のスタンプやペーパーアイテムが登場
します。 

祝 

＜パピアプラッツ＞ 
作家とコラボしたマスキン
グテープや紙製品を販
売。名古屋・愛知をモチ
ーフにした「ごとうちしい
る」4 種を販売します。 

地元で活動する 12 のご当地ブランド 

左：＜inoui＞名古屋出身、元フレンチの料理人・原田操がつくるヌメ革
でできたビスケット型のレザーアイテム。その場でレザー刻印も出来ます。 
右：＜KaoPoK Bookbinding＞素材のぬくもりを大切にした製本を手
がけています。製本の実演も行います。 
●＜inoui＞と＜KaoPok Bookbinding＞は姉妹でそれぞれ作家とし
て活動しています。姉妹ならではのコラボ作品も登場予定です。 

＜河童堂＞ 
活版印刷で作るどこか懐かしさを感じる文房具。 
名古屋モチーフの 2 種の表紙の柄や、リングのカラーを選
んで、その場でオリジナルノートをオーダー出来ます。自分
好みにカスタマイズ出来るノートは新生活のスタートに揃え
る文具としてもおすすめです。 
（オリジナルノート＝写真右側） 

楽しいワークショップも！ 

＜Pipacs Antiques＞ 
イタリアのビンテージタイプライターを使ったワークショッ
プを開催！珍しい海外の伝票などにタイピングして、
気に入った作品を額に入れてお持ち帰りできます。 
コラージュやビンテージの紙好きの方におすすめ！ 
●参加費  税込 3500 円  (30 分～1 時間) 

名古屋  名古屋  名古屋  



 

私らしいサステナビリティを選択できる未来を⽬指して『デニム de ミライ 〜 Denim
Project 〜』3⽉23⽇より開幕

＜リーバイス® 501®＞のユーズドストックをアップサイクルした60ブランド200型以上の多彩なアイテ
ムが⼀堂に

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

『デニム de ミライ 〜 Denim Project 〜』 

期間︓2022年3⽉23⽇（⽔）〜４⽉５⽇(⽕）(⼀部拠点は3⽉29⽇(⽕）まで） 

場所︓伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ他、本館・メンズ館各拠点 

スペシャルサイトURL : https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/st_denimdemirai1_sp.html

伊勢丹新宿店は、3⽉23⽇(⽔)〜4⽉5⽇(⽕)の期間、『デニム deミライ〜 Denim Project 〜』(以下、デニム de

ミライ）を開催します。本企画は「新しいファッションを発信したい、ファッションの⾼揚感を届けたい。」とい

う想いは変わらず⼤切にしながら、それを未来へ繋げていくためのチャレンジです。⼩売6社がタッグを組み、株

式会社ヤマサワプレスが所有する＜リーバイス® 501®＞のユーズドストック(※)を、国内外の60以上のブラン

ドやクリエーター、アーティストの⼿を介し200型以上の多彩なアイテムにアップサイクルし、本館・メンズ館の

全11拠点にて展開します。

2022年3⽉9⽇ 10時00分
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洋服やバッグ、シューズなどのファッションアイテム、家具などのライフスタイルアイテムや、アートまで、幅広

いカテゴリーを取り揃えます。また、本館1階 ザ・ステージでは、今回使⽤したデニムの端材と、伊勢丹と三越で

着⽤が終了した制服をアップサイクルした資材で環境装飾を施し、商品を展開します。ファッションを楽しむ中に

「私らしいサステナビリティ」が選択できる未来を、作り⼿、売り⼿、そしてお客さまとともに⽬指します。

※ユーズドストック︓着⽤されたデニムパンツ・デニム⽣地

3⽉15⽇(⽕) 10時からアイテムラインナップを公開開始

店頭での会期に先駆け、三越伊勢丹オンラインストアでは3⽉15⽇(⽕)午前10時より展開商品をご覧いただけま

す。（オンラインストア販売対象商品の発売は3⽉23⽇(⽔)より※商品により販売開始⽇時が異なります）

スペシャルサイトURL :https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/st_denimdemirai_sp  

（3⽉9⽇(⽔)午前10時プレ公開開始）

本館、メンズ館の全11拠点でご紹介、ザ・ステージは売場環境もアップサイクル素材に

伊勢丹新宿店本館・メンズ館に様々なコンセプトの⼤⼩11箇所のスペースを設け、アップサイクルについてのショ

ッピングを幅広いカテゴリーで体験できます。(⼀部の拠点は、3⽉29⽇まで）全拠点のご紹介は下記URLからご覧

いただけます。

URL︓ https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/st_denimdemirai6_sp.html （ 3⽉15⽇(⽕)

午前10時公開） 

【拠点の⼀部のご紹介】

■Denim for Future 本館1階 ザ・ステージ 

『デニム de ミライ』のメイン会場。約40ブランドの商品を取り揃え、洋服、雑貨、家具、シューズ、アートな

ど様々なアイテム、カテゴリーからファッションの新しい未来と可能性を創造します。
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a)＜N21＞キャップ19,800円、ハット20,900円、b)＜3.1 Phillip Lim＞バッグ59,400円、c) ＜CHIKA KISADA

＞ジャケット 79,200円、d) ＜kotohayokozawa＞左) パンツ33,000円 右)トップス19,800円 

◇売場環境も、アップサイクル素材を使⽤◇

空間デザインを担当したのはアーティスト・コレクティブのSKWAT。またその空間を構成する全ての壁⾯素材に

は 『デニム de ミライ』で使⽤したデニムの端材と、着⽤が終了した伊勢丹と三越の制服をアップサイクルした、

循環型繊維リサイクルボード“パネコ（PANECO®)“を使⽤しています。

サイドテーブル 35,200円

会期中、この壁⾯素材が建築資材として役割を担うだけではなく、その壁⾯がその場で切り取られ、組み⽴て式の

販売家具（サイドテーブル）へと変わっていく。会期後も、そのパネコを再成形し、別の売場の什器やハンガーと
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して使⽤することも検討しています。商品だけでなく空間⾃体にも循環型のインタラクションを⽣みだし、プロジ

ェクト全体を通して持続可能なアプローチにチャレンジします。

■Denim for Experience 本館1階 イセタンシード＆リーフ

『デニム de ミライ』で使⽤したユーズドストックのデニムとの出会いとストーリーについて、モノだけでなく体

験を通して感じられる展⽰や、関連ブランドの商品販売・イベントを実施します。

◇<リーバイス®５０１®>スペシャルディスプレイ 

Leviʻs® 社による<リーバイス®５０１®> の世界観を様々な⾓度からお楽しみいただけます。

画像はイメージです

◇<One-o-Five DENIM TOKYO>パーソナルオーダーイベント

株式会社ヤマサワプレスのプライベートブランドのパーソナルオーダーイベントを開催します。

a)＜One-o-Five DENIM TOKYO＞ 左）バギーパンツ 24,200円 中）ジャケット 41,800 右）セミフレアスカー

ト 28,600 円、b) ＜One-o-Five×OTOKOMAE＞パンツ 20,000円 

■Denim for Imagination 本館1階 プロモーション 

ギャラリーCLASSとの協業で、ユーズドストックのデニムを共通素材とし、様々なアーティストが⽣み出す想像を

超えるような作品と出会える場所に。絵画だけでなく、⽴体作品もあり多種多様な個性溢れる9名の作家の作品を

展⽰販売します。
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a)＜LEE IZUMIDA＞ b)＜HISAYUKI HIRANUMA＞ c)＜AZUSA IIDA＞ 

■Denim for New Steps 本館2階 婦⼈靴 

ブランドのアイコンや特徴を再解釈しながらデニムを活かした魅⼒的なデザインとなって、新たな商品へと⽣まれ

変わりました。

a)<Sergio Rossi>sr1 Slipper 132,000円、b)＜Golden Goose＞スニーカー 80,300円、c)＜PELLICO＞サン

ダル 57,200円、d)＜Masai Barefoot Technology＞左︓スニーカー 36,300円右︓サンダル 33,000円

【詳細はこちらから】https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women_fashiongoods/shoes/shopne

ws_list/shopnews059.html 

■Denim for Family 本館3階 センターパーク/ザ・ステージ＃3 

家具、クッションやバッグ、ぬいぐるみ、そしてアートを紹介。親⼦、家族、友達など⼀緒に時を過ごす絆で結ば

れた新しい家族時間に、彩りを添えてくれるようなライフスタイルアイテムと出会える場所。
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a)＜minä perhonen＞クッション36,300 円トートバッグ36,300円エッグバッグ24,200円、b)＜Bobby Dazzler

＞ぬいぐるみ 各18,700円、 c)＜キシモトマイ>約140x140㎝1,100,000円 

■Denim for Entertainment 本館3階 リ・スタイルプラス 

「⼈や社会、地球をヘルシーにする活動を⽀援するプロジェクト“ディズニー ヘルシー・テイメント”」と連携し、

『デニム de ミライ』をディズニーの世界観で“楽しいエンターテイメント”へと昇華させました。Disneyがキャラ

クターデザインにヴィンテージ素材を使⽤した本企画のためだけのコレクションで新しい体験を提案します。

a)＜ミッキーマウスTシャツ＞13,200円、b)＜ミッキーマウス*トートバッグ＞21,780円、c)＜シリアルナンバー

⼊りミッキーマウスキーチャーム＞16,500円※伊勢丹新宿店限定 

*ディズニー映画『ファンタジア』より©Disney 

■Denim for New life 本館5階 センターパーク、各ショップ

デニムをあしらい、より⼀層親しみやすさを増した暮らしのアイテムたち。普段よりカジュアルな表情になった

品々を中⼼に、この春の新⽣活に気軽に取り⼊れるライフスタイルをご提案します。

a)＜Sense by Lloyd's Antiques ＞キアヴァリチェア 159,500円、b)＜カリモク家具＞ Hammock Chair 184,8

00円、c)＜3LFTN apartment＞HUMAN ROBOT TOYS ショックン・ワッサン 16,500円 
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■Denim for Safari メンズ館１階 プロモーション 

デニムの魅⼒を提案し続けてきた雑誌『Safari』が考える、⼤⼈のためのベーシックなライフスタイル雑貨を作成

しました。⽣活にしっくり馴染むようなアイテムです。

a）<サファリラウンジ>フラッグ49,500円 b）ランドリーバッグ 13,200円 c）エプロン 22,000円 

■Denim for Children 本館 6階 キャラクターブランド (※⼀部商品はオンラインのみの展開） 

＊本館1階 ザ・ステージにてサンプルのみ展⽰します。＊<ファミリア>の商品は、オンラインストアにて3/26

(⼟)10時発売予定（店頭販売はありません）

a）＜シャーリーテンプル＞チェリーデニムハートショルダーバッグ 19,580円、チェリーデニムリボンクリップ 

9,680円、b) ＜ファミリア＞デニムバッグ 49,500円(オンラインストアのみ） 

【詳細はこちらから】https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/brand/shopnews_list/sho

pnews039.html 

■Denim for Beauty本館 地下2階ビューティアポセカリー
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＜ジャパンブルーガーデン＞エフェクトデニムポーチセット(藍ショコラ＆JBGオリジナルブレンド珈琲）6,380円 

奈良美智⽒の不滅のアートイコン「パップキング」も

奈良美智さんや草間彌⽣さん、村上隆さんなど多くのアーティストとコラボレーションした製品をリリースし、現

代美術をテーマにしたプロダクトを製作・販売する新しいスタイルを⽬指したセレクトショップ「LAMMFROMM

（ラムフロム）」との協業で、奈良美智⽒のアートイコン「パップキング」のぬいぐるみも本プロジェクトの限定

⽣産で登場します。※本館1階 ザ・ステージで販売します。

＜奈良美智 × LAMMFROMM ＞ PUP KING DENIM 110,000円

学⽣11⼈で結成された「マスターイノベーション」との取組み

若いパワーと⾃分達のフィルターを通して、リスクを恐れない実験的な物作りや発信を⾏う⽂化服装学院の学⽣で

結成された「マスターイノベーション」のメンバーが参加。卒業制作のために提供されたユーズドストックを⽤い

た作品を、伊勢丹新宿店にて展⽰致しします。「商品でもなく作品でもないその中間のクオリティーと⾃由さのあ

る服」を掲げ、次世代のファッションを担う学⽣が表現するクリエイションをご紹介致します。※本館3階プロモ

ーションで展⽰します。

0

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E7%A7%81%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%92%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%8E%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%A0%20de%20%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%A4%20%EF%BD%9E%20Denim%20Project%20%EF%BD%9E%E3%80%8F3%E6%9C%8823%E6%97%A5%E3%82%88%E3%82%8A%E9%96%8B%E5%B9%95&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000008372.html&via=PRTIMES_JP
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1495958567142613&display=popup&href=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000008372.html
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002126.000008372.html
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=2126


arflexとN.HOOLYWOODのコラボレーションクッション

過去にあったこと、もしくは今ある古いものにフォーカスを当て、新しい価値観を導き出すことを念頭に置いて創

作するブランド「N.HOOLYWOOD」のデザイナー尾花⼤輔⽒が、上質な家具がつくる⼼豊かなライフスタイルを

提案してきたモダンファニチャーブランド「arflex」のアイコン的存在である「マレンコ」から着想を得て、デザ

インしたクッションが登場します。※本館1階 ザ・ステージで販売します。

〈arflex × N.HOOLYWOOD〉m.cushion 33,000円

  Rakuten Fashion Week TOKYO 2022A/Wに出展決定

Rakuten Fashion Week TOKYOを主催・運営する⼀般社団法⼈⽇本ファッション・ウィー ク推進機構（JFW

O）、三越伊勢丹とPROJECT TOKYO、3社のコラボレーションにより、PROJECT TOKYO内SDGsの取り組みを

集積したエリアに『デニム de ミライ』のブースを出展します。 

⼊場︓⼊場無料(事前登録制）（https://www.tenjikai-uketsuke.com/entry/a89073542/202203/） 

⽇時︓3 ⽉16 ⽇（⽔）〜3⽉17⽇（⽊）10︓00－19︓00  

場所︓東京国際フォーラム 地下1階 ロビーギャラリー

『デニム de ミライ』のはじまりと、想い

0
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2019年6⽉、アメリカのロサンゼルスで、ダメージや汚れがひどく、引き取り⼿がいなかった約20トンの＜リー

バイス® 501®＞のデニムと、アイロンプレス会社として⻑年に亘りアイロンプレス、検品補修、洗い作業を専⾨

に⾏ってきた株式会社ヤマサワプレス（本社︓東京都⾜⽴区）との出会いからスタートしたプロジェクト。本プロ

ジェクトでは、ヤマサワプレスが⻑年培ってきた技術をもとに、⼿作業によって⼀本⼀本を丁寧に洗濯をしたデニ

ムを、デザイナーやクリエーターなど様々な⼈たちとのコラボレーションを通じて、もう⼀度蘇らせていくことに

チャレンジをした”持続可能なプロジェクト”です。また、株式会社三越伊勢丹、株式会社阪急阪神百貨店、株式会

社岩⽥屋三越、株式会社エスティーカンパニー、株式会社ファッションコアミッドウエスト、佐藤繊維株式会社(G

EA)の6社がタッグを組み⼩売りの垣根を超えたネットワークを活かし幅広いカテゴリーで展開しています。

参加ブランド、アーティスト⼀覧
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3⽉23⽇（⽔）伊勢丹新宿店に＜ダブルイーグル パワードバイ イセタンゴルフ＞がリフ
レッシュオープン︕

20ブランド以上のウェアや、ツアープロが使⽤するゴルフギアも取扱い。ワンランク上のゴルフライフを
楽しんでいただくためのご提案をします

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店は、3⽉23⽇（⽔）にパークシティ イセタン5 2階（現イセタン スポーツ ゲート）をリフレッシュ

オープンします。昨今のゴルフ市場の⾼まりを受け、売場の全⾯積を使⽤し、国内外のさまざまなゴルフブランド

を展開する、ゼビオグループが運営するセレクトショップ＜ダブルイーグル＞と、三越伊勢丹の強みである幅広い

コンテンツ⼒を活かした新しいゴルフのセレクトショップ＜ダブルイーグル パワードバイ イセタンゴルフ＞がオ

ープンします。ファッション性の⾼いゴルフウェアが20ブランド以上揃い、ゴルフクラブなどのギアも本格的に取

扱います。店内には試打室と⼯房を設置し、専⾨フィッターによるクラブフィッティングや、豊富なカスタマイズ

で、ワンランク上のゴルフライフを楽しんでいただくためのご提案をします。

また、アイテムの選択肢が狭いゴルフ業界の⼥性のお悩みにもお応えし、⼥性の試打クラブを業界最⼤級規模でご

⽤意。⼥性限定のフィッティング会等も開催してまいります。

 

展開ブランド ※順不同

【ゴルフウェア・バッグ・アクセサリー】

＜ブリーフィング＞＜ラフ アンド スウェル＞＜ムータ＞＜ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ＞＜ジーフォア＞＜ホ

ーンガーメント＞＜レザレクション＞＜ヴィ トゥエルブ＞＜デサントゴルフ＞＜キウイ＞＜ゴルラン＞＜アイリ

ッシュマン＞＜モコ＞＜トラット＞＜ジェイダブルオー＞＜ラルフローレン・ポロゴルフ＞＜マーク＆ロナ＞＜ニ

ューエラ＞＜ジョーンズ＞＜グラビス＞＜パトリック＞＜サルベージパブリック＞＜グレイソン＞＜フォーレイ＞ 

他

【ゴルフクラブ】

2022年3⽉14⽇ 10時00分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プレ

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 スポー
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＜テーラーメイド＞＜キャロウェイ＞＜タイトリスト＞＜スコッティーキャメロン＞＜ダンロップ＞＜ブリヂスト

ン＞＜マジェスティ＞＜グローブライド＞＜ミズノ＞＜ピン＞＜ヤマハ＞＜プロギア＞＜フォーティーン＞＜ベテ

ィナルディ＞＜ピレッティー＞＜プロトコンセプト＞ 他

 

ファッション性の⾼いゴルフウェアを20ブランド以上取扱い

ファッション性の⾼いメンズ＆レディースのゴルフウェアが豊富に20ブランド以上揃います。＜ブリーフィング＞

や＜レザレクション＞など⼈気ブランドをはじめ、タレントの藤森慎吾⽒が⼿がけるゴルフウェアブランドの＜ア

イリッシュマン＞や、⼭内鈴蘭⽒が⼿がける＜ゴルラン＞など、話題のブランドもご紹介します。

▲藤森慎吾⽒が⼿がける＜アイリッシュマン＞ 

 

▲⼭内鈴蘭⽒が⼿がける＜ゴルラン＞

 

ギアの本格展開 クラブは約4,000本、パターは業界最⼤級規模の約300本ご⽤意

 ゴルフクラブなどのギアを本格的に取扱います。クラブは約4,000本、なかでもパターは業界最⼤級規模の約300

本をご⽤意します。また、＜スコッティーキャメロン＞や＜ピレッティー＞といった、世界のトッププロが使⽤す

るツアーパターや、今回のリフレッシュオープンを記念した＜マジェスティ＞の輪島塗りのクラブなど、特別な商

品もご紹介します。



また、販売から回収までを⾏う循環型のゴルフショップを⽬指し、中古クラブの買取も⾏ってまいります。

 

▲画像はイメージです。

（左︓＜スコッティーキャメロン＞ツアーパター 右︓＜ピレッティー＞ツアーパター）

世界で活躍するツアープロの為に、1本1本⼿作りで作られる特別なパター。 

 

▲【限定】＜マジェスティ＞漆シリーズ 27,500,000円 [受注販売／納期約6か⽉後] 

⽇本の伝統⼯芸である漆の輪島塗りを、ゴルフクラブのヘッド部分に塗布した特別なアイテム。

 

試打室・クラブフィッテンング

店内に設置された個室の試打室で、取り扱いのあるほぼすべてのクラブの試打ができます。特に、市場での選択肢

が少ない⼥性⽤クラブは、業界最⼤級の規模でご⽤意します。専⾨フィッターによるクラブフィッティングが可能

で、⼥性限定のフィッティング会も開催してまいります。

試打室には、プロも使⽤するゴルフ弾道測定器「トラックマン」を導⼊。パター試打エリアには、スイングした内

容を映像分析システムを通じて、ボールとパターの動きをリアルタイムで正確に測定するパターゴルフシミュレー

ターの「EX PUTT」を導⼊します。



▲画像はイメージです。（EX PUTT） 

 

▲画像はイメージです。（ダブルイーグル銀座店 試打室）

 

⼯房

専⾨知識のある職⼈が常駐し、メンテナンスとしてグリップ交換やシャフト交換、ロフトやライ⾓調整、シャフト

カットなどが可能。また、2020年3⽉に⽇本初上陸し国内外のプロも愛⽤する「TourLock GOLF」（特殊なウェ

イトをシャフト内に挿⼊することで球筋やスイングを改善するもの）を導⼊し、本格的なリペアやカスタマイズが

できます。



▲画像はイメージです。（ダブルイーグル銀座店 ⼯房） 

 

コミュニティーの場やその他サービスの提供

今年の秋以降からは商品の販売のみならず、伊勢丹ゴルフスクール スイングと提携し、ゴルフコンペやラウンド

レッスンを開催し、コミュニティーの場を提供してまいります。店内の＜桜ゴルフ＞では、ゴルフ会員権も取り扱

います。

 

概要

オープン⽇︓3⽉23⽇（⽔） 

場所︓伊勢丹新宿店 パークシティ イセタン5 2階 ダブルイーグル パワードバイ イセタンゴルフ 

※価格はすべて税込です。

※イベントの内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。



 

“きものはじめ”も“ハレの⽇”も“街歩き”も。来年創業350年を迎える三越ならではの、
きものの祭典「三越 春の京呉服均⼀会」で今年こそ、きものデビューしませんか︖

●2022年3⽉16⽇(⽔)〜3⽉29⽇(⽕) ●⽇本橋三越本店 本館4階 呉服

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

三越の良質なきものをわかりやすい料⾦設定で多数取り揃え、きもの初⼼者の⽅にも、選び⽅からコーディネート、⼨法、

お⼿⼊れのことまでなんでもご相談いただける「三越 春の京呉服均⼀会」を⽇本橋三越本店で開催します。

「三越京呉服均⼀会」は1937年に当時の⼤阪三越でスタートした歴史のある販売催事で、⽇本橋三越本店では毎

年春と秋の2回、本館4階呉服フロアで開催しております。

三越の良質なきものをわかりやすい料⾦設定で多数取り揃え、きもの初⼼者の⽅にも安⼼してご相談いただけるよ

うに、ご⽤途に合った選び⽅から、コーディネート、お⼿⼊れや⼨法のことまで何でもご相談いただけます。

呉服店から始まった三越ならではの豊富な知識と、通常の2倍におよぶ約500点の品揃えで、きものはじめにぴっ

たりの⼀枚から、ハレの⽇にふさわしい正装、街歩きや普段のお出かけの気分を⾼めるおしゃれきものなどを、 税

抜き10万円、15万円、20万円の均⼀価格でご⽤意しました。 

きものを着てみたいけれど、ハードルが⾼いと感じている⽅々に、きものデビューのご提案をいたします。

https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku85_l.html 
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きものはじめ

これから、茶道などのお稽古やきものを始めたい皆さまに。 淡い⻩⾊のきものは、帯周りのコーディネートを楽

しめるのが魅⼒です。 ⼤⼈可愛い薔薇⾊の柔らかい⾊の帯揚げと臙脂の帯締めでメリハリを効かせてお楽しみく

ださい。

⼩紋(お誂え・お仕⽴付）110,000円(税込み） なごや帯（帯芯・お仕⽴付）88,000円(税込み） 

※帯揚げ、帯締め、バッグ、草履は別売りです。

 

街歩きや普段のお出かけに

普段のちょっとしたお出かけでも、きものを着て出かけると特別な気分を味わえます。「街着」ともいわれる御召

(おめし)はさらりとした着⼼地がポイントです。観劇やお⾷事会などでも楽しめる、カジュアルきもののおすすめ

アイテムです。
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左︓⽶沢御召男きもの（お誂え・お仕⽴付） 220,000円(税込み) ⽶沢織男帯 22,000円(税込み) 

※いずれも京呉服均⼀会期間中の限定価格です。

右︓⻄陣御召（お誂え・お仕⽴付） 165,000円(税込み) ⻄陣なごや帯（帯芯・お仕⽴付） 110,000円(税込み)

 

ハレの⽇（ブライダル・セレモニー）

ご婚礼の場にふさわしい、華やかで格調⾼い吉祥⽂様を友禅や刺繡で表現した訪問着を豊富にご紹介しています。
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訪問着(お誂え・お仕⽴付）220,000円(税込み） 

※帯、帯揚げ、帯締め、バッグ、草履は別売りです。

スッキリと控えめな柄付けで、七五三や卒業式・⼊学式など、お⼦さまのお付き添いにもおすすめの上品な付下げ

を税抜き15万円均⼀でご⽤意しました。 

 

付下げ(お誂え・お仕⽴付）165,000円(税込み） 

※帯、帯揚げ、帯締め、バッグ、草履は別売りです。
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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

プレスリリース画像⼀覧

もっと⾒る

※お仕⽴てに約⼀ケ⽉半かかります。詳細は店頭でご相談ください。

※掲載の内容につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中⽌させていただく場合がございます。

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

◎ 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。

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 >  “きものはじめ”も“ハレの⽇”も“街歩き”も。来年創業350年を迎える三越ならでは

の、きものの祭典「三越 春の京呉服均⼀会」で今年こそ、きものデビューしませんか︖

商品サービス

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア レディースファッション

⽇本橋三越本店 京呉服均⼀会 きものはじめ ⼩紋 付下げ 訪問着 御召 なごや帯 きものデビュー
きもので街歩き

https://www.mistore.jp/shopping/feature/living_art_f2/gofuku85_l.html

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース
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報道関係資料                                      2022 年 3 月 

株式会社松屋 

 

東京のものづくり職人やデザイナーの魅力を発信 

「東京クリエイティブサロン ～MY FAVORITE TOKYO～」 
3 月 16 日(水)～31 日（木） 松屋銀座 各階 

 
 
松屋銀座は、地域や民間企業が連携するイベント「東京クリエイティブサロン」（P3 参照）に参加します。第 3
回となる今回は「MY FAVORITE TOKYO（マイ フェイバリット トウキョウ）」をテーマに、松屋がキュレーターと
なり独自のフィルターを通して「新しい価値がある」と厳選した東京発のアイテムを発信します。 
 

【ターゲット】 東京および首都圏在住のフリー客（既存顧客ではない新しい客層） 
     特に 20 代～30 代のミレニアル世代 
 

【目的】   東京だからこそ体験できる、買うことができる商品やイベント、情報を発信する 
ことで東京の良さを改めて知り、新たな「お気に入り」を見つける機会を創出する。 

 
各フロア厳選の「MY FAVORITE TOKYO」 
ファッションアイテムをはじめ、食品からリビングアイテムまで、東京でものづくりを行っている職人や東京
出身のデザイナーの商品、イベントなどを松屋銀座各階で展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

荒川区・日暮里 
〈ホウガ〉 
コート  60,500 円 
ワンピース 72,600 円 
3 階リタズダイアリー 
日暮里繊維街にある起業支援
拠点「イデタチ東京」で活動
するデザイナー石田萌氏が手
がけるブランド。サイドはロ
ング、前後はショート丈のコ
ートは、中に着る服で様々な
表情を楽しめるデザイン。 

台東区・浅草 
〈クランク〉 
コーナー CM-１ 42,900 円  
３階婦人靴［3/16～29］ 
 
2017 年創業。靴の街・浅草に
工房を構える 30 代を中心とし
た靴職人集団。５名の靴職人
全員が最低１ブランドを持つ
ことを目標に、現在は３ブラ
ンドを展開。分業はせず、一
人が完成まで手作業で作り上
げています。 

台東区・御徒町 
〈エネイ〉 
コインズ K10 キュベレー 74,800 円 
K10ネックレスチェーン サークル 19,800 円 
1 階アクセサリー 
 
宝石の街・御徒町で加工した、コインにラボグロウンダイヤ
モンドを重ねた「COINS」コレクション。生命のエネルギー
が太古から現代まで途切れなく巡り未来へと繋がっているこ
とを感じさせます。 
 

江東区・住吉 
〈トコバジュエリー〉 
ピアス  26,400 円 
ネックレス 22,000 円  
5 階紳士スーツ［3/16～22］ 
 
「江戸切子 小林」4 代目小林昂
平氏が立ち上げたアクセサリー
ブランド。一点ものの酒器をは
じめ、メンズアイテムも数量限
定で登場。 

江東区・深川 
〈桶栄〉 
オーバルコンテナ 242,000 円 
7 階ダイニングプロモーション 
［3/23～29］ 
 
東京に現存する唯一の江戸結桶の
工房。江戸時代から伝わる伝統技
法で製作したシャンパンクーラー
は、樹齢約 300 年の国有林材を使
用。軽く、耐水性に優れ、保冷性
が高いのが特徴です。 
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※表示価格はすべて税込みです 

中央区・銀座 
〈銀座 木村家〉 松屋限定 
銀座ご近所さんコッペ 
（1 個）270 円から 
B1 食品催場 ［3/16～22］ 
 
コロナ禍で活気が減った銀座の街を

元気づけようと、期間限定で登場。銀
座木村家の酒種コッペパンに各店自慢
の逸品を挟んだ商品を開発しました。
銀座の名店たちの思いが繋がって実現
した夢のコラボレーション企画です。 

多摩地域 
〈ころくや〉 
東京産野菜 299 円～  
B２ 野菜・果物［3/18～31］ 
 
「東京の野菜は美味しい」と伝
えたいという思いから、伝統野
菜をはじめ多種類の野菜を取り
扱っています。近郊なので鮮度
も高いのが特徴です。 

福生市 
〈田村酒造場〉 
嘉泉 特別純米 東京和醸 
（720ｍl） 1,628 円 
B1 和洋酒 
 
創業 200 周年を迎える福生市の老
舗酒蔵。東京都の花「桜」と東京
の街並みを模したパッケージの日
本酒。手間暇を惜しまない「瓶燗
火入」で酒本来の風味を残し、芳
醇な味わいで食中酒に最適です。 

練馬区・大泉学園 
〈東京ワイナリー〉 
東京スペシャル 3,000円  
（720ｍL／12 本限り） 
B1 和洋酒 
［3/16～29］ 

 
2014 年に練馬区大泉学園に誕生した東京
初のワイナリー。練馬区で醸造される東
京産のぶどうをブレンドしたミディアム
ボディの赤ワインは、鼻に抜ける華やか
な香りや舌に残る豊潤さが特徴です。 

「銀座ご近所さんコッペ」参加店舗 
※会期中、日替わりで出品予定 

◆銀座カフェーパウリスタ 

◆銀座木村家 

◆銀座千疋屋 

◆銀座 日東コーナー 

◆トリコロール本店 

◆ナイルレストラン 

◆洋菓子舗ウエスト 

◆煉瓦亭 

◆ロックフィッシュ 

    (計 9 店舗・50 音順) 

 

向島の名店が期間限定で出
店。職人による実演にて販
売します。契約農家から仕
入れるうるち米を使用した
重厚で香ばしい焼き皮に、
小倉きんとん餡を使用した
あんこがよく合う老舗の
技。 

江東区・門前仲町 
〈深川ワイナリー東京〉 
山形ナイアガラオレンジ  
バックインボックス 
（360ｍl） 1,650 円 
B1  グルマルシェ・ヴァン 
 
東京の下町で醸す、芳醇な
ナイアガラぶどうを使用し
たすっきり辛口のオレンジ
ワイン。深川にあるビルの
屋上で育てたブドウをワイ
ン酵母に使用しています。
ポストに投函できる箱入り
でギフトにも最適。 

墨田区・向島 
〈青柳正家〉 
菊最中（2 個入） 
648 円  
B1 GINZA スイート［3/23～29］ 

〈銀座木村家〉あんバターコッペ 
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「TOKYO CREATIVE SALON 2022（東京クリエイティブサロン）」とは                   .  
東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンに次ぐ５大ファッション都市として位置付けることを目的としたプロジェクト型

のクリエイティブイベント。地域や民間企業が連携してファッション、アート、音楽、フード、カルチャーなど都内の５エリア
（銀座・日本橋・丸の内・渋谷・原宿）で開催。 

2020 年 3 月に第 1 回を開催し、第 3 回目となる今回は、総合プロデューサーにクリエイティブディレクター齋藤精一氏（パノ
ラマティクス）を迎え、「RE:CREATION」をテーマに新しい生活様式に対応したファッションやクリエイティビティを東京から
発信し、エリア間の相互誘客に向けた施策を実施。  
【東京クリエイティブサロン特設ウェブサイト】https://tokyo-creativesalon.com/ 

 
共通シンボル 「A_BOX」（ア・ボックス） 
展示期間（銀座）： 3 月 18 日（金）～27 日（日） ※エリアにより異なる 
各エリアを象徴するテーマでアーティストによるインスタレーションを実

施。「A_BOX」は TOKYO CREATIVE SALON 2022 のシンボルであり、この場
所を中心としてエリアで行われている様々な施策の情報発信を行う。 
 

銀座エリアの「A＿BOX」 （銀座二丁目「ラルフ ローレン 銀座」） 

※画像はイメージです 

 
 
「TOKYO CREATIVE SALON ― GINZA ―」                                . 

銀座エリアのテーマは「RE: LOOK」。 
思わずもう一度見てしまうフォトジェニックな鏡を使ったインスタレーション「A_BOX」が銀座２丁目の『ラル
フ ローレン 銀座』に出現。松屋銀座、三越銀座店、和光、東急プラザ銀座、GINZA SIX、銀座ベルビア館の６つ
の商業施設でも連動して展開。春の銀座がアート＆ファッションに染まります。 
【銀座エリア特設ウェブサイト】https://tcs.ginza.jp/ 

 
ドレスコード「スカーフ」 

3 月 19 日（土）に「スカーフ」着用で来街すると、銀座の各店でサービスが受けられます。 
ドレスコード「スカーフ」は、銀座モボ・モガ（モダンボーイ／モダンガール）に代表される

銀座のトラディショナルなファッションの歴史の再解釈。銀座のレトロファッションの象徴とし
て「スカーフ」をドレスコードに、自分らしい春の装い「令和レトロ」で楽しく回遊。参加店舗
で特別サービスを受けられるほか、ヘアメイクショー、ストリートスナップなど１日限りのイベ
ントも実施します。 

 
 
 
 松屋銀座では、フリーアナウンサーの宇賀なつみさんがアンバサダーに！  オープニングイベントも実施      . 
 
 
 

宇賀なつみさんが、松屋銀座のアンバサダーに就任 
今回、松屋銀座の「東京クリエイティブサロン ― MY FAVORITE TOKYO ― 」を盛り

上げるために、フリーアナウンサーの宇賀なつみさんがアンバサダーに就任します。 

 東京のものづくりを実際に体験していただいた様子を YouTube で配信（3/9 から）す

るほか、Instagram でライブ配信（3/20）を行うなど、情報発信をしてまいります。 

 
 
 
 
 

足立区・北綾瀬 
〈サステナブルなアクリル板を使った店内ディスプレイ〉 
 
足立区北綾瀬の「ミユキアクリル」と協働し、印刷会社などから出る廃液を

顔料として使用してアクリルパネルを制作。今回、松屋では「パズルのピー
ス」をモチーフとしたアクリルプレートを、店内装飾に使用します。 
ミユキアクリルは 1970年創業のアクリル製造・加工メーカー。キーホルダー

やアクセサリーなどへの加工をはじめ、これまで 6000 種類以上のアクリルデザ
インを手がけるほか、ワークショップを開催するなどアクリルの普及・啓蒙に
も力を入れています。 

 

https://tokyo-creativesalon.com/
https://tcs.ginza.jp/
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５０年続く紳士服の名物催事 銀座を飛び出し富山で初開催！ 

出張「銀座の男」市 

4 月 1 日（金）～4 日（月） 富山大和 6 階ホール 

松屋銀座で半世紀以上続く名物催事「銀座の男」市が、初めて東京を飛び出し、富山県に出張いたします。働き方改革

やコロナ禍における生活様式の変化から、ビジネスマンの必需品であったスーツの需要が減少する中、スーツ着用率の高い

地方にコンテンツとして出向くことで、売上の確保と、地方に店舗の無い松屋の知名度向上を目指します。 

【催事概要】 

■催事名 「銀座の男」市 

■会期 4月 1日（金）～4日（月）4日間 ＊最終日は 18時開場 

■会場 富山大和6階ホール（富山市総曲輪 3 丁目 8 番 6 号） 

■会場面積 約200坪  ■展開スーツ 約2500着  ■売上目標 1000 万円 

 

【目的】 

① 地方百貨店とタッグを組むことで、百貨店全体の活性化をはかる 

② 都心のスーツ離れに対し、需要のある地方に進出することで売上を伸長する 

③ 東京にしか店舗の無い松屋の地方での認知度向上により、EC売上拡大に繋げる 

 

スーツ２着で 31,900円から 

2 着で 31,900 円のお買い得スーツを中心に、品質にこだわった品揃え。 

 

日本の職人が縫い上げる、包み込むような着心地が特徴の「アトリエ仕立てス

ーツ」、ジャケットやスラックスなどのビジネスアイテムもご案内いたします。 

 

特別奉仕品 各30着限定：スーツ・ジャケット 1着 11,000 円 

アトリエ仕立てスーツ 44,000 円から 

サイズオーダースーツ 2 着 53,900 円 

＊価格は全て税込み 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ富山なのか？ 

出張「銀座の男」市 こだわりと今後の狙い 

1970（昭和45）年ごろより始まった、紳士服の名物催事。

「２着で29,800 円」という企画を初期から打ち出し、大反響

に。今でもほぼ変わらぬ価格で続いています。 

商品展開も時代に応じて試行錯誤を重ね、お取引先と共同で

企画したスーツを充実させ、製法にこだわりを持ったメイド・イン・ジ

ャパンのスーツを提供しています。 

ビジネススタイルのカジュアル化やコロナ禍のリモートワークの普及

などにより売り上げは減少傾向ですが、在宅ワークでも動きやすい

「アクティブスーツ」を販売したり、密を避けられるゴルフ人気から 

ゴルフバーゲンを併催するなど、コロナ禍のビジネスマンの変化にも

対応し、常に進化し続けています。 

「銀座の男」市とは 

 
2020 年開催時 

■ターゲットは富山市近郊に勤める30－50代ビジネスマン 

富山大和のある富山市は、電力会社や製薬会社、建材会社

などの優良企業本社や銀行などが多く、スーツ必須のビジネス 

マン人口が高いと言われます。 

■大和（だいわ）と松屋の関係性 

金沢、富山の北陸2都市に店舗を構える百貨店である大和で

は、松屋が主催する文化催事を開催するなどで交流があった

中、90周年を迎える富山店の新規催事として、「銀座の男」市

に着目。 

 

 

■松屋銀座から精鋭メンバー4人が出張！着こなしの提案やジャストサイズのスーツ選びをお手伝い 

  紳士服担当バイヤー1名、バイヤー経験のある課長2名、若手男市担当社員の4名が現地へ赴き、スーツのサイズ感、 

コーディネートなど、お客様にぴったりのビジネススタイルを銀座クオリティの接客でご提案いたします。   

■オンライン接客で購入サポート（準備中） 

  会期終了後は銀座からオンラインでサポートし、オーダーでサイズをいただいたお客様にはリモートでの新たなオーダーにも 

対応する予定。松屋銀座の顧客化を促進させる計画です。 

■他の地方百貨店での開催 

  東京にしかない松屋の販路拡大、全国への認知度向上のため、今後も機会があれば、他の地方での展開も視野に 

入れています。 

 


