
 

                       

  

2022年 6月 23日 

                     （一社）日本百貨店協会  

【阪急阪神百貨店】 

[阪神梅田本店 6 月 14 日和菓子売場完成フルオープン] 

4 月 6 日の阪神梅田本店グランドオープン以降、順次新装開店してきた和菓子売場が 6 月 14

日に完成。全 26 店がラインアップ。老舗はもちろん専門性を極めた新しい和菓子も登場。 

[阪神梅田本店「傘まつり」（6/15～）] 

3 年ぶりに開催する今回は、豊富なカラーバリエーションやサステナブルなアイテムに注目。

雨の日もおしゃれを楽しめるレインウエアもスタンバイ。 

[神戸阪急 新館１階「インターナショナルブティックス」に 4 ブランドが続々オープン] 

地元神戸のお客様と素敵な神戸暮らしを共創していく百貨店に向けて、改装を進める神戸阪

急。「インターナショナルブティックス」に、４つのラグジュアリーブランドが続々登場。 

[阪急うめだ本店「おいしい かわいい 沖縄展 2022」（6/8～／9 階催場）] 

今年は、沖縄本土復帰 50 周年の記念の年。阪急うめだ本店では、改めて沖縄の魅力を再発見

する「おいしい かわいい 沖縄展 2022」を開催。 

【高島屋】 

[銀行取引とお得な積立てができる髙島屋の金融サービスアプリ「髙島屋ネオバンク」スタート]  

住信 SBI ネット銀行株式会社が提供する「NEOBANK®」を活用した新しい金融サービス「髙島屋

ネオバンク」を、6 月 8 日に開始。 

[“エコ＆エシカル”な暮らしの提案 「TSUNAGU ACTION WEEKS」]  

エコ＆エシカルな暮らしについて、お客様と一緒に考える“アクション”を示しながら、サス

テナブルな商品を通して提案する TSUNAGU ACTION WEEKS を全店舗で展開。 

【東武百貨店】 

[『奄美の物産めぐり』と『九州うまいもの市』開催（6/9～／池袋本店 8 階催事場）]  

昨年７月に世界自然遺産として登録され注目されている「奄美大島・徳之島」や肉の王国とし

て有名な「九州各県」から 38店が集結(食 32店、工芸 6店)。 

[名店の味やイタリアのくらしを楽しむ。「イタリア展」開催（6/16～／池袋本店 8 階催事場）]  

お客様の「海外催事で旅行気分を味わいたい」という声をうけ、食品や雑貨で親しみがあるイ

タリアのグルメや工芸を取り揃えた。食品 27店舗、工芸 14店舗の計 43店舗を展開。 

[「粉博～みんな大好き！粉ものグルメ～」初開催（6/23～／池袋本店 8 階催事場）]  

東武百貨店池袋本店は、6月 23日から 28日の 6 日間、8 階催事場にて『粉博』を初開催。日

本各地の粉もんグルメが約 35 店集結する。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』POP UP（6/15～／松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワールド』大ヒットシリー

ズ最新作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』の公開を記念したイベントを開催。 

[新・時計売場 GENTA the Watch 7 月 6 日より順次オープン（松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店は北館 5階の時計・宝飾売場を 14年ぶりに改装し、7月 6日より時計展開スペ

各社の直近の重点施策 



ースを約 2倍に拡大した新たな時計・宝飾売場を北館（GENTA）５ 階にオープン。 

[2022 年松坂屋「夏の贈り物」お中元ギフト（6/1～／松坂屋名古屋店）]  

多様化するお中元に注目。プライベートな相手に贈るカジュアルギフトや購入することでポジ

ティブな影響があるサステナブルギフトを提案。 

[ニーズ高まる「金」製品が名古屋に集結。「大黄金展」（6/8～／松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、金製品の一大展示即売会「大黄金展」を開催。安定資産としての価値に

さらなる注目が集まる「金」が集結する祭典。 

[「日々是やさしい暮らし展」開催（6/8～／大丸京都店リビング売場）]  

大丸京都店リビング売場のイベントコーナー「暦ごよみ」では、季節にふさわしい雑貨や食 

器、グリーンなどこだわりの品々をご提案。 

[あんこぱらだいす。あんぱら。～あんこ菓子とお茶スイーツ～ 他（6/15～／大丸札幌店）]  

令和３年度の小豆の都道府県別生産量で第１位に輝く小豆王国・北海道。小豆をクローズアッ

プし、あんこの魅力を広くご紹介する「あんぱら」。今年で２回目の実施。 

【三越伊勢丹】 

[2022 三越伊勢丹 夏のクリアランスセール（7/1～）]  

三越伊勢丹各店夏のクリアランスセール７月１日スタート。三越伊勢丹オンラインストアは 7

月 1日 10時スタート。 

[三越日本橋本店 本館 屋上ビアガーデン「グリルテラス日本橋 2022」（7/13～）]  

15種以上の飲み放題メニューや、飲み物をグレードアップできるプランもご用意。日本橋三越

本店屋上でお料理とお飲み物を堪能しながら心地良い開放感と高揚感を楽しめる。 

[伊勢丹新宿本店：「プラダ メトロポリス」]  

６月 15日～6月 28日、表現主義映画とモダンな美学をテーマにした「プラダ メトロポリス」

ポップアップストアがオープン。 

【小田急百貨店】 

[かわいい小鳥アイテムが新宿小田急に大集合「新宿ことり博」開催（6/29～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11階催物場で、6月 29日～7月 5日、「新宿ことり博」を開催。雑貨

やアクセサリー、スイーツ、飼育用品など 1万点以上を展開する。 

[マンガ『鉄腕アトム』連載開始 70 周年「手塚治虫 版画展」を開催（6/29～）]  

小田急百貨店新宿店本館美術画廊・アートサロンでは、6月 29日～7月 5日、マンガ『鉄腕ア

トム』連載開始 70周年「手塚治虫 版画展」を開催。ＥＣサイトでも期間限定展開。 

【そごう・西武】 

[お中元はよりカジュアルなギフト習慣へ お中元で「おうちグルメ」を提案]  

そごう・西武では新たなお中元のニーズに対応するため、産地や素材にこだわった「夏のごち

そう」、「私ならではの思いが伝わる夏のごあいさつ」をテーマに提案。 

[そごう千葉店に食の銘菓・名産品処が誕生（6/23～）]  

そごう千葉店では全国の銘菓を集めた売場「諸国銘菓」を 6月 23日にリニューアル。日本各 

地の食のご当地商品約 1000種類を展開する。 

[6 月 30 日は「夏越ごはん」の日 37 のブランドで米食の魅力を提案]  

そごう・西武は一年の半分の日である 6月 30日に行われる神事「夏越の祓」の日に合わせた

行事食「夏越ごはん」を各店惣菜売場合計 37ブランドで販売。 

 



【京王百貨店】 

[お世話になった方へ、心が躍る贈り物を 「京王のお中元」がスタート]  

京王百貨店では、「2022年京王のお中元」の承りを 5月 20日からネットショッピングで、6月 

2日、9日から新宿店をはじめとする各店にてスタート。 

[“昭和レトロ”な夏アイテムを集積 夏の道具「風鈴・蚊やり器 」販売開始]  

京王百貨店では、6階食器・調理用品売場にて、「夏アイテムをそろえよう！」をテーマに、 

風鈴、蚊やり器の今夏向けの展開をスタートした。 

[6 月“20 日（はっか)”は「ペパーミント」の日 「ミント」アイテム注目の新商品も登場]  

京王百貨店では、「ペパーミント」や「和ハッカ」などの季節限定商品を中心としたミントア

イテムを種類豊富に展開。 

[化粧品専用「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」に、オンライン接客機能を拡充]  

京王百貨店では、6月 23日、「LINE」上で自社サービスを展開できる「LINEミニアプリ」を用

いた「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」 に、オンライン接客の機能を新たに追加。 

【松屋】 

[コスメ回収キャンペーン 使わなくなった化粧品回収サービスで買い替え促進（～6/30）]  

松屋銀座では、メイクアイテムの買い替え需要を促すキャンペーンを実施。コロナ禍のマスク

生活で暫く使っておらず、今の気分ではないカラーや劣化が気になる化粧品を回収。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

[阪神梅田本店 6月 14日和菓子売場完成フルオープン] 

4月 6日の阪神梅田本店グランドオープン以降、順次新装開店してきた和菓子売場が 6月

14日完成。全 26店がラインアップ。老舗はもちろん専門性を極めた新しい和菓子も登場。 

※6月 14日/地下１階「阪神食品館」和菓子売場 

昔ながらの製法で作られる伝統的な和菓子の数々、カレーせんべいなど専門性を生かし美

味しさを追求した新開発のデビューブランド、西日本初登場など、新たに４店を加え全２６店

が揃った。 https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/food/wagashi/ 

[阪神梅田本店「傘まつり」（6/15～／8階 催事場）] 

3 年ぶりに開催する今回は、豊富なカラーバリエーションやサステナブルなアイテムに注

目。雨の日もおしゃれを楽しめるレインウエアもスタンバイ。 

梅雨シーズン到来！総勢 1 万本が勢ぞろい！３年ぶりに開催する阪神梅田本店の「傘まつ

り」。今回は、“梅雨時や気候の変化も快適に楽しく”をテーマに、おしゃれや機能性にこだ

わった傘やレインコートなどをご用意。さらに、お客様ご自身で張り替えられるビニール傘や、

廃棄ビニール傘を回収して作ったバッグやファッション小物など、SDGs にもつながる注目

商品も登場。 https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/kasamatsuri/ 

[神戸阪急 新館１階「インターナショナルブティックス」に 4ブランドが続々オープン] 

地元神戸のお客様と素敵な神戸暮らしを共創していく百貨店に向けて、改装を進める神戸

阪急。「インターナショナルブティックス」に、４つのラグジュアリーブランドが続々登場。 

外観も刷新された新館 1 階フラワーロード側の「インターナショナルブティックス」に ６月２２

日以降、４つのラグジュアリーブランドが続々登場。【オープン日】「BALENCIAGA」６月２２

日、「ＬＯＥＷＥ」ポップアップ６月２２日～７月３１日、「BOTTEGA VENETA」７月７日、

「CELINE （セリーヌ）」７月９日 （リリース） 

[阪急うめだ本店「おいしい かわいい 沖縄展 2022」（6/8～／9階催場）] 

今年は、沖縄本土復帰 50周年の記念の年。阪急うめだ本店では、改めて沖縄の魅力を再

発見する「おいしい かわいい 沖縄展 2022」を開催。 

沖縄本土復帰 50 周年で、県内では記念式典やお祝いムード一色。県外でも様々なフェア

が開催されるなど、各地で盛り上がりを見せている。阪急うめだ本店では、梅雨の時期を一

気に夏ムードにする人気の催事で 7 回目の開催となる今回、改めて沖縄の魅力を再発見し

ていただこうと、ファッション雑貨やアート、フードまで約 35店舗が集結した。 （リリース） 

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

 

【髙島屋】 

[銀行取引とお得な積立てができる髙島屋の金融サービスアプリ「髙島屋ネオバンク」スタート]  

住信 SBI ネット銀行株式会社が提供する「NEOBANK®」を活用した新しい金融サービス

「髙島屋ネオバンク」を、6 月 8 日に開始。 

髙島屋は住信 SBI ネット銀行の「NEOBANK®」を活用し、同社の銀行機能と髙島屋での

お買物の利便性を高める機能を併せ持った「髙島屋ネオバンク」サービスを開始。髙島屋グ

ループが提供する商品・サービスに銀行機能も加えることで、お客様のライフタイムバリュー

の最大化に取り組む。またデジタル化により次世代顧客をはじめとする新しいお客様との接

点を拡大し、グループの顧客基盤をより強固にするとともに、百貨店とのシナジー発揮により

さらなる事業成長につなげる。 （リリース） 
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[“エコ＆エシカル”な暮らしの提案 「TSUNAGU ACTION WEEKS」]  

エコ＆エシカルな暮らしについて、お客様と一緒に考える “アクション”を示しながら、サス

テナブルな商品を通して提案する TSUNAGU ACTION WEEKS を全店舗で展開。 

「使い捨てない、無駄にしない、ゼロウェイストな暮らし」のテーマを中心に考えた、「フードロ

スを無くそう！」「地球や人に優しい物を選ぼう！」「すべての人の自立や生活を応援しよ

う！」などの 10 の“アクション”。お買い物を楽しみながら、環境や社会に貢献する“ファン・

エシカル”を提案するとともに、日々の暮らしに取り入れてみたくなるサステナブルなアイテム

の数々を紹介する。 （リリース） 

 

【東武百貨店】 
[『奄美の物産めぐり』と『九州うまいもの市』開催（6/9～／池袋本店 8階催事場）]  

昨年７月に世界自然遺産として登録され注目されている「奄美大島・徳之島」や肉の王国と

して有名な「九州各県」から 38店が集結(食 32店、工芸 6店)。 

暑くなってきた時期に「涼スイーツや夏のスタミナグルメ」を楽しんでいただきたい、旅気分も

楽しんでいただきたいという思いから開催。奄美からは涼を楽しめる「南国フルーツ・マンゴ

ーパフェ」の他、黒糖わらび餅、黒糖焼酎などを展開。九州各県からはブランド牛を使った、

東武限定の「スタミナ抜群肉弁当」を池袋東武開店 60 周年記念特別価格にて提供。また、

素材にこだわったソフトクリームやティラミスなどのスイーツも販売。（リリース） 

[名店の味やイタリアのくらしを楽しむ。「イタリア展」開催（6/16～／池袋本店 8階催事場）]  

お客様の「海外催事で旅行気分を味わいたい」という声をうけ、食品や雑貨で親しみがある

イタリアのグルメや工芸を取り揃えた。食品 27店舗、工芸 14店舗の計 43店舗を展開。 

イタリア展では、実演 3 店舗、イートイン 5 店舗も展開。イートインでは名店シェフ監修のパ

スタやピッツァ、ドルチェなどの東武限定メニューが味わえるほか、話題のピスタチオを使用

した風味豊かなドルチェも。ファッションやインテリアも多数販売する。（リリース） 

[「粉博～みんな大好き！粉ものグルメ～」初開催（6/23～／池袋本店 8階催事場）]  

東武百貨店池袋本店は、6 月 23 日から 28 日の 6 日間、8 階催事場にて『粉博』を初開

催。日本各地の粉もんグルメが約 35 店集結する。 

日本各地の人気店からお好み焼き、豚まん、たこ焼きをはじめ、ご当地うどん・そば、きな粉

スイーツなどの「粉グルメ」が約 35店集結(実演 8店)。日本各地から厳選したご当地冷凍餃

子や 150 種以上のご当地インスタントラーメンも販売。本催事では、日本各地の粉もんグル

メを食べ比べて楽しんでいただきたいという思いを込めている。（リリース） 

 

【大丸松坂屋貨店】 
[『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』POP UP（6/15～／松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワールド』大ヒットシリーズ最新

作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』の公開を記念したイベントを開催。 

おなじみの大人気恐竜をはじめ、最新映画で初登場する恐竜など 20 種類以上をパネル紹

介する他、プライム 1 スタジオの大型スタチュー、最新作の等身大スタチューも展示する。

200 以上のジュラシック・ワールド公式商品が揃うグッズコーナーも展開。本展は、6 月の名

古屋、大阪を皮切りに大丸・松坂屋の店舗がある全国 5都市を巡回する。（リリース） 

[新・時計売場 GENTA the Watch 7月 6日より順次オープン（松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店は北館 5 階の時計・宝飾売場を 14 年ぶりに改装し、7 月 6 日より時計展

開スペースを約 2倍に拡大した新たな時計・宝飾売場を北館（GENTA）５ 階にオープン。 

百貨店を利用されるお客様からの需要が高い時計ゾーンに、オウンドメディアを起点とした

オンラインで利用できるサービスを増やし、利便性を向上させることで、これまで取り込めな

かった若い世代や女性客からの支持を狙う。圧倒的な高級時計ブランドの「品揃え」に加え、



オンラインの活用で格段に充実する「サービス」や幅広い顧客の心を掴む最高の「環境」を

備え、全国の百貨店売上において日本一の時計売場を目指す。（リリース） 

[2022年松坂屋「夏の贈り物」お中元ギフト（6/1～／松坂屋名古屋店）]  

多様化するお中元に注目。プライベートな相手に贈るカジュアルギフトや購入することでポ

ジティブな影響があるサステナブルギフトを提案。 

儀礼ギフトを贈る習慣が縮小傾向にある一方、コロナ禍で定着したお取り寄せグルメを楽し

む消費動向に注目し、相手に気軽に贈れるカジュアルギフトや自宅で特別感のあるお取り

寄せグルメを訴求。また、購入することで「社会の持続性に少しでも貢献できるギフト商品」を

多数ラインアップ、カタログリサイクルに取り組むなど「ギフトにもサステナブル」な提案を行う。

（リリース） 

[ニーズ高まる「金」製品が名古屋に集結。「大黄金展」（6/8～／松坂屋名古屋店）]  

松坂屋名古屋店では、金製品の一大展示即売会「大黄金展」を開催。安定資産としての価

値にさらなる注目が集まる「金」が集結する祭典。 

人間国宝や名工が生み出した工芸品の展示・販売や、貴金属の買取りサービスなども展開。

「タツノコプロ 60 周年記念 K24 マッハ号」、人々を魅了する「黄金のマスク・K24 ファラオ

黄金の仮面」、技と感性が光る置物キャラクターも。（リリース） 

[「日々是やさしい暮らし展」開催（6/8～／大丸京都店リビング売場）]  

大丸京都店リビング売場のイベントコーナー「暦ごよみ」では、季節にふさわしい雑貨や食

器、グリーンなどこだわりの品々をご提案。 

昨年初開催し、好評を得た「日々是やさしい暮らし展」を開催。時間を大切に、シンプルに

美味しく、すこやかに美しく暮らしていくための品々が揃う。（リリース） 

[あんこぱらだいす。あんぱら。～あんこ菓子とお茶スイーツ～ 他（6/15～／大丸札幌店）] 

令和３年度の小豆の都道府県別生産量で第１位に輝く小豆王国・北海道。小豆をクローズ

アップし、あんこの魅力を広くご紹介する「あんぱら」。今年で２回目の実施。 

あんこファンの期待に応える魅惑のあんこ菓子を和洋問わず豊富にご紹介するほか、今回

は彩りも美しいお茶スイーツをご用意。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[2022 三越伊勢丹 夏のクリアランスセール（7/１～）]  

三越伊勢丹各店夏のクリアランスセール７月１日スタート。三越伊勢丹オンラインストアは 7

月 1日 10時スタート。 

各ブランドの店舗でのお取り扱い、セール開催会期は 2022年 6月 24日公開 

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

[三越日本橋本店 本館 屋上ビアガーデン「グリルテラス日本橋 2022」（7/13～）]  

15 種以上の飲み放題メニューや、飲み物をグレードアップできるプランもご用意。日本橋

三越本店屋上でお料理とお飲み物を堪能しながら心地良い開放感と高揚感を楽しめる。 

期間：７月 13 日～10 月 10 日 アメリカのグリル機器メーカー〈Weber〉のグリルで焼きなが

らいただくボリューム満点のお肉やグリル野菜、そして冷たい生ビールは格別。お子さまとご

家族で楽しめるアラカルトメニューもご用意。 

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

[伊勢丹新宿本店：「プラダ メトロポリス」]  

６月 15 日～6 月 28 日、表現主義映画とモダンな美学をテーマにした「プラダ メトロポリ

ス」ポップアップストアがオープン。 

伊勢丹新宿店メンズ館 1 階ザ・ステージでは、＜Prada/プラダ＞の新たなポップアップスト

アがオープン。SF 映画の金字塔「メトロポリス」にインスパイアされた店内で、伊勢丹新宿本

店先行アイテムをはじめ、特別にセレクトされたメンズウエアとアクセサリーを提案。 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057205029.html 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/clearance_sp
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/event_calendar/grill.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057205029.html


 

【小田急百貨店】 
[かわいい小鳥アイテムが新宿小田急に大集合「新宿ことり博」開催（6/29～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場で、6 月 29 日～7 月 5 日、「新宿ことり博」を開

催。雑貨やアクセサリー、スイーツ、飼育用品など 1万点以上を展開する。 

人気の小鳥作家や専門店が集合し、小鳥をモチーフにした雑貨やアクセサリー、スイーツ 

から飼育用品まで、小鳥にまつわるさまざまなアイテムを展開。お買い上げプレゼント企画 

も実施。（リリース） 

[マンガ『鉄腕アトム』連載開始 70周年「手塚治虫 版画展」を開催（6/29～）]  

小田急百貨店新宿店本館美術画廊・アートサロンでは、6 月 29 日～7 月 5 日、マンガ『鉄

腕アトム』連載開始 70周年「手塚治虫 版画展」を開催。ＥＣサイトでも期間限定展開。 

『鉄腕アトム』の新作を含め、『リボンの騎士』や『ブラック・ジャック』など約 60 点の版画の展

示販売のほか、オリジナルグッズの販売も実施。また、ECサイト「小田急百貨店オンラインシ

ョッピング」 においても、一部の作品を期間限定で販売する。（展開：6/29～7/31） （リリー

ス） 

 

【そごう・西武】 
[お中元はよりカジュアルなギフト習慣へ お中元で「おうちグルメ」を提案]  

そごう・西武では新たなお中元のニーズに対応するため、産地や素材にこだわった「夏のご

ちそう」、「私ならではの思いが伝わる夏のごあいさつ」をテーマに提案。 

近年お中元は、定番のギフト商品以外にもごちそうメニューの人気が伸長しており、気軽に

贈り合うカジュアルなギフトが好調に推移。そこで、そごう・西武では、お中元の新たなニー

ズに対応して、産地や素材にこだわった「夏のごちそう」、「私ならではの思いが伝わる夏の

ごあいさつ」をテーマに提案する。（リリース） 

[そごう千葉店に食の銘菓・名産品処が誕生（6/23～）]  

そごう千葉店では全国の銘菓を集めた売場「諸国銘菓」を 6 月 23 日にリニューアル。日本

各地の食のご当地商品約 1000種類を展開する。 

従来の「諸国銘菓コーナー」に加えて「千葉の銘菓・名産品コーナー」「諸国名産コーナー」

「イベントコーナー」を追加し、売場面積を 1.6倍に拡大。４つのコーナーで約 1,000種類の 

日本各地のご当地商品の魅力を堪能いただける。千葉県の銘菓・名産品コーナーでは、千

葉県産落花生や豆菓子を扱う「与三郎の豆」がリニューアルオープンし、新たにピーナッツ

ペーストメーカーを導入する。（リリース） 

[6月 30日は「夏越ごはん」の日 37のブランドで米食の魅力を提案]  

そごう・西武は一年の半分の日である 6月 30日に行われる神事「夏越の祓」の日に合わせ

た行事食「夏越ごはん」を各店惣菜売場合計 37ブランドで販売。 

一年の折り返しである晦日（6/30）に、身に付いた半年間の穢れを払い、無病息災を祈る神

事「夏越の祓」に合わせて、「夏越ご飯」を、各店惣菜売場合計３７ブランドで販売する。各店、

雑穀ごはんの上に夏野菜を使った「芽の輪」をイメージした丸い食材をのせたメニューを販

売する。（リリース） 

 

【京王百貨店】 
[お世話になった方へ、心が躍る贈り物を 「京王のお中元」がスタート]  

京王百貨店では、「2022 年京王のお中元」の承りを 5 月 20 日からネットショッピングで、6

月 2日、9日から新宿店をはじめとする各店にてスタート。 

「心おどる贈り物」 をテーマに、喜ぶ顔を想像しながらギフトを選ぶ楽しさ、「ありがとう」の明

るい声が返ってくるうれしさを感じられる“贈る人も、もらう人も心が躍る”ような旬の食材や冷

製メニュー、華やかで見た目も楽しめるスイーツギフトを特集。健康志向の高まりを受け、発



酵食品や大豆ミートを使用したグルメなどヘルシーなメニューをそろえる「からだ想い」 なギ

フトも取り揃えた。（リリース） 

[“昭和レトロ”な夏アイテムを集積 夏の道具「風鈴・蚊やり器 」販売開始]  

京王百貨店では、6 階食器・調理用品売場にて、「夏アイテムをそろえよう！」をテーマに、 

風鈴、蚊やり器の今夏向けの展開をスタートした。 

今年の夏休みは、3 年ぶりに帰省や親戚とのだんらんが期待できること、猛暑が予想される

ことから、暑さを和らげる“癒しグッズ”の需要が高まるとみて、例年より約 1ヶ月早い展開。若

い世代から 「インテリアとしても楽しめる」と注目されている“昭和レトロ”なアイテムを中心に

そろえる。（リリース） 

[6月“20日（はっか)”は「ペパーミント」の日 「ミント」アイテム注目の新商品も登場]  

京王百貨店では、「ペパーミント」や「和ハッカ」などの季節限定商品を中心としたミントアイ

テムを種類豊富に展開。  

ミントアイテムは、例年、ジメジメとした梅雨時期から夏に向かう 6 月初旬から中旬に品ぞろ

えのピークを迎え、今季は和ハッカを使用した新商品も登場。猛暑・節電が想定される今夏、

リフレッシュアイテムとして一層注目が高まっている。（リリース） 

[化粧品専用「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」に、オンライン接客機能を拡充]  

京王百貨店では、6 月 23 日、「LINE」上で自社サービスを展開できる「LINE ミニアプリ」

を用いた「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」 に、オンライン接客の機能を新たに追加。 

化粧品購入に関する電話接客やネットショッピングの需要の高まりを受け、 4月にスタートし

た「オンライン予約機能」に続き、チャット接客、ビデオ電話接客から選べる接客機能をアプ

リ会員限定サービスとして搭載。好調領域である「美」をフックに、よりパーソナルなご要望に

対応するサービスや情報発信を充実させ、顧客利便性の向上と京王百貨店のファンづくり

につなげることを目指す。（リリース） 

 

【松屋】 
[「コスメ回収キャンペーン」使わなくなった化粧品回収サービスで買い替え促進（～6/30）]  

松屋銀座では、メイクアイテムの買い替え需要を促すキャンペーンを実施。コロナ禍のマス

ク生活で暫く使っておらず、今の気分ではないカラーや劣化が気になる化粧品を回収。 

行動制限がなく人と会う機会が増えたことによって、メイクアップへの需要が高まる中、松屋

銀座では、メイクアイテムの買い替え需要を促すキャンペーンを実施。コロナ禍で使わなくな

った化粧品を回収し、「COSME no IPPO」による、カラーコスメをクレヨンへアップサイクル

するプロジェクトに活用する。（リリース） 

 

  以上 



2022年5月23日
報道関係者各位

PRESS RELEASE

新館1階「インターナショナルブティックス」に

４ブランドが続々オープン！

■取材等に関するお問い合わせ先：神戸阪急OMO販売企画部 広報担当 石原・蓑田 ℡078-200-7040（直通）

【 オープン日 】

「BALENCIAGA （バレンシアガ）」 ６月２２日（水）

「ＬＯＥＷＥ （ロエベ）」ポップアップ ６月２２日（水）～７月３１日（日）

「BOTTEGA VENETA （ボッテガ・ヴェネタ）」 ７月７日（木）

「CELINE （セリーヌ）」 ７月９日（土）

「神戸阪急」ではない。「神戸の阪急」になるのだ。

神戸阪急 ＲＥＭＯＤＥＬ ＮＥＷＳ

地元神戸のお客様と素敵な神戸暮らしを共創していく百貨店に向けて、改装を進める神戸阪急。

外観も刷新された 新館1階フラワーロード側の「インターナショナルブティックス」に ６月２２日（水）

以降、４つのラグジュアリーブランドが続々登場します。

・バレンシアガ、ロエベ、ボッテガ・ヴェネタ、セリーヌの４ブランドとも今回の改装に伴い神戸阪急に新規導入します。

・オープンに際してのセレモニー・イベントは、４ブランドとも特に行いません。

・営業時間は、４ブランドとも午前１０時～午後８時です。

・ロエベは、２０２３年度中に本設オープンする予定です。

・新館１階フラワーロード側の外観刷新工事は、６月中旬に完成します。

※オープン日は、諸般の事情により変更する場合がございます。



2022/05/16

本土復帰50周年。改めて沖縄の魅力を再発見。

「おいしい かわいい 沖縄展2022」
6月8日（水）〜13日（月）／9階催場

　今年は、沖縄が本土復帰50周年という記念の年。県内では記念式典やお祝いムード一色のなか、県

外でも様々なフェアが開催されるなど、各地で盛り上がりを見せています。阪急うめだ本店では、梅雨の

時期を一気に夏ムードにする人気の催事で7回目の開催となる今回、改めて沖縄の魅力を再発見して

いただこうと、ファッション雑貨やアート、フードまで約35店舗が集結。ぜひ、ご取材ください！
※一部、県外で生産、または県外産の原材料を使用した商品がございます。

※諸事情により、出店が中止になる場合や、商品名・価格が変更になる場合がございます。

■“沖縄といえば”外せない、おすすめの逸品をご紹介します！

那覇市で地元の人に愛される沖縄そば「麺処てぃあんだー」。

店名の“てぃあんだー”は、沖縄の方言で、心を込める・愛情を込

めて丁寧に作ること。その精神のとおり、麺はこだわりの自家製手

打ち麺で、あっさりしていてコクがあるかつおベースの出汁と、つる

つる食感の生麺との相性抜群。1杯1杯“てぃあんだー”の沖縄そ

ば、ぜひご賞味いただきたい逸品です。

さらに、地元では沖縄そばには欠かせない、自慢の出汁で炊いた

炊き込みご飯、じゅーしー（1人前）330円もお楽しみいただきます。

「麺処てぃあんだー」

軟骨ソーキそば（1人前）981円

「ぶたや 黒将」ポークトーフオニギリ

（人参しりしり、チキナー、各1個）各540円

「さわのや」天ぷらかき揚げ

（1枚）261円から

　　「湧川食品」ゆしどうふ

　　（2個パック）465円



〇廃業した酒造所から、眠っていた泡盛を復活！

宮古島の狩俣地区にあった小さな泡盛蔵「千代泉酒造所」。諸事情

により、惜しまれつつも2018年に廃業となり、その蔵に眠っていた限り

ある最後の泡盛を復活させた、知る人ぞ知る銘酒。

「誇酒プロジェクト」の代表で、この泡盛を復活させた那覇市で会員制

の泡盛バーを営む「泡盛倉庫」の店主・比嘉康二も来店し、商品につ

いてや泡盛について語りあえるのはもちろん、日常に寄り添う美味し

い泡盛の飲み方講座（有料・事前Web予約）も開催します。

「泡盛倉庫」

31/32Chiyoizumi distillery（43度、500ｍｌ）13,200円[限定100]

■伝統に新しいエッセンスを加えた沖縄のクリエーション
美しい海や森、動植物など、沖縄にしかない魅力をファッションや

アートなど独自のスタイルで表現。沖縄のガジュマルの木に宿り、幸

運を呼ぶ精霊といわれるキジムナーや、沖縄の“生命力の濃さ”を色

鮮やかなアートで表現する与儀勝之の琉球イラストレーションなど、伝

統に新しい感性を掛け合わせたクリエーションが登場します。

　　　　　　　「南国雑貨ＴＩＤＡ」

幸せを呼ぶ神の島のカワイイ妖精キジムナー

　　　　　　　　（1個）各1,100円

“青の世界”＜ジークレープリント＞パネル2枚組

（160サイズ：幅160×高さ53×奥行3.5ｃｍ）253,000円

■［同時開催］僕らがつくる新・沖縄展　～樂園、海ヲ渡ル～

期間／場所　6月8日（水）〜13日（月）／9階祝祭広場

共催：株式会社リウボウ商事、株式会社bluespot／協力：株式会社リウボウインダストリー「樂園百貨店」

豊かな自然の恵みや歴史が紡いだ独特の文化を愛する作り手に注目。ファッション＆ビューティー、ク

ラフト＆アート、フードなど、新しい感性を注いで作り出した熱量あふれるモノが登場します。

※画像はイメージです。
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2022 年 6 月 8 日 

株式会社髙島屋 

住信 SBIネット銀行株式会社 

 

銀行取引とお得な積み立てができる髙島屋の金融サービスアプリ 

「髙島屋ネオバンク」スタート 
 

株式会社髙島屋（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村田 善郎、以下「髙島屋」）は、 

住信 SBI ネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO)：円山 法昭、以下 

「住信 SBI ネット銀行」）が提供する「NEOBANK®」（※1）を活用した新しい金融サービス 

「髙島屋ネオバンク」を、本日 6月 8日（水）に開始いたします。 

 

 髙島屋グループでは、金融業を百貨店業、商業開発業に次ぐ成長の第 3の柱として位置づけてい

ます。2020年には、店頭でお客様の資産形成や資産承継のサポートを行うファイナンシャルカウン

ター事業を開始し、金融サービスを百貨店の品揃えの一つとして提供しています。 

住信 SBIネット銀行は、開業以来の取り組みで培った最先端の ITと金融のノウハウを活用し、パ

ートナー企業へ銀行機能を提供する BaaS（Banking as a Service）によって、パートナー企業のお客

様に対し、金融サービスにおいて新たな付加価値の創造を目指す取り組みである「NEOBANK®」サ

ービスを推進しています。 

 

 そしてこの度、髙島屋は住信 SBIネット銀行の「NEOBANK®」

を活用し、同社の銀行機能と髙島屋でのお買物の利便性を高める機

能を併せ持った「髙島屋ネオバンク」サービスを開始することとい

たしました。髙島屋グループが提供する商品・サービスに銀行機能

も加えることで、お客様のライフタイムバリューの最大化に取り組

んでまいります。またデジタル化により次世代顧客をはじめとする

新しいお客様との接点を拡大し、グループの顧客基盤をより強固に

するとともに、百貨店とのシナジー発揮によりさらなる事業成長に

つなげてまいります。 

お客様は、「髙島屋ネオバンクアプリ」をダウンロードし、口座を

開設することで、住信 SBIネット銀行が提供する預金や決済、融資

といった銀行サービスを利用することができます。また毎月一定額

を 12ヵ月積み立てていただくと 1ヵ月分のボーナスをプラスした

金額のお買物ができる「スゴ積み」もアプリに搭載。銀行口座との

連携により、入会、積み立て、利用を全てアプリ上で行うことが可

能です。 

将来的には、「髙島屋ネオバンク」にお買物の利便性をより高める機能や銀行サービスを順次追加

していく予定です。 
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【１】 髙島屋ネオバンクについて 

■「髙島屋ネオバンク」とは 

 「髙島屋ネオバンク」は髙島屋をご利用のお客様に向けた

住信 SBIネット銀行の専用支店であり、「髙島屋ネオバンク

アプリ」を通じて提供するサービスの総称です。 

口座を開設するとアプリで銀行取引ができ、髙島屋のお買

物で使えるお得で便利な積立サービス「スゴ積み」もご利

用いただけます。 

 

【お申し込みの流れ】https://www.takashimaya.co.jp/neobank/activation/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】 銀行サービス 

 「髙島屋ネオバンクアプリ」を通じて、住信 SBIネット銀行の優れた銀行サービスを利用するこ

とができます。 

 

■銀行機能 

 ・預金機能（円貨預金、外貨預金、外貨積立など） 

 ・決済機能（振込、振替、スマホデビットなど） 

 ・融資機能（カードローン、住宅ローン、教育ローンなど） 

 

■特徴 

 ・スマホ上で口座開設から銀行取引まで完結 

 ・「アプリで ATM」（※2）利用可能 

（キャッシュカードは任意発行（有料）） 

 ・生体認証による高度なセキュリティ 

 

■ＡＴＭの利用 

・「アプリで ATM」は全国のセブン銀行またはローソン銀行 ATM

でお引き出しが可能です。 

・ATMのご利用手数料は、ATMでの入金・出金のご利用回数を合計して月 5回まで無料です。 

銀行取引 スゴ積み 

「アプリでＡＴＭ」画面 

https://www.takashimaya.co.jp/neobank/activation/index.html
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【３】 スゴ積み 

■「スゴ積み」とは 

 ・「髙島屋のスゴイ積立」のことで、髙島屋のお買物にお使いいた

だける積み立てサービスです。 

・毎月一定額を 12ヵ月積み立てると 1ヵ月分のボーナスをプラス

した「お買物残高」がアプリにチャージされます。 

・積み立ての満期後は、国内の髙島屋（※3）や髙島屋オンライン

ストアでのお買物にご利用いただけます。 

 

■「スゴ積み」の魅力 

 ・入会も利用もアプリで完結。入会時来店不要、利用時カード不要 

 ・髙島屋オンラインストアでも利用可能 

 ・提携先のホテルやレストランでのご優待 

 

■５種類の積立コース 

  

※積立期間中、1年ごとに積立事務手数料 500円（税込）を頂戴します。 

 

【４】 概 要 

サ ー ビ ス 名 ： 髙島屋ネオバンク（TAKASHIMAYA NEOBANK） 

サービス開始日 ： 2022年 6月 8日 

申 込 対 象 者 ： 満 15歳以上の日本在住者 

所 属 銀 行 ： 住信 SBIネット銀行株式会社 

銀行代理業者 ： 株式会社髙島屋 （ 許可番号：近畿財務局長（銀代） 第 155号 ） 

取 扱 業 務 ： 預金または定期預金等の受入れ、資金の貸付、為替取引を内容とする契約の締

結の媒介 

W E B サ イ ト ： https://www.takashimaya.co.jp/neobank/index.html 

アプリダウンロード ： 【App Store】 

https://apps.apple.com/jp/app/id1620494773?mt=8 

 

【Google Play】 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neo

bank.takashimaya 

 

※1：「NEOBANK®」は住信 SBI ネット銀行の登録商標です。登録商標第 5953666号。 

※2：「アプリで ATM」サービスは、キャッシュカードのかわりにスマートフォンアプリを使って、ATMでのお取

引ができる機能です。キャッシュカード（デビットカード）をお持ちでない方でも「アプリで ATM」サービ

スを使って、ATMがご利用いただけるようになります。なお、「アプリで ATM」サービスのご利用には「ス

マート認証 NEO」の登録が必要です。 

※3：ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ髙島屋、専門店の一部を除く。 

 

以 上 

コース名（毎月の積立金額） 積立総額 ボーナス 満期受取額

5,000円コース 60,000円 5,000円 65,000円

10,000円コース 120,000円 10,000円 130,000円

30,000円コース 360,000円 30,000円 390,000円

50,000円コース 600,000円 50,000円 650,000円

100,000円コース 1,200,000円 100,000円 1,300,000円

スゴ積み「積立詳細」画面 

https://www.takashimaya.co.jp/neobank/index.html
https://apps.apple.com/jp/app/id1620494773?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neobank.takashimaya
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neobank.takashimaya
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neobank.takashimaya
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neobank.takashimaya
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“エコ＆エシカル”をテーマにした、暮らしの提案 

TSUNAGU ACTION WEEKS 
6月1日（水）～6月28日（火）  髙島屋各店・オンラインストアにて 

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

※一部、店舗ではお取り扱いのない商品がございます。※商品によっては髙島屋オンラインストアまたは店舗のみでしかお取り扱いをしない場合がございます。 

 

地球環境や社会にも貢献する生活スタイル、消費スタイルや、ソーシャルグッドな価値観が広まるなか、 

髙島屋では、エコ＆エシカルな暮らしについて、お客様と一緒に考えるきっかけとなる具体的な “アクション” を示し

ながら、サステナブルな商品を通してご提案するTSUNAGU ACTION WEEKS （ツナグ アクション ウィークス）

を全店舗で展開いたします。 

地球、社会、そして人々にとって、より良い未来をつくっていくために、今回は、「使い捨てない、無駄にしない、ゼロウ

ェイストな暮らし」というテーマを中心に、「フードロスを無くそう！」「地球や人に優しい物を選ぼう！」「すべての人の自

立や生活を応援しよう！」など 10の“アクション”を考えました。 

お買い物を楽しみながら、環境や社会に貢献する“ファン・エシカル”をご提案するとともに、日々の暮らしに取り入れ

てみたくなるサステナブルなアイテムの数々をご紹介いたします。 

 

  TSUNAGU ACTION WEEKS サステナブルな商品の一例   ※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 

～ フードロスをなくそう！ ～ 

割れてしまったショートブレッドの生地をアクセントにしたグラスデザート。 

トロピカルフルーツにムース、スポンジを重ねた夏らしいベリーヌ。 

 

〈ショブレ〉 グラスデザート 4,644円 

（オレンジ×3個、トロピカル×3個/送料込/賞味期限：冷凍で 30日） 

日本橋・新宿・玉川・立川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・洛西・岐阜・ 

岡山 「ばらのギフトセンター」、新横浜「４階特設カウンター」、 

おおたかの森「承りカウンター」、髙島屋オンラインストア 

※ギフトセンター及び承りカウンターの会期は店舗によって異なります。 

配送のみの承り。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074941&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074941 

 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/index.html
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/tsunaguaction/index.html
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074941&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074941
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074941&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074941
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074941&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074941
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074941&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074941
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商品にできなかった〈近喜とうふ〉のお揚げを活用した「まぜご飯の素」

と「和風おから」。マヨネーズ仕立ての「洋風おから」もご一緒に。 

 

〈京都 717〉 近喜とうふのおからとお揚げで「まぜご飯の素と和洋のお

から」 5,400円  

（鶏ごぼうまぜご飯の素 160g×2、和風おから・洋風おから各 150g×2） 

賞味期限：冷蔵で 30日 

 

日本橋・新宿・玉川・立川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・洛西・岐

阜・岡山 「ばらのギフトセンター」、新横浜「４階特設カウンター」、おおたかの森「承りカウンター」、髙島屋オンラインストア 

※ギフトセンター及び承りカウンターの会期は店舗によって異なります。配送のみの承り。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074947&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074947 

 

 

～ 使い捨てや、無駄を減らそう！ ～ 

溶けきらない物質が残ったり、気泡が入ったり。さまざまな理由で 

正規品にできなかった品を再生させるプロジェクトから生まれた 

グラスです。 

 

〈Sghr スガハラ〉 Sghr Rework 各3,300円 

左から デュオリワーク（シティー・アンバー） 

デュオリワーク（バード・ブルー） 

日本橋・新宿・大阪 「WAGOTO」/京都 「和洋食器・台所用品売場」 

 

 

ベルギーメーカーTer Moist社のVIVALIFE生地を使用。 

リサイクル糸を、水や化学物質を使用せず生成・染色しています。高

反発素材のクッションで疲れにくく底はソフトな素材のため 

滑りにくい仕様です。 

 

〈HOTEL SUNDAY〉 Frida スリッパ 

 (Mサイズ 約23〜24cm) 3,960円 

日本橋・新宿・玉川・横浜・大阪・京都 「台所日用品」、 

髙島屋オンラインストア 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002006720&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002006720 

 

 

 

～ 地球や人に優しい物を選ぼう！ ～ 

ラバー素材の 25％以上にタンポポを使用した「フラワーフォーム™ソール」は、

クッション性も高く、履き心地も快適。パーツ数を抑え軽量に仕上げました。 

 

〈コール ハーン〉 スニーカー 23,100円 

日本橋・新宿・玉川・横浜・柏・高崎・大阪・京都・岡山 「婦人靴」 

髙島屋オンラインストア 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928 

 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074947&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074947
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074947&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074947
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074947&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074947
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074947&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074947
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002006720&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002006720
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002006720&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002006720
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002006720&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002006720
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002006720&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002006720
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002055928&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002055928
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リサイクルプラスチックを使用し、長く使える製品に仕上げる 

ことで環境に配慮したバッグ。グアテマラの女性が在宅でも働けるよ

うな仕事を創出しています。 

 

〈パロローザ〉 バッグ 27,280円 （約39×13×高さ 37cm） 

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」 

 

 

 

 

～ マイ〇〇を持とう！ ～ 

英国発のライフスタイルブランドが提案するスタイリッシュな 

“エコ活動”。もみ殻を原料にした生分解性プラスチックの 

カトラリーセット。 

 

〈ルンドロンドン〉 携帯カトラリー 各2,200円 （3色展開） 

新宿・横浜・大阪・京都 「台所日用品」 

 

 

一般的なカフェでのトールサイズに対応した 355ml。 

コンパクトに折りたためるシリコン製で、オフィスや外出先でスマートに使用で

きます。 

 

〈STOJO〉 ポケットカップ 1,650円（355ml） 

日本橋・新宿・玉川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・洛西・ 

岐阜・岡山 「台所日用品」 

 

 

 

～ すべての人の自立や生活を応援しよう！ ～ 

就労継続支援B型により多様なスタッフが働く〈トロピカアマミ〉。 

奄美の素材を使った 4種のジェラート。南国気分を楽しめます。 

 

〈トロピカアマミ〉 奄美のジェラート 5,184円 

（塩バニラ・魅惑のドラゴン＆パッションフルーツ・ほどけるたんか

ん・徳之島ラムレーズン各110ml×2） 

日本橋・新宿・玉川・立川・横浜・大宮・柏・高崎・大阪・堺・泉北・京都・洛西・

岐阜・岡山「ばらのギフトセンター」/新横浜「４階特設カウンター」/おおた

かの森「承りカウンター」 

※ギフトセンター及び承りカウンターの会期は店舗によって異なります。配送のみの承り。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0002074942&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0002074942
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～ フェアトレードの商品を選ぼう！ ～ 

アジアの女性が手仕事で作ったものを日本で販売するフェアトレー

ドブランド〈クラフトエイド〉。リス族やアカ族など少数民族が作った

バッグとサコッシュをご紹介。 

 

〈クラフトエイド〉  

左：リス族ヘキサゴンバッグ 4,620円 

右：アカ族重ね縫いサコッシュ 4,290円 

新宿・横浜・大阪・京都 「台所日用品」 

※手作りのため、サイズや形状、色味など個体差がございます。 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750124&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750124 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750125&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&ut

m_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750125 

 

 

 髙島屋の TSUNAGU ACTION WEEKS ホームページ  

エコ＆エシカルな暮らしについて、お客様と一緒に考えるきっかけとなる具体的な10のアクションとアイテムの詳細に

ついては、こちらからご覧いただけます。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750124&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750124
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750124&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750124
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750124&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750124
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750124&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750124
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750125&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750125
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750125&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750125
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750125&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750125
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/product.html?p_cd=0001750125&sub_cd=001&utm_source=hp&utm_medium=special&utm_content=tsunagu_action&utm_campaign=0001750125
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2022 年 6 月 7 日 

 
 
 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、6 月 9 日（木）から 14 日（火）の 6 日間、8 階催事場にて『奄美の物産めぐり』と 

『九州うまいもの市』を開催します。昨年７月に世界自然遺産として登録され注目されている「奄美大島・徳之島」や肉の

王国として有名な「九州各県」から 38 店が集結(食 32 店、工芸 6 店)。本催事では、暑くなってきた時期に「涼スイー

ツや夏のスタミナグルメ」を楽しんでいただきたい、旅気分も楽しんでいただきたいという思いから開催。奄美からは涼を

楽しめる「南国フルーツ・マンゴーパフェ」の他、黒糖わらび餅、黒糖焼酎などを展開。九州各県からはブランド牛を使った、東

武限定の「スタミナ抜群肉弁当」を池袋東武開店 60 周年記念特別価格にて提供します。また、素材にこだわったソフトク

リームやティラミスなどのスイーツも販売。8 階屋上スカイデッキ広場では奄美群島各島にゆかりがあるアーティストによる「島

唄ライブ」、「泥染め体験」イベントを開催します。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      南国・奄美や九州各県の「涼スイーツや夏のスタミナグルメ」に注目！ 

『奄美の物産めぐり』と『九州うまいもの市』6 月 9 日(木)から開催！ 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場  

 

 

 

奄美大島【こにや農産/瀬戸内パッションブランド産地協議会】 

①パッションフルーツ 500 円(2 個) 

皇室献上のパッションフルーツの産地、瀬戸内町で育てた秀品。 

『甘み・酸味・香り』が特徴的なトロピカルな旬の果物。 

②農家のマンゴーパフェ イートイン 764 円(1 個)〈各日販売予定 40 点〉 

奄美で作られたマンゴーはとろ～り濃厚な甘さと香りが特徴。 

 

 
 
 

奄美大島【島職人工房奄美】 
ほうじ茶わらび餅(160ｇ) 
756 円 
〈各日販売予定 50 点〉 
知覧茶のほうじ茶を使った 
純生黒糖入りわらび餅。 
自家製黒糖蜜が絶品。 

初出店 東武 
限定品 

◆南国・奄美のグルメや工芸品が約 20 店集結！南国気分を味わえる！ 
 

実演 

奄美大島【奄美大島開運酒造】 
紅さんご(黒糖焼酎/720ml/40 度) 
2,840 円 
鮮やかな琥珀色、黒糖らしい甘みを 
帯びた樽香が漂います。黒糖焼酎を 
5 年以上長期貯蔵した限定酒です。 

奄美群島 
だけで造られる 
黒糖焼酎！ 

イートイン 

株式会社東武百貨店 

◆職人の技も！ 
 

◆8 階屋上「スカイデッキ広場」でのイベントにも注目！  ※雨天・荒天時中止 

 

 
 
奄美群島各島にゆかりがあるアーティストによる島唄ライブのほか、 
泥染め体験イベントを開催します。 
 
①『元ちとせさん・中孝介さん 島唄ミニライブ』 
■6 月 12 日(日) 午後 2 時 
※会場内の椅子席には限りがあります。椅子席をご希望の方は 

6 月 12 日(日)午前 9 時 30 分より地下 1 階１番地 

エレベーター前にて座席整理券を配布。(100 席) 

※お一人様 1 枚限り。※会場内は立見でもご観覧いただけます。 
                                                       
②『島唄ライブ』■各日午後 1 時・午後 4 時(各回約 30 分) 
6 月 9 日 (木) 内 三千代さん     6 月 10 日(金) 前田 博美さん 
6 月 11 日(土) 界 眞子さん       6 月 13 日(月) アスカユンヌさん 
6 月 14 日(火) 里 歩寿さん 
 

③『泥染め体験』■6 月 13 日(月) 午前 11 時・午後 2 時(各回約 1 時間)  

※定員各回 6 名様(会場にて受付/先着順) ※汚れても良い服装で参加。 

奄美大島伝統の泥染めを、ハンカチなどの小物を使って実際に体験できます。 

●エコバッグ・ハンカチ 各 3,300 円 ●ストール 4,400 円 

 

 

↑元 ちとせさん       ↑中 孝介さん 奄美大島［肥後染色  
【TEBA BROWN】］ 
奄美泥染藍染 T シャツ 
(綿 100%) 7,700 円 
カジュアルな T シャツの上部を 
藍染めし、下部を泥染め 
しました。肌になじんで気持ち 
良い質感です。 
※デザイン・柄は一例。 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

① ② 
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東武百貨店 池袋本店、開店 60 周年記念特別価格 2,160 円でブランド牛を使った肉弁当をご提供。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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・清水   直通℡：03-5951-5210 

熊本【白水乃蔵】 
あか牛の三種食べ比べ重 
2,160 円(１折) 
〈各日販売予定 30 点〉 

熊本赤牛のトモサンカク、サーロイン、 
モモすき焼きの 3 種を楽しめる弁当。 
 
 
 

佐賀【カイロ堂】 
佐賀牛ハンバーグと 
ランプステーキ＆すき焼き弁当 
2,160 円(１折)〈各日販売予定 60 点〉 

佐賀牛ハンバーグ、ランプステーキ、 
バラ・ロースすき焼きとボリューム満点な弁当。 
 
 

宮崎【C＆G miyazaki】 
①日向夏ソフトクリーム 
②ハイビスカスローゼルソフトクリーム 
イートイン 各 461 円(１個) 
香料・合成着色料を使っていない 
素材にこだわった新鮮なフルーツの 
香りあふれるソフトクリーム。 

 
 
 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

熊本赤牛 佐賀牛 

宮崎【低糖質専門店 BLUE OWL】 
宮崎レモンのグルテンフリーティラミス 
713 円(1 個) 
宮崎県産レモンとマスカルポーネを贅沢 
に使ったティラミス。宮崎で焙煎された豆 
で作ったエスプレッソを染み込ませた 
チョコレートスポンジにも注目。 

◆九州各県からブランド牛を使ったスタミナ抜群「東武限定肉弁当」！ 
 

 

 

◆素材にこだわったソフトクリームやスイーツにも注目！ 
 

＜概要＞ 

タ イ ト ル：「奄美の物産めぐり」と「九州うまいもの市」               

場    所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 160 坪)      

期    間：2022 年 6 月 9 日(木)～14 日(火)  

営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時   

※イートインは閉場 30 分前がラストオーダーとなります。  

店舗数 ：38 店舗(実演 9 店、初出店 9 店)               

共   催：(一社)奄美群島観光物産協会 

         

実演 実演 

イートイン 

初出店 

鹿児島【小田畜産】 
鹿児島黒牛小田牛の 
ヒレ・サーロイン＆焼肉弁当 
2,160 円(１折)〈各日販売予定 30 点〉 

鹿児島黒牛のヒレ・サーロインに焼肉を 
盛合せた贅沢な弁当。 

初出店 東武 
限定品 

実演 
鹿児島黒牛 

鹿児島【芋蔵】 
芋スイーツセット(6 個)  
1,383 円 
鹿児島県産のさつまいもを使用した芋蔵の 
人気スイートポテト 6 種類(唐芋タルトモンブラ
ン・唐芋レアスイート・満月スイート各 2 種類)
をセットにしました。 

※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。 
※九州産以外の素材を使用している場合がございます。※２0 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。 
※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。 

① ② 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 6 月 10 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、6月16日(木)から6月21日(火)まで、8階催事場にて「イタリア展」を開催します。お客様の「海

外催事で旅行気分を味わいたい」というお声をうけ、食品や雑貨で親しみがあるイタリアのグルメや工芸を取り揃えました。食品27

店舗、工芸14店舗の計43店舗(実演3店舗、イートイン5店舗)を展開。イートインでは名店シェフ監修のパスタやピッツァ、ドルチ

ェなどの東武限定メニューが味わえるほか、話題のピスタチオを使用した風味豊かなドルチェも販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

名店の味やイタリアのくらしを楽しむ！ 

「 」6 月 16 日(木)から開催！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 

 

【ラ・ベットラ・ダ・オチアイ】 
牛ほほ肉の赤ワインソースの 
ペンネトリュフがけ 
イートイン 2,640 円(1 皿) 
落合シェフ監修の東武限定メニュー。

〈各日販売予定 20 点〉 

 

News Release 
 

【バール・デルソーレ】 
生ティラミス 
イートイン各550円 
フルーツ生ティラミスと 
エスプレッソ生ティラミスの 
２種類の味をご用意。 

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 辻本・清水 直通℡：03-5951-5210 

 

※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。 
※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。 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「イタリア展」                         
場   所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 210 坪)  営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時 
期   間：2022 年 6 月 16 日(木)～6 月 21 日(火)     店 舗 数：43 店舗 
 

 

 
東武 

限定 

◆話題のピスタチオを使ったドルチェが集合！ 
 

【オスピターレ】 
スフォリアテッラ ピスタチオ 
381 円(1 個)  
層状の生地がパリパリ！ 
中には濃厚ピスタチオクリームが 
たっぷり。〈各日数量限定〉 

【ジャンカルロ 東京】  
開店60周年記念 
ウニクリームとリコッタのステッラ 
イートイン2,640円(1枚) 
国産ウニクリームの極上ピッツァ。 
耳には濃厚リコッタチーズがたっぷり。 

【ラ・ベットラ・ダ・オチアイ】 
オーナーシェフ 
落合 務氏 

il Pizza World Cup Coppa del Mondo  
2019 総合優勝 

【ジャンカルロ 東京】 
オーナーシェフ/ピッツァイオーロ 
小曽根 美佐夫氏 

【バール・デルソーレ】 
デザインカプチーノ 
イートイン 601 円(1 杯)  
濃厚なエスプレッソと芳醇な泡立
ちミルクを堪能。 
 

日本人初イタリア認定バリスタ 
【バール・デルソーレ】 
バリスタマエストロ 
横山 千尋氏 

 
東武 

限定  
東武 

限定  
東武 

限定 

◆Buono！イートインで味わう名店シェフ監修の東武限定メニュー！ 

 

 

 

 

 

【BABBI】 
ピスタチオクロック  
イートイン 660 円(1 個) 
ピスタチオペーストを使ったソフトジェ
ラートにウエハースの入ったピスタチオ
ソースをトッピング。 
 

 

 

 
ファッションやインテリアも   

多数販売します！ 

東武百貨店 池袋本店 
開店 60 周年記念 
デザインカプチーノ 

【プレフェリータ】 

イタリアンジェラート ピスタチオ

イートイン 660 円(1 個) 
２年に1度の収穫！希少価値の
高いシチリア島ブロンテ産のピスタチ
オを使用。 
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2022 年 6 月 22 日 

 
 
 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、6 月 23 日（木）から 28 日（火）の 6 日間、8 階催事場にて『粉博(こなはく)』を初

開催します。日本各地の人気店からお好み焼き、豚まん、たこ焼きをはじめ、ご当地うどん・そば、きな粉スイーツなどの「粉グルメ」

が約 35 店集結(実演 8 店)。きな粉特集は、「きな粉スペシャリスト SEIKO さん」がおすすめするスイーツなどをご提案します。ま

た、日本各地から厳選したご当地冷凍餃子や 150 種以上のご当地インスタントラーメンも販売。そのほか、米粉を使ったグルメ

や限定パンにも注目です。本催事では、日本各地の粉もんグルメを食べ比べて楽しんでいただきたいという思いを込めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     日本各地の粉もんグルメが約 35 店集結！ご当地餃子＆ご当地麺にも注目！ 

「粉博～みんな大好き！粉ものグルメ～」6 月 23 日(木)から初開催 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場  

 

 

 

株式会社 東武百貨店 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

大阪【551HORAI】 

おすすめ B セット 2,351 円 

(豚まん 6 個、焼売 10 個、 

焼餃子 15 個) 

甘いたまねぎと荒切りの豚肉が 

絶妙なハーモニーを奏でる豚まん、 

焼売。豚肉と新鮮な野菜のバランスが 

秀逸な焼餃子の 3 種定番品セット。 

 

大阪【いかやき やまげん】 

大阪名物!玉子入りいかやき 

ねぎ入りソース味 378 円(1 枚) 

大阪を代表するソウルフード 

「いかやき」専門店。山芋と出汁 

の効いたモチモチの生地にイカの 

プリプリとした食感を楽しめます。 

東京【江戸久寿餅】 

クズクズシェイク＋ 

ソフトクリームトッピング 

715 円(１杯) 

九州産の大豆「ふくゆたか」の 

豆乳に特製の「黒蜜」と「きなこ」 

でシェイクにしました。つぶつぶの 

久寿餅の食感がアクセントの 

新感覚の和シェイク。 

京都【京きなな】 

東武オリジナル きななパフェ 

825 円(１個) 

丹波黒豆きな粉を使ったアイス 
クリーム専門店。看板商品の 
きな粉アイスや抹茶ソフト、 
黒豆のケーキや栗あんが入った
東武限定のパフェ。 

東京【旅館 栄進館】 

きなこバターパン 

きなこ 240 円(１個) 

黒糖 290 円(1 個) 

有機栽培大豆きなこと北海道生乳
バターで作ったきなこバターを、米粉
入りのもちっと淡麗な味わいのパン生
地で包み焼き上げた新感覚のパン。 

◆変わり種のネギたっぷりたこ焼きパンや、大阪・広島名物の粉もんグルメに注目！ 

埼玉【ベーカリーズキッチン オハナ】  

深谷ねぎ X 銀だこたこ焼きパン 

432 円(1 個) 

銀だこのたこやきと深谷ねぎを 

たっぷり、カレーパンの生地に 

包みました。本催事のみ 

展開する限定品です。 

 

 

◆「きな粉スペシャリスト SEIKO さん」 おススメきな粉スイーツ！ 

↑きな粉スぺシャリスト 
SEIKO さん 
 
きな粉のスペシャリスト 
として、YouTube や 
テレビなどで活動。 
きな粉の持つおいしさや 
人々への心と体の 
健康へのポジティブな 
影響を広めている。 

 

 

 

広島【お好み焼き みっちゃん 

横川店分家】 

牛すじお好み焼き 1,512 円(1 枚) 

昭和 25 年創業の老舗店の暖簾 

分け。焼きそばの上にお好み焼きを 

のせた広島風お好み焼き。牛すじ 

をたっぷりのせ、パリパリと焼き上げた 

麺も特徴です。 

 

 

 

 

 
東武 

限定品 

東武 
限定品 

実演 実演 実演 

実演 

実演 

初出店 

初出店 

初出店 

初出店  



 
 

News Release 
 

 
 
 
 
餃子マニア・鈴木博志氏が全国から厳選した約 20 種類のご当地餃子や、日本各地 150 種以上のご当地インスタントラーメン
を展開。そのほか讃岐うどん・伊勢うどん・へぎそばなどご当地うどん＆そばも販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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・清水   直通℡：03-5951-5210 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「粉博」                     
場    所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 210 坪)     期    間：2022 年 6 月 23 日(木)～28 日(火)  
営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時  ※ソフトクリームとパフェは閉場 30 分前がラストオーダーとなります。  
店舗数 ：約 35 店舗(実演 8 店)                       

※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。※写真はイメージです。 
 

※写真はイメージです。 

【やかん亭】ご当地インスタントラーメン 

各種 130 円から 

日本各地の袋麺を 150 種以上販売。 

 

 

◆全国各地から厳選した「ご当地餃子＆ご当地麺」めぐりを楽しむ！ 
 
 

香川【亀城庵】 

本膳うどん 360 円(300ｇ) 

瑞々しくもっちりとした、食感とコシ、 

噛むほどに溢れる小麦の香り。 

讃岐うどんのおいしさを堪能できます。 

 

 ◆米粉を使ったグルメにも注目！ 

【ご当地餃子コレクション】 
ご当地餃子(冷凍) 各種 756 円から 

餃子マニア・鈴木博志氏が全国から厳選した 

２０種類を販売。 

滋賀【しゅうぼう本舗】 
近江牛餃子 1,080 円（15 個入）  
近江牛 100%使用した餃子。 
塩コショウでお召し上がりいただくと、 
お肉の旨みがさらに引き立ちます。 

三重【かいだ製麺所】つゆだく伊勢うどん 

2 食入り（520g） 486 円 
三重県産小麦を使用。だしのきいたタレ
をたっぷり使い、太くて柔らかい麺に甘辛
いたれをかけて召し上がる伊勢の名物 
伊勢うどん。 
 
 

ご当地餃子 ご当地インスタントラーメン 

新潟【小嶋屋総本店】 

布乃利生へぎそば 2 人前(麺 340g、めん

つゆ、すりごま、ゆず七味) 1,620 円 

丁寧に自家製粉した上質のそば粉に、ふのりを

つなぎとする伝統製法を守ったそばです。 
 

※写真は調理例です。 ※写真は調理例です。 

※写真は調理例です。 

大阪【こめたる】 

米粉のおとうふドーナツ 162 円(1 個) 

生地の約半分が豆腐でできたやさしい 

素朴な味わいのドーナツ。 

 

 

東京【キムカツ】 

米粉ざくざくチキン 601 円(3 個) 

小麦粉不使用の米粉フレークを 

用いたザクザク新食感のチキン。 

◆人気店の限定パンも！ 

北海道【イルマットーネ アルル】 
こぼれとうきびカレーパン～スパイシーガーリック～ 
432 円（1 個） 
道産の小麦やブロッコリー、とうもろこしを使用した 
限定カレーパン。スパイシーなガーリック風味。 

東武 
限定品 

実演 

初出店 初出店 

初出店 初出店 

初出店 初出店 

初出店 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、巨匠、スティーヴン・スピルバーグが“恐竜”に命をふきこみ、世界中の人々が心を躍

らせてきた『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワールド』大ヒットシリーズ最新作『ジュラシック・ワールド／新たなる

支配者』（2022 年 7 月 29 日（金）全国の映画館で公開）の公開を記念したイベントを開催します。な

お本展は、6 月の名古屋、大阪を皮切りに大丸・松坂屋の店舗がある全国 5 都市を巡回いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 6 月 8 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

２０２２年夏、恐竜が大丸・松坂屋を支配する。 

『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』 

POP UP 
期 間：2022 年 6 月 15 日(水)～27 日(月) 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 18 時閉場 ※入場無料 

主  催：株式会社プライム１スタジオ 

企画協力：NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■見どころ① 恐竜ミュージアム 

レガシーミュージアムコレクション 

ジュラシック・ワールド：炎の王国  ティラノサウルス・レックス & カルノタウルス DX 版  1/15 スケール 

サイズ（H:42.5cm W:84.2cm D:38.7cm Max W:84.2cm）税込 181,390 円  ※受注商品  

 

 

おなじみの大人気恐竜をはじめ、 
最新映画で初登場する恐竜など 20 種類以上をパネルで一挙紹介！ 
 
本イベントでは最新の映像や過去 5 作品のあらすじや場面写真をパネルで展示します。映画のファンのみならず、こども

から大人まで楽しめる内容となっております。 ※画像は展示の一例、イメージです。 

■見どころ② プライム１スタジオ スタチュー 特別展示＆販売 

世界中のコレクターから熱い支持を集める、プライム１スタジオの大型スタチューも多数展示します。ブルー、トリケラ

トプス、スピノサウルス、そしてシリーズで大人気の T-レックス。迫力の造形と塗装で生み出された、『ジュラシック・パ

ーク』『ジュラシック・ワールド』シリーズを代表する恐竜たちをぜひ間近でご覧ください。一部スタチューはご購入いただ

けますので、あなたの部屋に恐竜時代を再現する、運命の 1 体と出会えるかもしれません。 
 
※画像は展示の一例です。 

全長 3.7ｍの等身大スタチューを店内入口に特別展

示！迫力満点のスタチューと写真撮影を楽しめます。 

 

期間  6 月 15 日(水)～27 日(月) 

場所  南館 1 階北入口  

 

※画像はイメージです。 

■見どころ③ 最新作の等身大スタチューを特別展示！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

①プライムコレクティブルフィギュア  
ジュラシック・ワールド：炎の王国  T-REX  
（1/38 スケール） 
税込 13,310 円 

■見どころ④ 200 以上のジュラシック・ワールド公式商品が揃うグッズコーナー！ 

③ジュラシック・ワールド ハモンドの杖 ペン 
税込 1,200 円 

 
④ジュラシック・ワールド デイパック 

-OUTDOOR PRODUCTS 
税込 7,150 円 

③ ④ 

■ノベルティも見逃せません！！ 

会期中、グッズコーナーで 1 会計税込 5,500 円以上お

買いあげいただいた方に「レゴ®ジュラシック・ワールド 恐

竜マーケット」をプレゼント！！ 
 

※先着で無くなり次第終了。※1 会計につき 1 点まで。 

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.  

巨匠、スティーヴン・スピルバーグが“恐竜”に命をふきこみ、世界中の

人々が心を躍らせてきた『ジュラシック・パーク』・『ジュラシック・ワール

ド』大ヒットシリーズ最新作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』

が 2022 年 7 月 29 日（金）全国の映画館で公開されます！ 

① 

② 

②キューティ１ ジュラシック・ワールド ブルー 
 税込 4,950 円 
 

 
※フィギュアの一部については、オーダー商品となり商品のお届け

まで約 2 ヶ月から 3 ヶ月程度かかります。あらかじめご了承くださ

い。（別途送料を頂戴いたします。） 

 

■シリーズ最終章！大ヒットシリーズがついに完結。 
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松坂屋名古屋店は、北館  5 階の時計・宝飾売場を 14 年ぶりに改装し、2022 年 7 月 6 日より、時計展開ス

ペースを約  2 倍に拡大した新たな時計・宝飾売場を北館（GENTA）５ 階にオープンします。コロナ禍でお客様の消

費動向は大きく変化し、時計や宝飾などのラグジュアリー売場の売上はコロナ前の 2019 年を上回り好調な動き*が続い

ており、特に 30-40 代の顧客層の消費動向が活発化しています。今回の改装では、以前に増して 百貨店を利用され

るお客様からの需要が高い時計ゾーンに、オウンドメディアを起点としたオンラインで利用できるサービスを増やし、利便性を

向上させることで、これまで取り込めなかった若い世代や女性客から支持を狙います。拡大する時計売場は全体的にゆっ

たりとした空間となり、人気ブランドショップを拡大するなど、各ブランドの世界観に没入しやすいブースが構えられます。また

修理の工程を見て楽しめるエンターテイメント要素のある修理工房や、お買い物の合間に滞在できるレストスペースが設け

られ、ラグジュアリーさを保ちながらも開放的で利用しやすいフロア環境を整えます。従来から強みとしてもつ他店では実現

し得ない圧倒的な高級時計ブランドの「品揃え」に加え、オンラインの活用で格段に充実する「サービス」や幅広い顧客の

心を掴む最高の「環境」を備え、全国の百貨店売上において日本一の時計売場を目指します。 

※2021 年の業績は対 2019 年比＋16％(時計宝飾・アート・特選カテゴリーの合計 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年 5 月 30 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

＜ PRESS RELEASE 第 2 弾 ＞ 

オンラインでつながる新しいメディアサービスを導入し、時計売場を 2 倍に拡大 

14 年ぶりのフロア改装で日本一の時計売場を目指す 

新・時計売場 GENTA
ジ ェ ン タ

 the Watch  
期間：2022 年 7 月 6 日より順次オープン  場所：松坂屋名古屋店 北館（GENTA）５階 

リニューアル概要 

■新名称：GENTA the Watch(ジェンタ ザ ウォッチ)  

■オープン時期：2022 年 7 月 6 日～順次、グランドオープンは 2022 年秋予定  ※変更になる場合がございます 

■場所：北館(GENTA)5 階  

■改装面積：1400 ㎡ （うち時計展開スペースは 1200 ㎡で対改装前から約 2 倍に拡大） 

■総投資額：12 億  

■2022 年度増収目標：＋15%(対 2021 年度) 
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■時計展開スペースを２倍に拡大。開放的な環境デザイン・回遊性を高めるフロア区画へ再編  
 
・ロレックスのショップ面積を約３倍に拡大します。 

・取り扱いブランド数を維持しながら、フロア滞在時間を延ばし、回遊性を高める区画としてライブリペアゾーン（時計

修理工房）とパブリックスペースを装備した Watch Terrace(ウォッチテラス)をフロア中央に新設します。 

・同フロアに展開する宝飾品を入口通路面へ移設し、女性客の来店を促進する区画へと再編します。 

・フロア全体の環境デザインを刷新します。久屋大通に面した立地特性を活かし、窓越しから見える緑・木などの素材

を感じる居心地の良さを感じられるデザインを採用し、自然と滞在時間が長くなる空間へ生まれ変わります。 

改装のポイント ① 

■フロアマップ 

※画像はイメージです。 

 

1:ヴァシュロン・コンスタンタン*1 

2:A.ランゲ＆ゾーネ*2 

3:フランク ミュラー*3 

4:チューダー 

5:メガネサロン 

6:オメガ*6 

7:輸入時計  

8:宝石サロン 

9:ギメル 

10:カルティエ*1 

11:輸入時計  

12:ブライトリング 

13:グランドセイコー 

14:ハリー・ウィンストン 

15:パテック フィリップ*2 

16:ジャガー・ルクルト*3 

17:カシオ 

18:シチズン 

19:セイコー 

20:タグ・ホイヤー 

21:ロジェ・デュブイ 

22:ブレゲ*3 

23:輸入時計  

24:ロンジン*4 

25:時計修理  

26:パネライ*5 

27:IWC*3 

28:ロレックス 

 

7/6(金)OPEN 主要ブランドリスト 

※一部オープン予定日が異なります。

(変更の場合がございます) 

 

※1 7 月中旬  

※2 7 月末  

※3 8 月末  

※4 8 月下旬～9 月初旬  

※5 9 月末～10 月初旬  

※6 10 月末  

本館からの連絡通路側入口イメージパース フロア全体イメージパース 

大津通側 

久屋大通側 

本館 ← 
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フロア中央部に、ライブリペアゾーン(時計修理工房）とその両脇にパブリックスペースを設けます。 

パブリックスペース 2 箇所にはデジタルサイネージを設置し、各ブランドのフェア情報・プロモーション動画を投影します。

自然と滞在時間が長くなる空間を目指し、天井部分には緑のグリーン・ウォールを取り入れます。 

また Watch Terrace 内にフロアの奥から中央へ移設し大幅にリニューアルした時計修理工房を設置します。来店

客が修理工程を目で見て楽しめるように、ガラス越しにライブ感のある見せ方を採用します。 

＜新設＞Watch Terrace(ウォッチテラス) 
 

売場面積を約 3 倍に拡大するロレックス 
 

ロレックスでは、売場面積をこれまでの約 3 倍に拡大します。窓全面から外光が差し込む開放的な空間となります。

また、アフターサービス専用のカウンターも拡大し、より落ち着いた雰囲気の中でご相談いただけます。 

■時計オウンドメディアをリニューアル 新 HP サイト＜GENTA the Watch＞ 
 
現行 HP サイト＜Watch Master＞https://gentamatsu.jp/watch/を、腕時計情報・正規販売店検索を掲

載するウェブサイト Gressive (グレッシブ）を運営する株式会社 Bestnavi.jp company(ベストナビ）と協業して

6/27(月)にリニューアルします。腕時計好きに向けて展開する腕時計 Web マガジンと正規販売店検索の両軸で、腕

時計販売促進をサポートする専門サイトならではの知見を取り入れることで、コンテンツの魅力を高めます。売場のリニュ

ーアルに合わせてオウンドメディアを起点とした顧客との接点を増やし、利便性を向上させる新サービス*を導入します。 

※一部店舗除外  

改装のポイント② 

※画像はイメージです。 
 

※画像はイメージです。 

 

■新 HP サイト＜GENTA the Watch＞を起点としたオンラインでつながる新サービスを導入。 
 
・オンライン試着サービスを導入。自宅で試着イメージを掴むことで顧客の来店動機を高めます。 

・オンラインウォッチオーバーホールサービスを導入します。来店不要でオーバーホールサービスが可能となり、来店困難な

顧客の利便性の向上・時計修理工房の売上増を狙います。 

・オンライン予約可能な、ブランド毎の来店予約サービスを装備し、顧客都合での店頭接客販売を実現します。 
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名古屋市内百貨店初  来店予約サービス 
 
約 10 ブランド*のショップでネットから来店予約が出来るサービスを導入します。＜GENTA the Watch＞から予約可

能で、顧客都合での店頭接客販売が実現します。 

※平場のブランドを除くショップでスタート。今後参加ショップが増える予定。 

同フロア展開の＜メガネサロン＞＜宝石サロン＞も 7/6(水)に全面リニューアル 

オウンドメディア＜GENTA the Watch＞掲載の約

2000種類の時計を、スマートフォンを使ってオンライ

ン試着が出来る新たなサービスツールを導入しま

す。試着イメージを掴むことで、顧客の来店動機を

高めます。          ※写真＝試着イメージです。 

名古屋市内百貨店初  
オンラインウォッチオーバーホールサービス 
 
＜GENTA the Watch＞からお申し込み後、ご自宅にお

届けする専用梱包キットにオーバーホールする時計を入れて

時計修理工房宛に発送して頂くと、およそ 6~7 週間でオ

ーバーホールの完了した時計がご自宅に届きます。お見積

もりやオーバーホール内容の確認などもご来店不要で時計

修理工房担当者に確認でき、当社発行のクレジットカード

や銀行振込で決済が可能。来店困難な顧客の利便性向

上を図るとともに、時計修理工房の売上増も狙います。 

 

 

メガネサロン 

コンセプト Better Vision Better Life ～より良い視力、より良い生活～ 
 
時計売場の改装に合わせて、同フロアで展開するメガネサロンも同時改装します。リニューアルした店内は明るく、カフ

ェのようにゆったりくつろげる空間を演出します。世界的ラグジュアリーブランド・世界のメガネ工場である福井県鯖市の

ナショナルブランド・熟練の職人による高級宝飾・べっ甲・ゴールドフレームなどを取り揃え、新規４ブランドを含む全 35

ブランド以上を展開します。 

＜新規ブランド＞ 

アイエノモト 
 
デザインはシンプルかつミニマ

ルで、線の美しさにこだわっ

た、アート、工業デザイン、

ファッションのフュージョンブラ

ンド。フレームは全て福井

県でハンドメイドされていま

す。 

＜新規ブランド＞ 

マツダ 
 
建築とファッションをコラボレ

ーションした最初のデザイナ

ー松田光弘氏のハウスブラ

ンドアイウェア。そのユニーク

なコレクションは映画などで

も使用されるほど話題性も

事欠きません。 

＜リニューアル＞ 
 
テオ 

ベルギー、アントワープで誕生した、斬新なデザインとファッション性のある当店でも人気のブランド。メガネをかけて楽しくなるような新

しいモデルを数多くそろえ、ボリュームアップ致します。 
 
 

カルティエ 

リニューアルに伴い什器を新設。常時 60本以上の展開で、美しい装飾を施したモデルなど世界観を楽しめる魅力的なアイテムを

多数取り揃えます。 

＜新＞SNS アカウント新設      ＠genta_the_watch 

会員制交流サイト SNSの instagram アカウントを新設します。時計コンテンツはもちろん、専門知識を持つショップの

コンシェルジュの紹介を交えながら、これまで取り込めなかった若い世代や女性をターゲットに顧客接点を築きます。アカ

ウントはターゲット層と世代が近い 20 代女性社員が運営します。 

 

名古屋市内百貨店初  オンライン試着サービス 
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時計売場の改装に合わせて、同フロアで展開する宝石サロンも同時改装します。女性の購買層が高い宝石サロンを

フロアの奥から本館連絡通路の入口側へ移設することで、フロアに女性客を取り込みます。4 つの新規ブランド(東海

エリア初登場 3 ブランドを含む)を含む合計 18 ブランドを展開します。 

＜東海エリア初登場＞ 

ILEANA MAKRI 

(イレアナ・マクリ) 
 
ニューヨーク・パリ・そして日本

でも多くのセレブリティやファッ

ションアイコンをファンに持つギ

リシャのジュエリーブランドの常

設店舗を新設。ブランドコン

セプトのユニセックスをテーマに

EYE や SNEAK モチーフの個

性的なジュエリーが揃います。 

＜東海エリア初登場＞* 

FOPE(フォッペ) 
 
FOPE のジュエリーは男女問わ

ず毎日着けられる、上質で本

物のエブリディジュエリーです。チ

ェーンに伸縮性をもたせた

「FLEX’IT(フレグジット)」ブレス

レットはロールオンで簡単に着

用できる FOPE のアイコンです。 
 

※東海地区百貨店常設初登場  

１：EYE チャーム 税込 143,000 円 

K18 製ダイヤモンド、グリーンガーネット、サファイヤ 
 

２:ブレスレット 税込 275,000 円  

K14・SV 製ダイヤモンド 
 

３：SNAKE リング 税込 231,000 円  

K18WG 製ダイヤモンド、グリーンガーネット 

エカタイニーブレスレット 税込 385,000 円～ 

K18 製（733B PAVE） 

＜新規ブランド＞ 

TOMOKO KODERA 

 (トモココデラ) 
 
HRD Awards 2015 インタ

ーナショナルダイヤモンドジュエ

リーコンペディションで日本人

初のグランプリを受賞した経

験を持つデザイナー小寺智

子によるジュエリーブランド。 

＜東海エリア初登場＞ 

OKURADO(大倉堂) 
 
デザイナー、ジェモロジスト、ク

ラフトマンの各分野のスペシャ

リストを常に擁しており、すべ

ての作業を自分たちで創り出

す感性と技術が、設立から

50 年近く経った今でも決し

て色褪せないハイエンドなジュ

エリーを世界に送り出していま

す。 

上：ダイヤモンド イヤカフ 税込 605,000 円 

Pt 製ダイヤモンド計 0.75ct 
 

下：ダイヤモンド イヤカフ 税込 605,000 円 

Pt 製ダイヤモンド計 0.75ct 

 

１：白蝶真珠、ダイヤモン指輪  税込 726,000 円  

K18WG・K18YG 製  
 

２：アコヤ真珠、ダイヤモンド指輪  税込 671,000 円  

K18WG 製   

 

１ 

２ 

１ 

３ 

２ 

宝石サロン 

本館 ← 

大津通側 

久屋大通側 
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ブランド・ショップ オープン予定日  備考  

時計   ※１過去に催事時スポット展開あり ※２取り扱い再開  
アーノルド&サン 
アストロン 
アテッサ 
アニエス b 
アントワーヌ・プレジウソ 
ウィッカ 
エクシード 
エコ・ドライブ ワン 
エディフィス 
エドックス 
オシアナス 
オリエントスター 
オリス 
カール F.ブヘラ 
カンパノラ 
キー 
キングセイコー 
クエルボ・イ・ソブリノス 
クストス 
グラハム 
グランドセイコー 
クレド-ル 
クロスシー 
クロノスイス 
コルム 
ザ・シチズン 
シーン 
シチズン エル 
シチズンコレクション 
ジラール・ペルゴ 
シリーズエイト 
セイコークロック 
セイコーセレクション 
センチュリー 
タグ・ホイヤー 
チューダー 
ドルチェ&エクセリーヌ 
ノモス 
ハリー・ウィンストン 
ブライツ 
ブライトリング 
プレザージュ 
フレデリック・コンスタント 
プロスペックス 
プロトレック 
プロマスター 
ペキニエ 
ポール ピコ 
ポール・スミス ウォッチ 
マーガレット・ハウエル アイデア 
モーリス・ラクロア 
ユリス・ナルダン 
リズムクロック 
ルイ・モネ 
ルキア 
レゼルボワール 
ロジェ・デュブイ 
ロレックス 
BABY-G 
G-SHOCK 
I.T.A. 
MR-G 
MT-G 
ヴァシュロン・コンスタンタン 
カルティエ 
パテック フィリップ 

7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月  6 日(水) 
7 月中旬  
7 月中旬  
7 月末  

リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規導入*1 

リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規ブランド 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規ブランド*2 

リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規導入*1 

リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規ブランド*2/東海地区唯一  
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル(ブティック化) 
リニューアル 
リニューアル 

北館 5 階 主な取り扱いブランド一覧  ※オープン日は変更となる場合がございます。 
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A.ランゲ&ゾ-ネ 
エベラール 
グラスヒュッテ・オリジナル 
ゴリラウォッチ 
チャペック 
ティソ 
ハミルトン 
ボーム&メルシエ 
ラドー 
H.モーザー 
ジャガー・ルクルト 
フランク ミュラ- 
フランク ミュラ- フューチャーフォーム 
ブレゲ 
IWC 
ロンジン 
パネライ 
オメガ 

7 月末  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月初旬~下旬  
8 月末  
8 月末  
8 月末  
8 月末  
8 月末  
8 月下旬～9 月初旬  
9 月末～10 月初旬  
10 月末  

東海地区初ブティック 
新規導入  
新規導入*2 

新期導入  
新規導入*1 
新規導入*2 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル(ブティック化) 
リニューアル 
新規ブランド*1 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル(ブティック化) 
リニューアル 

メガネ  

アイエノモト 
アイメトリクス    
アラン ミクリ    
オークリー      
オリバーピープルズ  
カルティエ      
グッチ        
クロムハーツ     
サンローラン 
シャネル       
シルエット      
ディオール 
ティファニー     
テオ         
トムフォード     
ブルガリ       
ホーセンブース 
ポラリス       
マツダ 
ラインアート 
ラフォン      
ローデンストック   
９９９９       

7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 

新規導入  
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規導入  
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
新規導入  
リニューアル 
新規導入  
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 

宝石  ※１過去に催事時スポット展開あり ※２東海地区百貨店初登場  

アベリ 
イレアナ・マクリ 
ヴィーナス 
ギメル 
コデラトモコ 
シュドウ 
ダミアーニ 
ヒロウミ 
フォーエバーマーク 
フォンテドーロⅡ 
マルコ･ビチェゴ 
モニッケンダム 
ラザール･ダイヤモンド 
大倉堂  
FOPE 
OKURADO カスタム 
SEIBIDO 
SUWA 

7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 
7 月 6 日(水) 

リニューアル 
東海地区初*1 

リニューアル 
リニューアル 
新規  
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
リニューアル 
東海地区初*1 

東海地区初*2 

東海地区初*1 

リニューアル 
リニューアル 

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 

7 月 6 日(水)のオープンに先駆け、７月 5 日（火）9:30-10:30 にプレス関係者向けの内覧会を 

予定しております。（内覧会の詳細については６月にご案内します。） 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、2022 年松坂屋「夏の贈り物」(お中元ギフト)を 5 月 10 日(火)からインターネ

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

年のお中元商戦では、儀礼ギフトを贈る習慣が縮小傾向にある一方で、コロナ禍で定着したお取り寄せグルメ

を楽しむ消費動向に注目し、相手に気軽に贈れるカジュアルギフトや自宅で特別感のあるお取り寄せグルメを

訴求します。また、購入することで「社会の持続性に少しでも貢献できるギフト商品」を多数ラインアップ、カタロ

グリサイクルに取り組むなど「ギフトにもサステナブル」な提案をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5 月 27 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

大丸松坂屋では昨年のお歳暮カタログから「サステナブルギフト」を特集しています。購入することで社会にとってもポジテ

ィブな影響がある商品は、今の社会的に求められる姿勢を最も反映した商品です。お披露目会では、人と自然に配慮

した商品や売上の一部を知育支援に活用する生産者の想いが込められたギフト２点を紹介します。  

多様化するお中元に注目。プライベートな相手に贈るカジュアルギフトや 

購入することでポジティブな影響があるサステナブルギフトを提案。 

お中元＜お披露目会＞を開催します！ 
日 時：2022 年 6 月 1 日(水)9 時 45 分～12 時(9 時 30 分から受付) 

場 所：松坂屋名古屋店 北館 6 階クリエイティブオフィス内 

※9 時 30 分に、北館の南側道路、従業員通用口前までお越しください。 

※ご出席の場合は、前日 17 時までに、広報へご連絡をお願いします。 

 

〈オンライン承り〉2022 年 5 月 10 日(火)14 時~8 月 7 日(日)14 時  

※「絶品発見 !にっぽんの半島フード」「明日へつなぐ幸せギフト」含む一部商品は 5 月 31 日(火)14 時から 

〈店頭承り〉2022 年 6 月 1 日(水)~8 月 6 日(土) 

〈掲載点数〉カタログ:約 1900 点(前年並み) インターネット:約 2,800 点*１＊２(対前年+約 100 点) 

※1 最大展開時 ※2 インターネット販売商品はカタログ掲載 1,900 点を含む 

〈売上目標〉 全店：+1.0% 名古屋：前年微増  

〈受注ピーク予想〉7 月 2 日(土)・3 日(日)※店頭・EC とも 

〈予想平均単価〉3,820 円(前年から微増) 

 

環境保全・知育支援に貢献できるサステナブルな贈り物 

＜まっかなほんと＞ 税込 3,996 円  

農薬不使用りんごジュース〜想〜 
 
農薬の代わりに酢を使い、出来る限り自然に近い状態で

育てた栽培期間中農薬不使用の青森産のりんごを

100%使用。 

＜ハンバーグ王子＞ 税込 4,860 円  

３種のハンバーグピザ（子ども食堂応援企画） 
 
売上の一部を使って食の楽しさを伝える教室をハンバーグ

王子こと松島和之氏が開催し、子ども食堂を支援しま

す。 

お披露目会 
展示商品 

お披露目会 
展示商品 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

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

脱・儀礼！多様化する夏の贈り物にカジュアルギフト 

お中元は儀礼的な意味としてだけではなく、夏の季節のご挨拶のひとつとして捉えられるなど多様化しており、家族や親

戚といったプライベートな相手に贈り物をする人が増えています。ギフトも相手の好みに合わせたものを選ぶ傾向があり、

贈る商品もカジュアル化しています。若い世代にとっても贈りやすく、自分でも食べてみたいと思わせる商品として、見た

目にサプライズやトレンド感がある「心ときめく 新・日本の贈り物」の中から、お披露目会では特に見た目にインパクトの

ある商品２点を紹介します。 

＜セララバアド＞ 税込 5,400 円  

線香花火チョコレート〜パートドフリュイを添えて〜 
 
線香花火からインスパイアされたチョコレートは、真っ赤なガ

ナッシュを溶かすように味わうとポッピングキャンディーがまる

で線香花火のようにパチパチとはじけるうれしい仕掛けが。 

＜銀座 Air “Le Mont Libre”＞ 税込 4,320 円  

フルーツ生マシュマロ〜 
 
つやつやと輝く生マシュマロの中にはフレッシュ感にこだわったフル

ーツコンポートが入っています。見た目の美しさだけでなく、もち

っ、さくっ、とろ～り、と多彩な食感も楽しいスイーツです。 

お取り寄せを楽しむ習慣が定着。自分にも贈りたいおうちギフト 

コロナ禍で 2 年連続売上高を伸ばす「冷凍食品」。2020 年には冷凍食品の国内生産額に占める市場構成比が家

庭用が業務用を上回り初めて５割を超えました*。冷凍食品＝「手抜き」というイメージから、現代のヤングファミリー層

を中心に冷凍食品を使いこなすライフスタイルが利便性の高さからも注目を集めています。自宅でお取り寄せを楽しむ

習慣が定着するなかで冷凍技術も進み、お取り寄せできる商品もどんどん進化しています。お披露目会では厳格な自

主基準をクリアし、こだわり抜いた品質を誇る“安心・安全な冷凍食品”作りにこだわる＜Z’s MENU＞からおすすめの

２点を紹介します。※日本冷凍食品協会調べ 

＜Z’s MENU＞ 税込 5,082 円  

ワシントン DC で食べた２種のチーズバーガー 
 
おうちで簡単に、リッチなできたてバーガーが楽しめるインパ

クト抜群のギフトです。 

＜Z’s MENU＞ 税込 5,916 円  

祇園で食べた松茸入り牛丼の具と芝海老の野菜かき揚げ 
 
松茸の風味と京風の味付けで上品に仕上げた牛丼の具と、冷凍

のイメージを変える、揚げたてのような“サクサク感”が味わえる芝海

老の野菜かき揚げがセットに。 

 

お披露目会 
展示商品 

お披露目会 
展示商品 

お披露目会 
展示商品 

お披露目会 
展示商品 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

松坂屋名古屋店では、 金製品の一大展示即売会「大黄金展」を開催します。世界経済を巡る不安など

昨今の情勢に影響を受け、安定資産としての価値にさらなる注目が集まる「金」。本催事は、そんな「金」が集

結する祭典として、人間国宝や名工が生み出した工芸品の展示、販売や、貴金属の買取りサービスなどを展

開いたします。ぜひご取材ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 6 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  

 

 
注目はマッハ号！タツノコプロ 60 周年記念！ 

ニーズ高まる実物資産の「金」製品が名古屋に集結。 

大黄金展 
期 間：2022 年 6 月 8 日(水)～13 日(月) 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 18 時閉場 

■タツノコプロ 60 周年記念 K24 マッハ号 

K24 マッハ号 全長 12.5cm、重量 150g、アクリルケース付き 税込 5,500,000 円 
 

1967 年にタツノコプロが制作した TV アニメ「マッハ GoGoGo」は、自動車レースを題材にスピード感あふれる映像で

人気を集め、アメリカでも放映・実写映画化され国内外に今なお根強いファンを持つレースアニメです。天才レーサ

ー・三船剛が 7 つの特殊機能を搭載したマッハ号に乗り、世界の大地を駆け抜ける。その姿に車好きのファンが胸を

熱くさせた「マッハ号」をタツノコプロ 60 周年を記念し、純金で製作しました。 

 注目 

スカイライン生誕 65 周年記念商品  
 
K24 NISSAN SKYLINE 2000GT-R(KPGC110)ケンメリ 
 

S サイズ:全長 10.8×高さ 3.3×幅 4.2cm 重量 45g 

税込 1,771,000 円  

M サイズ: 全長 16.2×高さ 5.0×幅 6.0cm 重量 140g 

税込 4,477,000 円  
 

※タイヤ部分のみ銀 925 

K24 トヨタ 2000GT 
 
S サイズ:全長 10.0×高さ 2.5×幅 4.0cm 重量 45g 

税込 1,661,000 円  

M サイズ: 全長 15.3×高さ 4.1×幅 6.0cm 重量 120g 

税込 3,740,000 円  
 

※タイヤ部分のみ銀 925 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

■3000 年以上の時を経てなお、人々を魅了する「黄金のマスク」 
 新作 

K24 ファラオ黄金の仮面 
 
税込 2,464,000 円 
高さ 4.6×幅 3.0×奥行 4.4cm 重量 100g 
※カラー部分はエナメル 
 

紀元前 1300 年頃につくられたと言われているツタンカ

ーメンの「黄金のマスク」は、重さ 11kg、K23 という限り

なく純金(K24)に近い品位で作られているといわれてお

り、長い年月を経てもなお、その輝きを失わずに発掘さ

れた、世界でもっともよく知られた芸術作品の 1 つです。

その「黄金のマスク」を純金で製作しました。ぜひ、会場

でご覧ください！ 

■技と感性が光る置物キャラクターも！ 

K24 虎 「疾風迅雷」 
 
高さ 20.0cm 重量 130g 

税込 3,960,000 円  

 

K24 優愛 「卯」 石田信裕 原作 
 
親:高さ 6.0×幅 6.0cm 

子:高さ 3.0×幅 3.0ｃｍ 

重量計 20g 税込 704,000 円 

 

K24 DICE(大)寅 
 
高さ 1.2×幅 1.2cm 重量 30g 

税込 605,000 円  

※正六面体ではございません。 

■金価格 1 グラム 8,000 円超え！ 4 月には過去最高値も 

2 年前から上昇を続けていた金相場は、コロナ危機を起点に各国の金融緩和や政府の財政出動などの影響を

受け、高値安定で推移していました。その中、世界情勢が大きく揺らぎはじめたことを受け、現物資産への期待

がより一層高まったことにより、4 月 20 日には過去最高値 8,969 円(大手地金商発表税込小売価格)を

記録しました。この不安定な状況は今後も続くと見られており、「金」への注目は継続するといわれています。 

    〈人気〉 金・銀・プラチナ買取 〈話題〉 インゴット分割加工 

お持 ちの 1kg のインゴ ッ トを

100g の SGC オリジナルバー 

10 個に加工いたします。 

切れたネックレス、片方なくしたピ

アスなど、ご自宅で眠っている貴

金属をその場で買い取り。査定

のみも承ります。 

 
同時 
開催 

東京都公安委員会許可  株式会社 SGC 第 301061704105 号  



「日々是やさしい暮らし展」 大丸京都店 リビング売場

６月８日(水）〜６月14 日(火） 営業時間＝10時～19時※最終日17時まで 場所：４階暦ごよみ

PRESS RELEASE
2022年6月吉日

J.フロントリテイリンググループ

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店

出店者リスト

①アレッポの石鹸

（シリア・アレッポの伝統的なオリーブ石鹸）

②ボディクレイ

（国産粘土モンモリロナイトのスキンケア）

③アンジーナ（ナチュラルスキンケアブランド）

④松茶商店（食べるお茶 客家れい茶）

⑤にのらく茶園 （愛媛県、国産茶品種べにふ

うきの専門茶園）有機紅茶・有機緑茶

⑥ORIWA（ニュージーランド産エキストラバー

ジンオリーブオイル）

⑦マアル（オーガニックコットン肌着）

リビング売場のイベントコーナー「暦ごよみ」では、季節にふさわしい雑貨や食器、グリーンなど、こだ

わりの品々をご提案しています。昨年初開催され、ご好評を得た「日々是やさしい暮らし展」を開催い

たします。時間を大切に、シンプルに美味しく、すこやかに美しく暮らしていくための品々が揃います。

アレッポの石鹸

（シリア・アレッポの伝統的なオリーブ石鹸）

オリーブオイルとローレルオイルと苛性ソーダだけで

できた石鹸です。

１年以上熟成期間をおき、溶けにくくマイルドにしあ

げました。

顔・身体全身にご使用いただける石鹸で保湿力もた

っぷり！乾燥肌・敏感肌の方にもおすすめです！

＜出品の一例＞



【取材に関するお問い合わせ先】 大丸京都店 広報担当 長谷川 ＴＥＬ： 075-241-6974

ボディクレイ

ボディクレイシリーズは「モンモリロナイト」という粘土鉱

物で作られています。粘土（クレイ）は太古の昔から人々

とともにあって、世界各地で美容や洗髪、いやしに使わ

れてきた古くて新しい素材です。特に国産の粘土は汚れ

を吸着し、お肌を潤しそれを保ちます。ベタつかないのが

特徴で、気持ち良い付け心地が人気です。

アンジーナ

京都発、愛されて32年。家族で使えるス

キンケア。ANZENAの由来は「安全な」。

「毎日食べるものと同じように、毎日使うも

のだからできるかぎり自然の素材で」とい

う思いを込めてお届けしています。

ORIWA

（オーリワ）は、マオリ語で“オリーブ”。

ニュージーランドの大地で、大切に育てた実を木から

離してすぐに搾って容器に詰めた、シンプルで贅沢な

至福オイルをお届けします。

殻付きのオーガニックマカダミアナッツも大好評です！

松茶商店（食べるお茶 客家れい茶）

客家民族に歴史深く飲まれてきた、20種類以上の

豆・穀物類をすり潰した、栄養を丸ごと食べるお茶

「客家擂茶（はっかれいちゃ）」と台湾フレーバーの販

売をしています。













報道関係資料 

2022 年 6 月 15 日 

株式会社小田急百貨店 

▲【小鳥雑貨と似顔絵】『ゆとり屋』 

夏に活躍のＴシャツが勢揃い。鳥好きを

かわいく自慢できるアイテムがいっぱい

です。 

・オカメパレード T シャツ 3,960 円 

 

▲【シルバーアクセサリー】『工房いずみ』  

鳥好きさんに喜んでもらいたいことばか

りを考え、デザイン、制作をしている彫

金教室講師 18 年の金属造形作家です。 

・羽に抱かれた文鳥 21,505 円 

 

▲【小鳥雑貨と似顔絵】『ほほらら工房』 

愛鳥さんの写真を元にしたデジタルデザイ

ンを制作。完成したイラストを使用したオ

リジナルグッズも承ります。 

・アクリル置き時計 7,700 円  

※電池は付属しません。 

 

▲【木造嵌作家】『木象嵌こばみつ亭』 

着色はせずに天然の木の色や木目を

活かした「いきものブローチ」。自然

な色の組み合わせがやさしい色合い

を醸し出します。 

・仰向きズグロシロハラインコ 

6,600 円 

▲〈小鳥作家による折りたたみ傘〉 

折りたたみ傘（全 9 種類）各 4,378 円 

かわいい小鳥アイテムが新宿小田急に大集合！ 

「新宿ことり博」6月 29日から開催 
～ 雑貨やアクセサリー、スイーツ、飼育用品まで 1万点以上展開 ～     

 

 小田急百貨店新宿店の本館 11 階催物場では、6 月 29 日（水）～7 月 5 日（火）の期間、
「新宿ことり博」を開催します。人気の小鳥作家や専門店が集合し、小鳥をモチーフにし
た雑貨やアクセサリー、スイーツから飼育用品まで、小鳥にまつわるさまざまなアイテム
を展開します。お買い上げプレゼント企画も実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜１万点以上のかわいい小鳥アイテムが新宿小田急に集合！＞ 
展開商品一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲【小鳥雑貨と似顔絵】 

『似顔絵工房きすけンち』 

写真とは一味違う愛鳥さんのとっておき

の表情を心を込めて描きます。 

・ウッドプレート 9,900 円 

 



 

お買い上げプレゼント 
期間中、1 レシート 3,000 円（税込）以上お買い上げの各日先着 100 名様に「オリジナ

ルうちわ」をプレゼント、また、期間中お買い上げの各日先着 300 名様にイベント限定の
「ステッカー」をプレゼントします。 
 
 

 

 

 

 

 

▲「オリジナルうちわ」        ▲「ステッカー」 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「新宿ことり博」 

期   間：6 月 29 日（水）～7 月 5 日（火）10 時～20 時 

 ※7 月１日（金）～3 日（日）は 20 時 30 分まで  

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/ 

企画・協力：デザインコ/かんたろう 

 

 

 

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 FAX：03-5325-3670 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

＜お知らせ＞ 

小田急百貨店新宿店本館は、2022 年 10 月 2 日（日）を最終営業日とし、新宿店は、

新宿西口ハルクにて営業を継続します。 

 これまで長きにわたりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込めて、『新

宿店［本館➡ハルク］お引っ越し前の売りつくし！』と題した売り出しや特別企画を開催

し、お客さまとの絆を深める施策を展開してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

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


報道関係資料 

2022 年 6 月 8 日 

株式会社小田急百貨店 

▲新作版画「耳のチカラ」37×40 ㎝ 110,000 円 ▲「リボンの騎士」45×44 ㎝ 165,000 円 

▲「パンジャとレオ」41×38 ㎝ 

165,000 円 

 マンガ『鉄腕アトム』連載開始 70周年！ 

「手塚 治虫 版画展」を開催 
～ ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」でも期間限定展開 ～ 

 

小田急百貨店新宿店の本館 10 美術画廊・アートサロンでは、6 月 29 日（水）～7 月 5 日（火）

の期間、マンガ『鉄腕アトム』連載開始 70 周年「手塚 治虫 版画展」を開催します。 

  

手塚治虫氏は 1928 年 11 月に大阪府で生まれ、1946 年に 4 コマ漫画『マァチャンの日記帳』

でデビュー。1952 年に漫画雑誌「少年」4 月号で『鉄腕アトム』の連載がスタートしてから今

年で 70 周年を迎えます。本展では『鉄腕アトム』の新作を含め、『リボンの騎士』や『ブラッ

ク・ジャック』など約６０点の版画の展示販売のほか、オリジナルグッズの販売も実施します。   

また、EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」においても、一部の作品を期間限

定で販売します。 

■「小田急百貨店オンラインショッピング」【展開：6 月 29 日（水）～7 月 31 日（日）】 

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

 

＜展開作品一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⒸTEZUKA PRODUCTIONS 

 

▲「神の手」41×37 ㎝ 165,000 円 ▲「火の鳥（5）」53×54 ㎝ 220,000 円 

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


 

※版画は全て限定 200 部です。 

※作品のお渡しはご購入から約 1 か月後となります。 

 

■お買い上げプレゼント 
作品をお買い上げのお客さまに、オリジナル缶バッジ（非売品）をプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：マンガ『鉄腕アトム』連載開始 70 周年「手塚 治虫 版画展」 

期   間：6 月 29 日（水）～7 月 5 日（火）10 時～20 時  

※7 月 1 日（金）～3 日（日）は 20 時 30 分まで、最終日は 16 時 30 分閉場 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 10 階美術画廊・アートサロン    

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/  

 

 

＜お願い＞ 

・画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。 

ⒸTEZUKA PRODUCTIONS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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コロナ禍を経てお中元はよりカジュアルなギフト習慣へ 

   お中元で「おうちグルメ」を提案 
 

そごう・西武は２０２２年のお中元に「おうちグルメ」を提案。コロナ禍を経て定着したご自宅で人気店や各地のごちそうを

楽しみたいというニーズはお中元にも大きく影響。一昨年からの傾向として定番のギフト商品以外にもごちそうメニューの人

気が伸長し、気軽に贈り合うカジュアルなギフトも好調に推移。そこでそごう・西武では新たなお中元のニーズに対応するた

め、産地や素材にこだわった「夏のごちそう」、「私ならではの思いが伝わる夏のごあいさつ」をテーマに提案。加えて関心の

高まっているサステナビリティに配慮した「アラスカシーフード」も特集。お世話になった大切な人への贈りものや、気のおけな

い親しい人への嬉しいギフトまで充実のラインナップでお中元をご提案いたします。 
 

そごう・西武のお中元概要 
■お中元ギフトセンター開設期間：西武池袋本店 ６月７日(火)～７月１９日（火） 

そごう横浜店 ６月３日（金）～７月１９日（火）※店舗により会期は異なります 

■西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」会期：開催中～８月４日（木）午後４時５９分まで 

URL：https://edepart.omni7.jp/basic/a10010000 

■展開店舗：そごう・西武１０店舗、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」  

■全店共通お中元ギフトカタログ掲載点数：１,５５３アイテム(前年＋６) 

■売上目標：既存店前年比１００％［内インターネット 前年比１０５％］ 
 

■産地や素材にこだわったデパ地下ならではの「夏のごちそう」（全７ＳＫＵ） 

魚・肉・野菜・フルーツと産地や素材にこだわった夏にぴったりのごちそうをご提案。温めるだけで簡単にこだわり

の味が楽しめるものから、あえて素材にスポットを当て調理の工程もお楽しみいただける品々などお贈り先に合

わせてお選びいただけます。 
 
代表商品 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

うなぎ坂東太郎 蒲焼/２１,６００円 
職人が備長炭で１枚ずつ焼きあげた、香ばしくふっくらとした蒲焼で
す。 
利根川の天然鰻に近づけた素材の「国産の養殖鰻ブランド・うなぎ
坂東太郎」のうまみをご堪能ください。 
商品内容：蒲焼×２（計２７０ｇ） 蒲焼ハーフ×６（計４２０ｇ） 

＜うなぎは国産＞タレ１５ｍｌ 山椒×各８ 

九州産黒毛和牛Ｔボーンステーキ用／２１,６００円 
国産黒毛和牛の２つの部位を１度で味わえるＴボーンステーキです。
Ｔ字形の骨の左右には、サーロインとヒレが並びます。 
素材のうまみが生きたぜいたくな味わいをぜひお召しあがりください。 
商品内容：２枚計１０００ｇ（牛ロース肉・ヒレ肉・骨含む）＜九州産＞  

刻みわさび３０ｇ 

新潟 佐藤大農園 りんごあめ ３種の茄子とピクルスのセット/５,１８４円 
土作りと栽培方法にこだわったブランド茄子・りんごあめは、甘く柔らかな果 
肉が楽しめる自慢の茄子。こだわりの 3種類の茄子とピクルスをｾｯﾄにいたし 
ました。 
商品内容：白茄子４個 ゼブラ茄子３個 十全茄子５個 ピクルス×１ 

（茄子は新潟産） 

https://edepart.omni7.jp/basic/a10010000


 

■従来のお中元の形にとらわれない。「私ならではの思いが伝わる夏のごあいさつ」 

（全８ＳＫＵ） 

パフェアイスやカレーパンなど、今までのお中元では選択肢としてなかった商品もおうちグルメニーズの高まりで

人気に。かしこまった季節の挨拶ではなく、身近な人へのカジュアルなギフトとしてオススメです。 

代表商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■天然でサステナブルな美味しさを「アラスカシーフード」（全４ＳＫＵ） 

アラスカ産シーフードの特長は、漁法・漁獲量を厳しく管理し、魚の養殖が禁止されているため１００％天然のシー
フードであることです。アラスカ産のシーフードを贈ることが贈り方のサステナブルなアクションにつながります。 

代表商品 

 

 

 

 

 

■定番のお中元アイテムだけではない、カジュアルギフトの提案をメッセージで発信 

「夏だって、贈りたい。」 

定番のギフトも嬉しいけど、 

思いがけないギフトは、もっと嬉しい。 

素直な気持ちを、そっと包んで。 

心が近づく、夏の贈りもの。 

 

 

 

 
 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・花篭 
電話番号：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

伊藤久右衛門 抹茶パフェアイスバー８本入/６,０００円 

京都・宇治。伊藤久右衛門の抹茶パフェを手軽に食べられるアイスバー

に。いちご、さくら、トロピカル、モンブランの季節の味わいを詰め合わせま

した。 

商品内容：まっちゃ・いちご・とろぴかる×各２ さくら・もんぶらん×各１ 

代官山シェ･リュイ 代官山カレ-パンセット/５,４００円 

代官山の名店シェ・リュイのカレーパン詰合せです。 

福神漬けを加えた味わいが楽しめます。 

商品内容：カレーパン辛口５個入×２ レギュラー５個入×１ 

湯島丸赤 銀鱈西京漬/９,９３６円 
アラスカで育った天然の銀鱈を使用。 
湯島の名店がお店独自の西京味噌に漬け込んで、味わい豊かに仕 
上げました。 
商品内容：銀鱈西京漬〈銀鱈はアメリカ（アラスカ）産〉×５ 

 



 

 
 

日本各地の食のご当地商品約１,０００種類が集まる 

そごう千葉店に食の銘菓・名産品処が誕生 
 

 
そごう千葉店では全国の銘菓を集めた売場「諸国銘菓」を６月２３日（木）にリニューアル。従来の「諸国銘菓コ

ーナー」に加えて「千葉の銘菓・名産品コーナー」「諸国名産コーナー」「イベントコーナー」を追加し、売場面積を 

１.６倍に拡大。４つのコーナーで約１,０００種類の日本各地のご当地商品の魅力をご堪能いただけます。 
 

 
 リニューアル 概要 
■名称：諸国銘菓・名産 卯花墻（うのはながき） 

■オープン日：６月２３日（木） 

■場所：そごう千葉店本館地下１階＝食品フロア 

■対象面積：（リニューアル前）約５０㎡→（リニューアル後）約８０㎡ 

■扱い商品数：約１,０００種類 

 

① 千葉の銘菓・名産品コーナー 

地元千葉で愛される人気店や知る人ぞ知るお店の銘菓・名産品をご用意。千葉県産落花生や豆菓子を扱う「与
三郎の豆」がリニューアルオープンし、新たにピーナッツペーストメーカーを導入いたします。 
 
 

 

 

 

 

 

② 諸国銘菓コーナー                 

日本各地の老舗銘菓やご当地菓子が勢ぞろい。日替わり・曜日替わり限定品もご用意。              
 

 
 
 

③諸国名産コーナー 

北海道から沖縄まで日本各地の名産品、調味料、 

珍味などを集めました。 

千葉に居ながらご当地の味をお求めいただけます。 

 

 

 

④ イベントコーナー 

日本各地の銘菓・名産品ショップが週替わりで出店します。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、価格は全て税込みです。  

＜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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

 

 そごう・西武 営業情報 

【千葉市・中央区】与三郎の豆/落花生ペースト（２００ｇ）７５６円（左） 
店頭でペーストした作りたてを瓶詰めし販売いたします。 

 

【千葉市・若葉区】御菓子司 麻布菊園/菊最中（１個）２２１円（右） 
宮中での製法のまま造られている最中餡は、北海道十勝産の小豆を 
使用した香味豊かな逸品です。 

【東京】榮太樓總本鋪：６月２３日（木）～２７日（月） 
文政元年（１８１８年）創業の東京・日本橋の菓子舗です。おなじみの味や季節限定品 
など、素材と製法にこだわるお菓子を取りそろえました。 

 

【奈良】千代乃舎竹村／青丹よし（２個入〈赤・青各１個〉）４００円 

中宮寺（奈良県・班鳩町）に滞在中の有栖川宮さまに献上したところ、 

奈良の枕詞に因んで命名された干菓子。さらりとした口溶けと上品な甘さが特徴です。 

【長野】就一郎漬本舗／本漬野沢菜（１袋２００ｇ）４３２円 

国産の野沢菜をアルプスの雪どけ水（名水百選）で洗いあげ、 

漬けあげた手づくりの逸品。 
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６月３０日は「夏越ごはん」の日 

３７のブランドで米食の魅力を提案 
 

 
そごう・西武は一年の半分の日である６月３０日に行われる神事「夏越の祓」の日に合わせた行事食「夏越ごはん」を

各店惣菜売場合計３７ブランドでの販売。また生鮮売場ではご自宅で作る夏越ごはんにオススメの夏野菜などの食材を

提案いたします。昨年そごう千葉店で好評だった取り組みを今年はそごう・西武９店舗に拡大します。 

そごう・西武では日本の歳時記に合わせた取り組みを行うことで、お客さまに四季の楽しみをご提案します。また昨今の物

価上昇の中でも価格の安定しているお米の魅力を再確認するきっかけにもつなげてまいります。 

 

<夏越ごはんとは>  

夏越ごはんは、雑穀ごはんの上に夏野菜を使った「茅の輪」をイメージした丸い食材を 

のせた行事食で、公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構が提唱しています。 

「雑穀ごはん（白米も含む）」と「夏野菜を使った丸い食材」の２つの要素が特徴で、 

かき揚げ丼、夏野菜カレーなど、いろいろな味で「夏越ごはん」をお楽しみいただけます。 
 
 

概 要 
■会期：６月２４日（金）～３０日（木） ※一部会期の異なる店舗がございます。 

■展開店舗：そごう・西武９店舗 各店食品売場（西武東戸塚Ｓ.Ｃ.除く） ※西武渋谷店・福井店は生鮮売場のみ  

■販売ブランド数：３７ブランド 
 
 

■多彩なスタイルの「夏越ごはん」が登場 

老舗の銘店からカジュアルなブランドまで全店合計３７ブランド、その内西武池袋本店では各店舗中最多の２８

ブランドで夏越ごはんを販売します。和洋中を問わず様々なスタイルの夏越ごはんがお楽しみいただけます。 
 
 
  
 
  
   
 
  
  
    
  
  
  

  

 

 
※本リリースの掲載画像はイメージ。 価格は税込みです 

＜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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

そごう・西武 

限定 

夏越かき揚げ天丼弁当 1,188 円 

西武池袋本店、そごう横浜店・千葉店、大宮店 

銀座天一 
そごう・西武 

限定 
アジャンタ 

そごう・西武 

限定 

ナシゴレン 756 円  

西武池袋本店 

袋線 

リトルシェフ 

インド風夏野菜かき揚げの夏越カレー弁当 

810 円   西武池袋本店 



 

 

 

2022年 5月 23日 

株式会社 京王百貨店 

お世話になった方へ、心が躍る贈り物を 

「京王のお中元」がスタート 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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、「2022年 京王のお中元」の承りを 5月

20日(金)からネットショッピングで、6月 2日(木)、9 日(木)から新宿店をはじめとする各店にてスタートし

ます。 

今年は「心おどる贈り物」をテーマに、喜ぶ顔を想像しながらギフトを選ぶ楽しさ、「ありがとう」の明る

い声が返ってくるうれしさを感じられる“贈る人も、もらう人も心が躍る”ような旬の食材や冷製メニュ

ー、華やかで見た目も楽しめるスイーツギフトを特集。健康志向の高まりを受け、発酵食品や大豆ミートを

使用したグルメなどヘルシーなメニューをそろえる「からだ想い」なギフトも取り揃えました。 

また今夏は、帰省や人に会う機会が増えることによるパーソナルギフト需要が復調することを想定。1,000

～2,000円台のプチギフトの充実を図り、気兼ねなく贈れる手渡し用のギフトとして「京王の夏みやげ」特

集の品揃えを約 1.3倍に増やします。 

昨年に続きお得感と利便性の強化も目指し、コロナ禍の中元商戦で売上を伸ばしている郊外立地のサテラ

イト各店の会期を長く設け、先行するECでは、取り扱う約 1,400品目のほとんどが送料無料※や送料込みに

なるほか、新たに京王ネットショッピング新規会員登録特典としてお中元ギフトご注文時に使える 500円ク

ーポンを用意します。また、EC限定のご自宅用限定商品もそろえます。 

 

※「京王の夏みやげ」「ご自宅用限定お買得品&人気グルメ」掲載商品は、ネットショッピング限定特典としてそれぞれ同一お届け先への税込

5,400円以上のご注文で送料無料（送料込み商品は除く）。 

 

お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店  TEL：0570-022-810（ナビダイヤル） 

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03-5354-2855（成田、千脇、竹田、島田） 

 

5月 20日（金）～7月 27日（水）  ◆京王ネットショッピング shop.keionet.com 

    6月 9日（木）～7月 19日（火）   ◆新宿店 7階ギフトセンター 

    6月 9日（木）～7月 20日（水）   ◆聖蹟桜ヶ丘店 7階ギフトセンター 

6月 2日(木)～7月 27日(水)    ◆サテライト各店* 

＊サテライト橋本店・セレオ八王子店・トリエ京王調布店・ 

キラリナ京王吉祥寺店・ららぽーと新三郷店・昭島モリタウン店 
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■～夏、満喫～ 

夏を感じさせる「旬」の食材、食欲をそそる「香り」「食感」「彩り」を愉しむことをテーマに季節感あふ

れるおすすめの食品・お酒を特集。 

●旬を味わう：「夏」ならではの滋味あふれる食材を厳選                          

宮崎県産 完熟ゴールドマンゴー(510g×2玉) 10,800円 

宮崎マンゴー発祥の地、西都
さ い と

市の「完熟マンゴー」。果実に網をか

け、おいしく熟れて自然に落果するまで待つ「ネット収穫法」で収穫

された希少な糖度 17度以上かつ大玉(4L・510g以上)サイズを厳選し

ました。マンゴーの甘さ、芳醇な香り、色鮮やかな果肉が贅沢に楽し

める夏のおすすめギフトです。 

 

●香りを愉しむ：タレやスパイス。食欲をそそる香りもごちそう 

静岡・大和養魚浜名湖うなぎ 長蒲焼 4尾 10,800円  

【賞味期間：冷蔵 14日】 

夏は特にギフトとして人気の高まるウナギ。明治 40年創業、ウナ

ギ一筋 110余年、養殖から加工・販売まで一貫して手掛ける浜名湖畔

の老舗が自社養殖池にて丹精込めて育てたウナギを自慢のタレで香り

豊かに焼き上げました。 

 

 

●食感を愉しむ： しっとり、柔らか、とろける、プチプチといった食感も楽しめる

メニュー                           

肉の匠いとう 九州産黒毛和牛ヒレステーキ 10,800円 【消費期間：冷蔵 4

日】 

黒毛和牛の部位の中でも特に柔らかいヒレ肉。贅沢なステーキカッ

トでお届けするヒレステーキは、柔らかく、口に入れた瞬間の“食

感”もごちそうです。  
●彩りを愉しむ：夏の美味しさに彩りを添えて贈る 

京・料亭わらびの里 京の涼み寄せ 5,400円 【賞味期間：冷凍 30日】 

 アワビ、ウナギ、ハモ、ウニなどの人気の魚介類に華やかな彩りの

食材を組み合わせた煮こごり料理。涼やかな見た目と魚介の旨味を堪

能できる夏らしい一品です。 

 

■涼を食す、夏の冷製メニュー 

暑い夏の食卓で涼しさを感じていただけるような、のどごしの良い麺類や冷製グルメを集めました。 

●八王子の野菜を使った 三輪素麺 3,240円・5,400円 

JA八王子協賛のもと、江戸東京野菜の八王子ショウガをはじ

め、京王線沿線の八王子産野菜（シイタケ・トマト・ホウレンソ

ウ）をそれぞれ練りこんだ素麺。プレーン(白)と、4種の野菜の優し

い色合いで見た目も楽しめます。 

 

■季節感あふれる「クールデザート」 

酷暑に加えて、冷凍技術の進化により、味も見た目も華やかでバラエティ豊富になったことから人気が高ま

っている「クールデザート」。昨年は冷凍保存のケーキを拡充するなど年々ラインアップを強化しており、今

年は夏らしいデザインの商品や人気アイス専門店のギフトを初展開します。 

 

 

 

※7/23(土)土用の丑の日［二の丑 8/4(木)］に合わせ、別刷パンフレットにて「夏の贅沢、うなぎを堪能。」特集も

企画。 
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●コールド・ストーン・クリーマリー  

「プレミアムアイスキャンディ 10本セット」 5,400円 

 アイスクリーム専門店「コールド・ストーン・クリーマリー」の味わ

いを自宅でも手軽に楽しめるギフトセットを初展開。明るい雰囲気に定

評のある店舗の楽しさを表現したアイスキャンディーのギフトセット

(写真)となめらかで口どけの良いカップタイプのアイスクリームセット

(6個入 4,536円)の 2種類をそろえます。 

 

●アンファン「アイシングクッキーアイス」（ミニクッキーアイス計 16個、金魚鉢

アイス計 4個入り） 5,400円 

アイシングクッキーやマシュマロ、チョコレートなどカラフルで可愛

らしい見た目で子供から大人まで楽しめる菓子をそろえる「アンファ

ン」。金魚やヒマワリ、花火、蚊取り線香など「夏の景色」をアンファ

ンらしく表現したアイスのギフトセットです。 

 

■人気ギフトカテゴリー1位の洋菓子。初登場のブランドも注目 

   

 

 

 

■「からだ想い 日々是好日」 

健康志向が高まる中、贈り物としても、自分用にもおすすめの「からだ想い」のグルメを集めました。醸造

所が手掛ける長野県産のふじりんごを使用したリンゴ酢など発酵食品のほか、大豆ミートを使用したグルメ、

手軽にヴィーガン料理が楽しめるギフトセットなどサステナブルなヘルシーメニューもそろえます。 

    

 

 

 

■フラワーギフトを拡充 

近年、ギフトとしてはもちろん、インテリアとして、お家の癒しアイテムとしても人気が高まっている観葉

植物。これまでの胡蝶蘭などのフラワーギフトに加え、昨年 10月にオープンした新ショップ「グリーンギャ

ラリーガーデンズ」が展開する観葉植物のギフトを拡充しました。 

 

 

 

金沢・芝寿し 
「大豆ミートのガパオライス」 
4,860円 

内堀醸造 
「プレミアムフルーツビネガー 
 信州リンゴの酢 ふじ 2本セット」 
3,888円 
 

アンリ・シャルパンティエ 
「テリーヌ・ドゥ・フリュイ・アソート 
3,240円・5,400円 
 

プレスバターサンド 
「バターサンド３種詰合せ」(檸檬・あまおう苺) 
3,240円・5,400円【賞味期間：14日】 

かるなぁ 
「ヴィーガンデリ 8種ギフトセット」
5,703円 
 

 

 



4 
 

   

 

 

 

■「京王の夏みやげ」1,000～2,000 円台のギフトを特集 ※同特集は別刷パンフレットに掲載 

  

  

 

■料理時間が充実する調理家電もお得に！「ご自宅用限定商品」 ※同特集は別刷パンフレットに掲載 

中元・歳暮の注文と同時に“自分へのご褒美も購入する”という需要が年々高まっていることから、「ご自

宅用限定商品」としてバイヤーおすすめの「ワインセット」や「ワケありお買い得品」などを約 240種類そろ

えています。21 年歳暮にて初展開し好評だったオシャレ調理家電特集では、料理時間がさらに充実する調理

家電をそろえます。 

 
T-fal 

「ラクラ・クッカープラスコンパクト 

電気圧力鍋 アイボリー」25,080円 

 
レコルト 

「ソロブレンダー特別セット」各4,400円

(レッド・オレンジ・グリーン) 

 

ラッセルホブス 

「電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ

ブラック」3,080円 

■ネットショッピング限定のご自宅用商品も 

ネットショッピング限定で、おいしさはもちろん、いざという時の備えにもなるパンの缶詰やスープなど長

期保存可能な食品も展開します。 

 

Pan
パン ド

＆「ミニ食パン 4種」3,564円 

(ロイヤル・パンプキン・シリアル・ベリー)  

【賞味期間：製造日より 365日】 

 

 

 

 

 

 

「パンの缶詰 パンだ缶」3,888円 

【賞味期間：製造日より 3年】 

   

カゴメ「野菜たっぷりスープセット」

5,400 円【賞味期間：製造日より 5 年 6 ヶ月】 

 

 
 
 
 
 

 

モンステラ 6,160円 
６号鉢：径 18cm、受皿付、 
陶器鉢入り 
 

ガジュマル 4,180円 
4号鉢：径 12cm、受皿付、 
陶器鉢入り 
 

※陶器鉢のデザインは、写真と異なる

場合がございます 

 
 

デンドロビューム サマーナイトドリーム 
13,200円 
花軸 5本、7号鉢：径 21cm,受皿付 
※7月上旬からの発送 

銀座千疋屋 
「銀座ひとくちフルーツゼリー」1,100円 
 

錦松梅 
「錦松梅の小袋」2,484円 
佃煮ふりかけ(30g×5袋)×２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2022 年 6 月 2 日 

株式会社京王百貨店 

 
 

 

 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店では、6 階 食器・調理用品売場にて、「夏 

アイテムをそろえよう！」をテーマに、風鈴、蚊やり器の今夏向けの展開をスタートしました。今年の夏休みは、 

3 年ぶりに帰省や親戚とのだんらんが期待できること、猛暑が予想されることから、暑さを和らげる“癒しグッ 

ズ”の需要が高まるとみて、例年より約 1 ヶ月早い展開です。若い世代から「インテリアとしても楽しめる」と注 

目されている“昭和レトロ”なアイテムを中心にそろえます。 

 

■見た目や音で“涼”を感じる「風鈴」 

■自宅でもアウトドアでも活躍する「蚊やり器」 

 

そのほか、京焼の色絵師が絵付けを施した、京の色絵ガラスシリーズの食器も展開します。 

            

お客様のお問合せ先  ：京王百貨店 新宿店  TEL：0570-022-810（ナビダイヤル） 

報道関係のお問合せ先 ：京王百貨店 広報担当 TEL：03-5354-2855（千脇、成田、竹田、島田） 
  

風鈴の素材や風の向き・強弱によって異なる音色

を楽しめる風鈴。カーテンレールや玄関に吊るせ

ば、インテリアのワンポイントとして室内でも楽し

むことができます。江戸時代から伝わる製法で作ら

れた「江戸風鈴」のほか、有田焼、南部鉄器、真鍮

製の風鈴など約 30 型を展開。 

 

      

岩鋳 「花 黄茶」  1,430円 

         

江戸風鈴 「パンダ」 1,870円 

蚊を追い払うための香な

どをたく蚊やり器。使用し

ない時に庭先に出したまま

でもかわいらしいレトロな

デザインのものなど約 10

型をそろえます。 

  

「すいか」(写真左) 

「レモン」(写真右) 各 2,420円 

        

「ブルクマート チェリー」(写真左)        「ノルディックデコ クジラ」 

「ブルクマート トマト」(写真右) 各 1,650円            1,650円 

京の色絵ガラス 「ひまわり」  各種 3,300円から          京の色絵ガラス 「藤」 6寸鉢 (写真左) 5,720円 

                                                                            ボール・中 (写真右) 4,180円 

    

“昭和レトロ”な夏アイテムを集積 

京王百貨店 新宿店 6階 食器・調理用品売場 

 

 

夏の道具「風鈴・蚊やり器」販売開始 



 

2022 年 6 月 17 日 

株式会社京王百貨店 

 
 

 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店では、現在、「ペパーミント」や「和

ハッカ」などの季節限定商品を中心としたミントアイテムを種類豊富に展開しています。ミントアイテムは

例年、ジメジメとした梅雨時期から夏に向かう 6 月初旬から中旬に品ぞろえのピークを迎え、今季は和ハッ

カを使用した新商品も登場。猛暑・節電が想定される今夏、リフレッシュアイテムとして一層注目が高まっ

ています。 

 

■＜季節限定＞和ハッカを使用した注目の新商品が登場 

● バス・トイレタリー売場 ＜６階＞ 

「北海道ハッカ油 ハンドクリーム」(75ｇ) 1,430円 （NEW） 

（季節限定商品） 

北海道紋別郡滝上町は和ハッカの生産地のひとつ。その地で採れ

る「北斗」という和ハッカから抽出した精油から香りづけしたハン

ドクリームは爽快感がある香りが特徴。べたつきにくく、さらっと

した使い心地です。そのほかにも「北海道ハッカ油 ハッカ油ボディミス

ト」（100mｌ）1,980円（NEW）、「北海道ハッカ油 アロマバスソルト」（40ｇ）

385円（NEW）が登場します。  
 

■梅雨時期に需要が増える定番人気の季節限定商品のほか、気分転換にぴったりの爽やかな味わいの菓

子・茶もそろえます 

● スチームクリーム ＜1階＞ 

「UVプロテクション 33ハッカ＆アロエ」 (75ｇ) 2,530円  

(季節限定商品) 

選べる限定パッケージが人気の全身用保湿用クリームブランド

「スチームクリーム」から、ハッカの香りでひんやり使いやすい夏

季限定の UV対策クリームが登場。べたつかない爽やかな使用感で、

保湿しながら UV 対策ができます。             
 

お客様のお問合せ先  ：京王百貨店 新宿店  TEL：0570-022-810（ナビダイヤル） 

報道関係のお問合せ先 ：京王百貨店 広報担当 TEL：03-5354-2855（千脇、竹田、成田、島田） 

6月“20日(はっか)”は「ペパーミント」の日 

注目の新商品も登場！「ミント」アイテムの品ぞろえが最盛期を迎えます 
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● 生活の木 ＜6階＞ 

「ミント＆レモン マスクスプレー」 (50ｍｌ) 1,320円 (季節限定商品) 

毎年「生活の木」で季節限定商品として展開するミント＆レモン

シリーズ。マスク装着時の蒸れが気になる梅雨や夏の季節にマスク

の外側にスプレーすることで清涼感のある香りが楽しめます。ペパ

ーミント精油のほかにレモン精油を配合。ミントと柑橘系を合わせ

た香りは人気があり、そのほかボディスプレーやボディパウダー、

フレグランスシートなどもそろえます。      
 

● ルピシア ＜MB階＞ 

「シエラザード 50ｇ 缶入」 1,070円 (季節限定商品)   

世界のお茶専門店「ルピシア」はミントを使用した季節限定茶を

展開中。「千一夜物語」の“美しく聡明な語り部・シエラザード姫”

をイメージして、アラビアン・スタイルのミントグリーンティー

に、爽やかなグレープフルーツの香りをプラスしました。これから

の季節、アイスティーに最適です。 

 

● モンロワール ＜MB階＞ 

「リーフカラム ミント」(12個入り) 1,080円 (季節限定商品) 

神戸に本店を構えるチョコレートショップ「モンロワール」のロ

ングセラー商品、「リーフメモリー」。定番のミルクチョコレートの

ほか、ミント風味のダークチョコレートとホワイトチョコレートの

2 種が楽しめる季節限定商品が今季も登場。涼しげなパッケージ

に、一口サイズの葉っぱの形がかわいいチョコレートは、プチギフ

トにも人気です。 

 

● 北海道フ－ディスト ＜8階＞ 

「北見ハッカ通商 メンタブ チョコミント味」 (70粒入り) 270円  

優しいチョコ風味の甘さと、爽やかな清涼感を楽しめるチョコミ

ント味のタブレット菓子。希少な「北海道産和種ハッカ油」を配合

したミントタブレットです。 

    

※イメージ 

  

 

     

 

 

 

           ※イメージ 

 

         



 

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、千脇、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：0570(022)810（ナビダイヤル） 

2022年 6月 20日 

株式会社京王百貨店  

化粧品専用「Keio BEAUＴＹ LINE ミニアプリ」に、オンライン接客機能を拡充します 
    
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、6月 23日（木）、LINE株式会社が

運営するコミュニケーションアプリ「LINE」上で自社サービスを展開できる「LINEミニアプリ」を用い

た「Keio BEAUTY LINEミニアプリ」に、オンライン接客の機能を新たに追加します。 

百貨店の化粧品売場で取り扱ういわゆる“デパコス”は、「店頭で美容部員のアドバイスを受けながら選

ぶ」という購入方法が定番でしたが、「店頭で試すことが難しい」コロナ禍を機に、電話での接客やネット

ショッピングでの購入需要が高まっています。この需要に対応すべく、4月にスタートした「オンライン予

約機能」に続き、チャット接客、ビデオ電話接客から選べる接客機能をアプリ会員限定サービス※1として

搭載します。好調領域である「美」をフックに、よりパーソナルなご要望に対応するサービスや情報発信を

充実させ、顧客利便性の向上と京王百貨店のファンづくりにつなげることを目指します。 
 

※1 化粧品売場専用 LINE公式アカウント「Keio BEAUTY」の友だち追加と京王パスポートカード＊の IDを連携すると利用可能なサービス  

＊京王グループ共通ポイントがたまるポイント機能付カード 

 

■“手軽に問合せ”から“百貨店ならではの接客”まで、スマホで完結 
 
＜4月 1日(金)～ 搭載済＞ 

新機能① オンライン予約機能 （商品・イベント予約） 

一部の限定商品・新商品の予約や、アプリ会員を対象としたメイク・スキンケ

アなどの特別な店頭イベントの予約がオンライン上で完結。そのほか、お客様の

購買動向に合わせた商品・イベントに関するセグメント配信も可能になります。 

 

＜6月 23日(木)サービス開始＞ 

新機能② オンライン接客機能 （チャット接客／ビデオ電話接客） 

お客様のご要望に応じて選べるオンライン接客をそろえます。メッセージのほ

か画像の共有も可能な「チャット接客」、より詳細なメイクアドバイスやお悩み

相談が可能な「ビデオ電話接客」に対応します。 

商品購入には『NET de PAY（ネットでペイ）』※2などの各種決済方法で、ネ

ットショッピング上に取り扱いのないブランドや店頭商品も購入可能です。 

※2 当社 ECサイトに会員登録の上、メールまたはチャット上に届く URLから決済手続きをしていただくサービス   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」概要 
 

アプリ開設：2021年 3月 新機能リリース日：2022年 6月 23日（木）  

対象売場：京王百貨店新宿店１・2階化粧品売場、聖蹟桜ヶ丘店化粧品売場 

サービス内容：デジタル会員証発行、アプリ会員限定のアップポイント優待、 

サンプルクーポンの発行、新商品発売情報や特集ページの閲覧、 

オンライン予約機能、オンライン接客機能（NEW）など 

アプリ URL： https://liff.line.me/1655698551-JQbL77eB 

「Keio BEAUTY LINE」公式アカウント ID：「@keio_beauty」 

 

 

 

※チャット画面のイメージ 

 

※ビデオ電話接客画面のイメージ 
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松屋銀座・化粧品の２０２２年 5 月の売上は前年比 150％。リップやアイシャドウなどのカラーメイクの需要が高まっています。行動

制限がなく人と会う機会が増えたことによって、「少しおしゃれをして出かけよう」、「久々に会う人との会食でマスクを外すから口紅をきちん

と塗ろう」という声が聞かれ、メイクアップする気持ちが高まっているようです。松屋銀座では、メイクアイテムの買い替え需要を促すキャンペ

ーンを実施します。コロナ禍のマスク生活で暫く使っておらず、今の気分ではないカラーや劣化が気になる化粧品を回収。 

回収した化粧品は、「COSME no IPPO」による、カラーコスメをクレヨンへアップサイクルするプロジェクトに活用いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①開催中～６月１４日（火）まで 期間限定出店「銀座化粧堂」にて開催中(写真) 

■対象   口紅、アイシャドウ、ファンデーション、チーク、アイブロウ等 メーカー問わず   

■特典  銀座化粧堂商品 10％オフ         ＊リップグロスとリップクリームは対象外 

 

②６月１５日（水）～6 月 30 日（木）松屋銀座１階化粧品売場全 37 ブランドにて実施予定 

■対象  口紅、アイシャドウ、ファンデーション、チーク、アイブロウ等のメイク製品。 ＊リップグロスとリップクリームは対象外 

■特典  対象製品の回収に参加いただき、税込 6,500 円以上お買い上げでステンレス製マグボトルプレゼント＊無くなり次第終了 

 

 

松屋銀座１階 化粧品  

 

コスメデコルテ 「ルージュ デコルテ」 

全 51 色 3,850 円 

肌や顔立ちを美しく魅せるカラーバリエーションで、ひ

とりひとりの個性と美しさを引き立てるリップスティック。 

 

クラランス 「リップコンフォートオイル」 

3,850 円 全 8 色 

唇をケアしながらふっくら魅力的に。マスクをしても色

落ちしにくく人気。 

イヴ・サンローラン 

「ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ」 

4,730 円 全 9 色 

78％スキンケア成分。唇にツヤとボリュームを与えます。 

人と会う機会増加でリップの売上が増加！  

使わなくなった化粧品回収サービスで買い替え促進 

コスメ回収キャンペーン 
   ６月１4日（火）まで        期間限定ショップ「銀座化粧堂」にて実施中 

                ６月１5日（水）～30日（木） 化粧品全ショップにて実施 

コスメ回収キャンペーン 

 

春夏発売の注目アイテム 

 


