
 

                       

  

2022年 7月 25日 

                     （一社）日本百貨店協会  

 

【高島屋】 

[追悼 瀬戸内寂聴展（8/3～／日本橋髙島屋 S.C．）]  

髙島屋では、昨年 11 月 99 歳で人生の幕を閉じた瀬戸内寂聴師の名言の数々や華やかな交友録

などを紹介する展覧会を、日本橋を皮切りに大阪、京都の 3 店舗で開催する。 

[刺繍絵画の世界展 明治・大正期の日本の美（8/24～／日本橋髙島屋 S.C．）]  

刺繍絵画の作品群のほか、髙島屋が 1900年パリ万博などに出品した染織作品の下絵など、貴重

な資料を一堂に展覧。絢爛で優美な刺繍絵画の世界を堪能いただける。 

【阪急阪神百貨店】 

[遠隔 決済サービス 「Remo Order」がビジネス特許を取得] 

店頭とオンラインを融合させる「OMO」の独自モデルで、店頭商品をスマートフォンでご注

文、決済いただける遠隔決済サービス「Remo Order」がビジネスモデル特許を取得。 

 [ウェルビーイングなハワイの魅⼒を紹介「ハワイフェア 2022」（7/13～）] 

”Together with ALOHA、Together with HAWAII"をテーマに、アロハスピリットに基づい

た、自然と共生しながら自分らしく心豊かに過ごすためのライフスタイルを紹介。 

[「第 15 回 Ｈ２Ｏサンタ ＮＰＯフェスティバル 」阪急うめだ本店で開催（7/20～）] 

エイチ・ツー・オーリテイリンググループの社会貢献団体、一般財団法人Ｈ２Ｏサンタは、阪

急うめだ本店で「第 15 回 Ｈ２ＯサンタＮＰＯフェスティバル」を、３週間にわたり開催。 

【そごう・西武】 

[「夏のごちそう大市 」開催（7/1～）]  

そごう・西武では、7月 1日～24日、各店の食品売場で「夏のごちそう大市」を開催。人と会

う機会が増え、高まるごちそう需要に対応する。 

[音楽を通じた官民連携プロジェクトで豊島区を活性化「としまミュージックサークル」始動]  

そごう・西武は、豊島区制施行９０周年記念事業として、官民連携による音楽のまちづくりプ

ロジェクト「としまミュージックサークル」を始動する。 

[「エンジョイさまぁ～★２０２２ 」開催（7/11～）]  

そごう・西武各店では今夏、三村マサカズさん（さまぁ～ず）とコラボレーションして夏を盛

りあげる様々な企画を実施。7月 11日から「エンジョイさまぁ～★２０２２」がスタート。 

[そごう大宮店食品フロア改装スタート]  

そごう大宮店は 7月 16日より地下１階食品フロアのリニューアルがスタート。7月は和・洋菓

子のエリアをリニューアルする。 

【東武百貨店】 

[猛暑の手土産にはクールスイーツを 「涼しげなサマースイーツ特集」開始（池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、6月 23日から 7月 7日まで、地下１階食品フロアにて、「涼しげなサ

マースイーツ特集」を展開。 

各社の直近の重点施策 



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

東武百貨店池袋本店は、6月 23日から 28日の 6 日間、『粉博』を初開催。日本各地の粉もん

グルメが約 35 店集結。 

[第 6 回『大黄金展』7 月 6 日より池袋東武にて開催（7/6～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、7月 6日から金製品の一大展示販売会「大黄金展」を開催。最高額は

虎のレリーフ 11 億円、安全資産で話題の金製品が 1,000 点以上集結。 

[『ベビースターラーメン』 コラボメニュー16 点を池袋東武にて販売（7/28～／池袋本店）]  

8月 2日はベビースターの日。東武百貨店池袋本店は、㈱おやつカンパニーの代表商品『ベビ

ースターラーメン』を使ったコラボメニューを販売する。 

[東北 6 県みちのくのグルメが大集合「食の東北 6 県みちのく展」開催（7/13～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、7月 13日から 7月 19日まで、「食の東北 6県みちのく展」を初開催。

みちのくのグルメが 62店舗(初出店 11店舗、実演 22店舗)集結。 

[『和菓子＆洋菓子 手みやげ 60 撰』7 月 7 日から開催（7/7～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は開店 60周年を記念し、食品担当がおすすめする「和菓子＆洋菓子 手み

やげ 60 撰」を展開。「手みやげからはじまる会話」をコンセプトに 60撰をセレクト。 

[「IKEBUKURO カレーフェスと夏菓子と。」開催（7/28～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、「IKEBUKURO カレーフェスと夏菓子と。」を開催。暑い時期にぴったり

な辛いスパイシーカレーと夏に涼を感じられる冷たいかき氷やアイスが一堂に集う。 

【小田急百貨店】 

[「チコちゃん GOGOGO 5 th A NNIVERSARY FESTIVAL 」を開催（7/20～）]  

小田急百貨店では、夏休み期間に合わせてご家族で楽しめる企画として、「チコちゃん GOGOGO 

5th ANNIVERSARY FESTIVAL」を新宿店と町田店の催物場にて開催。 

[夏休みは新宿小田急で旅気分 「ふるさとアンテナショップめぐり」を開催（7/20～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11階催物場では、7月 20日～25日、「ふるさとアンテナショップめ

ぐり」を開催し、日本各地の銘菓、名産品を展開。 

[新宿小田急【本館】最後の物産イベント「九州ものづくり～味と技めぐり～」開催（7/27～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11階催物場では、「九州ものづくり～味と技めぐり～」を開催。九州

各県のご当地グルメのほか郷土色豊かな工芸品を揃え、30店舗以上が出店する。 

【三越伊勢丹】 

[『銀河英雄伝説 Die Neue These』とのコラボレーション企画第二段（7/27～）]  

三越日本橋本店にて、貴重な原画や描き下ろしイラストなどを展示した資料展を実施。限定コ

ラボレーション商品のサンプルを会場に展示しオンラインストアにて受注販売。 

[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。 

【京王百貨店】 

[「京王アサヒスカイビアガーデン」が 6 月 30 日オープン（6/30～）]  

京王百貨店では新宿店屋上にて「京王アサヒスカイビアガーデン」を 2年ぶりに再開。開放的

な空間で、西新宿の夜景を眺めながらビールとこだわりのフードメニューを満喫できる。 

 



[京王百貨店新宿店にて「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催（7/21～）]  

京王百貨店新宿店では、7月 21日より「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催。

イベント限定品をはじめとする 800アイテム以上がそろうほか、フォトウォールも登場。 

[期間限定ショップ「 SHIRO T 」を開催中。14 ブランドの白 T シャツが登場（～8/3）]  

京王百貨店新宿店では、8月 3日まで、1階イベントスペースにて自主編集で運営する 期間限

定ショップ「SHIRO T」を開催。さまざまな白 T シャツを展開中。 

[期間限定イベント「だるチャンのおうち出張 in 新宿」を開催（7/21～）]  

東京・調布市・深大寺だるま市の地で生まれた“だるチャン”。京王百貨店では、6 階イベン

トスペースにて期間限定イベント「だるチャンのおうち 出張 in 新宿」を開催。 

 [17 時以降のお得なサービス 「夕涼みサービス」を実施中（～8/15）]  

京王百貨店新宿店では、7月 21日～8月 15日、17 時以降の対象ショップご利用で割引きやお

買い上げプレゼントなどの特典が受けられる「夕涼みサービス」を実施中。 

【松屋】 

[「松屋銀座 改装・リニューアル」新たなライフスタイルや価値観に対応（8/5～順次）]  

本格的なアフターコロナを見据え、コロナ禍でも需要の高かった分野への投資やリアル店舗の

存在価値を追求することを目的に銀座店の改装を実施。8月 5日より順次オープン。 

[松屋銀座「癒されるビアガーデン」（7/1～）]  

久しぶりに行動制限のない今年の夏、厳しい暑さが続くと見られる中、松屋銀座では、植物や

ヒーリングミュージックなど開放的で癒しのあるビアガーデンを開催。 

[「夏休み 浅草満喫セット」 夏休みの思い出に、近場の浅草を家族で満喫（7/23～）]  

松屋浅草は、浅草を満喫できるスペシャル企画をご用意。人力車でとらやのかき氷を食べなが

ら浅草の歴史を学び、雷おこしの工場見学、おこし作りも楽しむ浅草満喫ツアー。 

【近鉄百貨店】 

[フルーツカフェ「フルフルール あべのハルカス近鉄本店」オープン（8/3～）]  

近鉄百貨店は、新業態のフルーツカフェ「フルフルール」を立ち上げる。第一号店は、あべの

ハルカス近鉄本店にあるレストラン街「あべのハルカスダイニング」12 階にオープン。 

[台湾発セレクトショップ「神農生活」TSUTAYA２店舗で POP UP STORE オープン]  

近鉄百貨店とカルチュア・コンビニエンス・クラブは、台湾発セレクトショップ「神農生活」

の POP UP STOREを、TSUTAYA「宇多津店（香川県）」「中万々店（高知県）」にオープン。 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
 

【髙島屋】 

[追悼 瀬戸内寂聴展（8/3～／日本橋髙島屋 S.C．）]  

髙島屋では、昨年 11 月 99 歳で人生の幕を閉じた瀬戸内寂聴師の名言の数々や華やか

な交友録などを紹介する展覧会を、日本橋を皮切りに大阪、京都の 3 店舗で開催する。 

「切に生きる」という言葉が好きだと語っていた瀬戸内寂聴師。作家として僧侶として、常に

精一杯の行いを自らに課し、最後までペンを握り続けた。本展では、新たに出版された寂聴

師の著作をはじめ、これまでの代表作や活動の記録、交友録を一堂に展覧するとともに、会

場には、「心に残る寂聴師のことば」を散りばめ、法話映像、秘蔵の資料とともに、寂聴師を

偲ぶ貴重な機会とする。 （リリース） 

[刺繍絵画の世界展 明治・大正期の日本の美（8/24～／日本橋髙島屋 S.C．）]  

刺繍絵画の作品群のほか、髙島屋が 1900 年パリ万博などに出品した染織作品の下絵な

ど、貴重な資料を一堂に展覧。絢爛で優美な刺繍絵画の世界を堪能いただける。 

明治期を中心に、日本を代表する美術工芸品として盛んに制作された刺繍絵画。技巧の限

りが尽くされた作品群は、日本刺繍の最高峰とも評されている。刺繍絵画は、日本画家が描

いた下絵をもとに、刺繍職人が針と糸で縫い上げた絵画を、壁掛や衝立などに仕立て製品

とした。職人が、わずか 1 ㎝ほどの直線を一針一針、緻密に縫い上げることを繰り返しなが

ら、自在に曲線を描き染め分けた絹糸の色の濃淡のみで立体感を表現している。 （リリース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[遠隔 決済サービス 「Remo Order」がビジネス特許を取得] 

店頭とオンラインを融合させる「OMO」の独自モデルで、店頭商品をスマートフォンでご注

文、決済いただける遠隔決済サービス「Remo Order」がビジネスモデル特許を取得。 

2020 年春から実施の店頭とオンラインを融合させる「OMO」の独自モデルで、店頭商品を、

ご自宅や外出先からスマートフォンでご注文、決済いただけるリモートショッピングサービス

「Remo Order（リモオーダー）」が、この度、ビジネスモデル特許を取得。同社の OMO『店

頭での販売行為をオンラインに拡張する』という独特な取り組みが特許として認められた。 

https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220721502689/pdfFile.pdf 

[ウェルビーイングなハワイの魅⼒を紹介「ハワイフェア 2022」（7/13～）] 

”Together with ALOHA、Together with HAWAII"をテーマに、アロハスピリットに基づ

いた、自然と共生しながら自分らしく心豊かに過ごすためのライフスタイルを紹介。 

ハワイの最新情報とローカルなライフスタイルの魅力をお届けする「ハワイフェア」。今回は、 

”Together with ALOHA、Together with HAWAII"をテーマに、自然と文化に責任を持

つアロハスピリットに基づいた、ローカルたちの自然と共生しながら自分らしく心豊かに過ご

すためのライフスタイルを紹介。グッドデザインでエコな日用品や、植物由来のコスメなど、

ハワイを感じながら毎日を心地よく過ごすためのアイテムやフードなど、初登場 25 店舗を含

む全 80店舗が登場。（リリース） https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hawaii/index.html 

[「第 15回 Ｈ２Ｏサンタ ＮＰＯフェスティバル 」阪急うめだ本店で開催（7/20～）] 

エイチ・ツー・オーリテイリンググループの社会貢献団体、一般財団法人Ｈ２Ｏサンタは、阪

急うめだ本店で「第 15回 Ｈ２ＯサンタＮＰＯフェスティバル」を、３週間にわたり開催。 

こども支援に取り組む社会貢献団体を 1週ごとに 7団体、3週で合計 21団体をパネルと動

画でご紹介。必ず賞品がもらえるクイズラリーやワークショップなどで楽しみながら社会貢献

団体の活動を知るきっかけを提供する。 期間： 7月 20日～8月 8日 （リリース） 

 

https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220721502689/pdfFile.pdf
https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hawaii/index.html


【そごう・西武】 
[「夏のごちそう大市 」開催（7/1～）]  

そごう・西武では、7 月 1 日～24 日、各店の食品売場で「夏のごちそう大市」を開催。人と

会う機会が増え、高まるごちそう需要に対応する。 

そごう・西武各店では、食品売場で「夏のごちそう大市」を開催中。夏に向けて友人や家族と

集まる機会が増えることを受けて、夏の旬を楽しむメニュー、夏の暑さを乗り切るスタミナメニ

ュー、お得なエンジョイグルメバッグなど、食卓を華やかにするお得なごちそうメニューを展

開。（リリース） 

[音楽を通じた官民連携プロジェクトで豊島区を活性化「としまミュージックサークル」始動]  

そごう・西武は、豊島区制施行９０周年記念事業として、官民連携による音楽のまちづくりプ

ロジェクト「としまミュージックサークル」を始動する。 

顧客参加型の打楽器のアンサンブル「としまドラムサークル」、豊島区内の施設や公園、路

上などでストリートパフォーマンスを行う「としまバスキングショー」の２つの取り組みを実施。ま

た、ドラムサークルを実施するスキルを学ぶ講座の開講や、出演するアーティストを、豊島区

在住・在学・在勤の方向けに募集するなど、区民の活力創出にもつなげる。（リリース） 

[「エンジョイさまぁ～★２０２２ 」開催（7/11～）]  

そごう・西武各店では今夏、三村マサカズさん（さまぁ～ず）とコラボレーションして夏を盛り

あげる様々な企画を実施。7月 11日から「エンジョイさまぁ～★２０２２」がスタート。 

人気お笑い芸人さまぁ～ずの三村マサカズさんとコラボレーションして、７月１１日～８月２２

日の期間、各店で「エンジョイさまぁ～★２０２２」を開催。三村マサカズさんがそごう・西武の

ために描きおろしたイラストを活用した、オリジナルグッズの受注販売会を開催。タオルや親

子Ｔシャツ、キャップなど、夏を盛りあげるグッズが登場。また、イラストの原画展示や、お買

い上げプレゼントなども実施予定。（リリース） 

[そごう大宮店食品フロア改装スタート]  

そごう大宮店は 7 月 16 日より地下１階食品フロアのリニューアルがスタート。7 月は和・洋

菓子のエリアをリニューアルする。 

７月・８月に和洋菓子エリアのリニューアル、１１月には惣菜売場の新ブランド導入予定など、

食品フロアが大きくリニューアルする。菓子売場では「大切な人に贈り物を選ぶなら、そごう」

をコンセプトに、百貨店の菓子売場として地域のお客さまから求められているご期待にお応

えしていく。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
[猛暑の手土産にはクールスイーツを 「涼しげなサマースイーツ特集」開始（池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、6 月 23 日から 7 月 7 日まで、地下１階食品フロアにて、「涼しげ

なサマースイーツ特集」を展開。 

今年の夏は、ここ数年に比べて人に会う機会も多く、また、手土産の需要も増えると予想さ

れる。見た目もさわやかなスイーツは、暑い日の手土産にもぴったり。凍らせて食べるスイー

ツや冷やして美味しいクールスイーツ、レモン風味のさわやかなスイーツ等が登場。（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）]  

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。 

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） 

[第 6 回『大黄金展』7月 6日より池袋東武にて開催（7/6～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、7月 6日から金製品の一大展示販売会「大黄金展」を開催。最高

額は虎のレリーフ 11 億円、安全資産で話題の金製品が 1,000 点以上集結。 

今回の目玉は、「純金でできた 11 億円の虎のレリーフ」と「全長約２メートルの黄金の虎」。

今年は運気が強いとされる 36 年に一度の「五黄の寅年」。それにあやかり、インパクト大の

虎が会場でお迎えする。会場では、純金製の日常的に使用できる食器をはじめ、仏像・仏

具や、透明感のある美しい音色の K１８製おりん、風鈴、キャラクターオブジェ等、職人技が

光る工芸品を多数展開。（リリース） 

[『ベビースターラーメン』 コラボメニュー16 点を池袋東武にて販売（7/28～／池袋本店）]  

8 月 2 日はベビースターの日。東武百貨店池袋本店は、㈱おやつカンパニーの代表商品

『ベビースターラーメン』を使ったコラボメニューを販売する。 

コラボメニューは、食品フロア 11店舗と、レストランフロアの 4店舗が参加し、計 16点販売。 

夏休みの思い出の一つとして百貨店でのお買物とお食事を楽しめる。 

■期間中のキャンペーン ◇Instagram ベビースターアレンジメニュー投稿キャンペーン、 

◇ベビースターの日＝8 月 2 日プレゼントキャンペーン （リリース） 

[東北6 県みちのくのグルメが大集合「食の東北 6県みちのく展」開催（7/13～/池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、7 月 13 日から 7 月 19 日まで、「食の東北 6 県みちのく展」を初

開催。みちのくのグルメが 62店舗(初出店 11店舗、実演 22店舗)集結。 

東北のブランド牛である「米沢牛」「前沢牛」「秋田牛」を使用した贅沢な弁当や惣菜を取り揃

えた。また、ご当地焼きそば特集ではそれぞれの個性が光る東北４県の焼きそばを販売。宮

城県産いちごや今が旬の福島県産完熟ももを使用したフレッシュなスイーツもご提供。（リリ

ース） 

[『和菓子＆洋菓子 手みやげ 60 撰』7月 7日から開催（7/7～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は開店 60 周年を記念し、食品担当がおすすめする「和菓子＆洋菓

子手みやげ 60撰」を展開。「手みやげからはじまる会話」をコンセプトに 60撰をセレクト。 

これから夏休みに向けて、帰省などご家族や友人とお集りになる機会が増える中、期待され

る手土産需要。今回ご紹介する 60 撰の中でも特におすすめの夏の手土産として、「金魚、

スイカ」など『夏の風物詩』をイメージした和菓子や、夏に映える「カラフル」なフルーツのケー

キやゼリー、「せとか、ゆず」など「柑橘系」フルーツを使ったスイーツをご提案。（リリース） 

[「IKEBUKUROカレーフェスと夏菓子と。」開催（7/28～／池袋本店）]  

東武百貨店池袋本店は、「IKEBUKURO カレーフェスと夏菓子と。」を開催。暑い時期に

ぴったりな辛いスパイシーカレーと夏に涼を感じられる冷たいかき氷やアイスが一堂に集う。 

カレーフェスでは、スパイス料理研究家の一条もんこ氏監修のもと、人気カレー店の絶品カ

レーをはじめ、スリランカ、マレーシアなどのスパイシーなカレーもご紹介。さらに“ヒィ～ヒィ

～激辛特集”として激辛カレーをご提供！夏菓子では冷たくて、見た目にも可愛らしい、今

話題の SNS映えするかき氷やアイスが集結する。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[「チコちゃん GOGOGO 5 th A NNIVERSARY FESTIVAL 」を開催（7/20～）]  

小田急百貨店では、夏休み期間に合わせてご家族で楽しめる企画として、「チコちゃん 

GOGOGO 5th ANNIVERSARY FESTIVAL」を新宿店と町田店の催物場にて開催。 

NHK総合テレビにて放送中の「チコちゃんに叱られる！」の放送 5年目を記念し、５ｔｈアニ

バーサリーのお祝いムードいっぱいの会場で素朴な疑問をひもとく展示やスペシャルアー

ティストとのコラボグッズなど特別なグッズも展開。新宿店では、おしゃれに着飾ったチコちゃ

んと写真が撮れるエリアも。お買い上げプレゼントやチコちゃんとのグリーティング撮影会も



実施する。（リリース） 

[夏休みは新宿小田急で旅気分 「ふるさとアンテナショップめぐり 」を開催（7/20～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、7 月 20 日～25 日、「ふるさとアンテナショッ

プめぐり」を開催し、日本各地の銘菓、名産品を展開。 

昨年も夏休みに合わせて開催し、とくに旅行や帰省をされない方から、新宿にいながらご当

地の味が楽しめると好評をいただいた「ふるさとアンテナショップめぐり」。今年は、全国13道

県から 1,000種以上のアイテムが登場する。（リリース） 

[新宿小田急【本館】最後の物産イベント「九州ものづくり～味と技めぐり～」開催（7/27～）]  

小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場では、「九州ものづくり～味と技めぐり～」を開催。

九州各県のご当地グルメのほか郷土色豊かな工芸品を揃え、30店舗以上が出店する。 

小田急百貨店新宿店は本館での営業を 10 月２日に終了し、その後は新宿西口ハルクにて

営業を継続。今回は本館で実施する最後の物産イベントとなり、“本館で過ごしていただく最

後の夏休み”に、ご家族で手軽に旅行気分も味わえる企画として、グルメの宝庫とも言われ

る九州のご当地の味と、職人の技が光る工芸品を一堂に展開する。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[『銀河英雄伝説 Die Neue These』とのコラボレーション企画第二段（7/27～）]  

三越日本橋本店にて、貴重な原画や描き下ろしイラストなどを展示した資料展を実施。限

定コラボレーション商品のサンプルを会場に展示しオンラインストアにて受注販売。 

三越伊勢丹のメディア芸術部門より圧倒的なスケールの世界観と重厚なストーリー、個性溢

れるキャラクターで高い人気を誇る『銀河英雄伝説 Die Neue These (ディ・ノイエ・テーゼ）』

とのコラボレーション企画第二段を 7月 27日より開催。今回は 8月 8日まで日本橋三越本

店本館 7 階催物会場にて貴重な原画や描き下ろしイラストなどを展示した資料展を実施す

る。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000008372.html （リリース） 

[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。 

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。 期間：７月 13日～10月 10日  

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

 

【京王百貨店】 
[「京王アサヒスカイビアガーデン」が 6月 30日オープン（6/30～）]  

京王百貨店では新宿店屋上にて「京王アサヒスカイビアガーデン」を 2 年ぶりに再開。開放

的な空間で、西新宿の夜景を眺めながらビールとこだわりのフードメニューを満喫できる。 

今夏はメニューを一新し、午後 5時から午後 7時までの来店限定で飲み放題 1時間付きコ

ースメニューが楽しめる「メキシカンアワーset」など、飲み放題付きコースメニュー全 4 種類

をそろえた。ドリンクは、アルコール・ソフトドリンク合わせて 30 種類以上がセルフサービスの 

飲み放題で楽しめる。（リリース） 

[京王百貨店新宿店にて「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催（7/21～）]  

京王百貨店新宿店では、7月 21日より「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催。イ

ベント限定品をはじめとする 800アイテム以上がそろうほか、フォトウォールも登場。 

プーさんの絵本の１ページをデザインした 2022 年バージョンの限定グッズが登場。大人も

取り入れやすい落ち着いたアースカラーのアイテムなどがそろう。また、絵本のページを

次々とめくっているかのような遊び心のある活字とイラストが会場の壁面を飾り、フォトスポット

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000008372.html
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/event_calendar/grill.html


としてもお楽しみいただける。（リリース） 

[期間限定ショップ「 SHIRO T 」を開催中。14 ブランドの白 T シャツが登場（～8/3）]  

京王百貨店新宿店では、8月 3日まで、1階イベントスペースにて自主編集で運営する 期

間限定ショップ「SHIRO T」を開催。さまざまな白 T シャツを展開中。 

無地 Tシャツのほか、定番人気のシンプルなデザインや、プリント Tシャツ、素材にこだわっ

たものなど、さまざまな白 T シャツを展開。トレンドに左右されず老若男女問わず取り入れや

すいユニセックスの白Ｔシャツをそろえる。期間中、計 16 ブランドが一堂に会し、アクセサリ

ーやバッグ、つけ襟など合わせて楽しめるコーディネートアイテムも展開。（リリース） 

[期間限定イベント「だるチャンのおうち出張 in 新宿」を開催（7/21～）]  

東京・調布市・深大寺だるま市の地で生まれた“だるチャン”。京王百貨店では、6 階イベン

トスペースにて期間限定イベント「だるチャンのおうち 出張 in 新宿」を開催。 

「日本三大だるま市」の一つ、深大寺のだるま市からうまれたキャラクター「だるチャン」。深大

寺の入口近くに店を構え、地域の女性たちが中心となり、「もったいない」「とことん使い切る」

「再生」をキーワードにオリジナルのだるまグッズを手掛ける 「だるチャンのおうち」が新宿店

に初出店。地域の活性化を目指し、手作りの一点物のだるまグッズや、古布や端切れ等をリ

ユースして作っただるまのほか、夏休みに親子で楽しめるワークショップも実施。（リリース） 

[17時以降のお得なサービス 「夕涼みサービス」を実施中（～8/15）]  

京王百貨店新宿店では、7月 21日～8月 15日、17 時以降の対象ショップご利用で割引

きやお買い上げプレゼントなどの特典が受けられる「夕涼みサービス」を実施中。 

猛暑により日中の外出を控える方が増えることを想定し、日差しや気温が落ち着く夕方以降

の来店促進施策として、同社公式 LINE ミニアプリの会員を対象に、期間中、食品・化粧品

売場を中心とした約 30のショップ・ブランドで使えるクーポンを配信する。（リリース） 

 

【松屋】 
[「松屋銀座 改装・リニューアル」新たなライフスタイルや価値観に対応（8/5～順次）]  

本格的なアフターコロナを見据え、コロナ禍でも需要の高かった分野への投資やリアル店

舗の存在価値を追求することを目的に銀座店の改装を実施。8月 5日より順次オープン。 

１階フロアの「婦人雑貨」を 3 階へ移設し「化粧品」売場を拡充。カラーメイクとフレグランスを 

ゾーニングし強化する。地下 2 階一部フロアは、松屋自社運営にて、常設の冷凍食品コー

ナーを新設。銀座の名店による「銀ぶらグルメ」をはじめ計 50 種のブランドを取り揃える。7

階ライフスタイルフロアは、自社編集「THE HOME」ゾーンの新設とギフト売場を刷新。イエ

ナカ需要やパ―ソナルギフト需要に応え、それぞれにあったサービスを提案する。（リリース） 

[松屋銀座「癒されるビアガーデン」（7/1～）]  

久しぶりに行動制限のない今年の夏、厳しい暑さが続くと見られる中、松屋銀座では、植物

やヒーリングミュージックなど開放的で癒しのあるビアガーデンを開催。 

「適量飲酒」への意識の高まりに対応し、微アル・ノンアルも強化。百貨店ならではの安心・

安全な環境で、上質なお肉やフレッシュハーブと種類豊富な生ビール、 微アル＆ノンアル

コールドリンクをお楽しみいただける。■期間 7月 1日～9月 30日計 92 日間 （リリース） 

[「夏休み 浅草満喫セット」 夏休みの思い出に、近場の浅草を家族で満喫（7/23～）]  

松屋浅草は、浅草を満喫できるスペシャル企画をご用意。人力車でとらやのかき氷を食べ

ながら浅草の歴史を学び、雷おこしの工場見学、おこし作りも楽しむ浅草満喫ツアー。 

松屋浅草は、街の皆様とタッグを組み、スペシャル企画「夏休み 浅草満喫セット」をご用意。

猛暑でも爽快で、人との距離も保てる人力車でとらやのかき氷を食べながら浅草の歴史を学

び、リニューアルしたばかりの施設内で雷おこしの工場見学や、おこし作りを楽しめる。夏休

みのお子様に役立つ「自由研究プラン」も。遠出は控えたいけれど夏休みの思い出を作りた

い方にピッタリのツアー。 （リリース） 



 

【近鉄百貨店】 
[フルーツカフェ「フルフルール あべのハルカス近鉄本店」オープン（8/3～）]  

近鉄百貨店は、新業態のフルーツカフェ「フルフルール」を立ち上げる。第一号店は、あべ

のハルカス近鉄本店にあるレストラン街「あべのハルカスダイニング」12 階にオープン。 

「フルフルール」は、“旬のフルーツを一番美味しいタイミングで提供すること”にこだわる。時

季に合わせ旬のフルーツだけを厳選し、提携企業が持つ契約農家から店舗への独自の物

流ネットワークを使って、一番美味しいタイミングでお客様に提供する。看板メニューである

「フルフルールコース」は、旬のフルーツとスイーツをお好きなだけお召し上がりいただき、心

ゆくまで堪能できるメニュー。（リリース） 

[台湾発セレクトショップ「神農生活」TSUTAYA２店舗で POP UP STOREオープン]  

近鉄百貨店とカルチュア・コンビニエンス・クラブは、台湾発セレクトショップ「神農生活」の

POP UP STOREを、TSUTAYA「宇多津店（香川県）」「中万々店（高知県）」にオープン。 

神農生活は、台湾で人気のバイヤーが厳選したこだわりの食・ 雑貨を取り扱うショップで、 

近鉄百貨店が 2021 年４月９日にあべのハルカス近鉄本店内で国内１号店をフランチャイズ

形態でオープン。神農生活の外部出店は、九州地区、関東地区に続き、四国地区初出店と

なる。（リリース） 

 

 

  以上 
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撮影：斉藤ユーリ 

 ２０２２年５月 

たくさんの愛を、ありがとう 

追悼 瀬戸内寂聴展 
 

・会 期 ： 2022年8月 3日（水）→ 8月22日（月） 

・会 場 ： 日本橋髙島屋 S.C．本館8階ホール 

・入場時間 ： 10時30分～19時（19時30分閉場）※最終日は 17時30分まで（18時閉場） 

・入 場 料 ： 一般 1,000円、大学・高校生 800円、中学生以下無料 ※税込み価格 

・主 催 ： ＮＨＫサービスセンター 

・協 力 ： 新潮社、講談社、朝日新聞社、朝日新聞出版、岩波書店、エニー、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、 

        河出書房新社、光文社、集英社、小学館、中央公論新社、日本経済新聞社、文藝春秋 

・後 援 ： 京都市、ＮＨＫ 

・企画協力 ： 瀬戸内寂聴事務所、徳島県立文学書道館 

                                                   

 

髙島屋では、昨年 11月 99歳で人生の幕を閉じた瀬戸内寂聴

師の名言の数々や華やかな交友録などを紹介する展覧会を、

日本橋を皮切りに大阪、京都の 3店舗で開催いたします。 

 

「切に生きる」という言葉が好きだと語っていた瀬戸内寂聴

師（1922年－2021年）。作家として僧侶として、常に精一杯

の行いを自らに課し、最後までペンを握り続けました。 

師の膨大な著作と、幅の広い活動の軌跡、そして華やかな交

友録は圧巻です。一方で、子どもを亡くした女性の肩を抱い

て共に泣き続ける優しさをもち、終生、反戦や人権活動に力

を尽くしました。 

本展では、新たに出版された寂聴師の著作をはじめ、これま

での代表作や活動の記録、交友録を一堂に展覧するととも

に、会場には、「心に残る寂聴師のことば」を散りばめ、法話

映像、秘蔵の資料とともに、寂聴師を偲ぶ貴重な機会といた

します。 
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 展覧会内容  

 

 愛に生き、亡くなるその日まで現役作家として生きた瀬戸内寂聴師の人生を本展では、7章立てで紹介 

いたします。 

 寂聴師が遺した400作を超える膨大な著作や貴重な写真、関連資料、秘蔵映像などの展示品を寂聴師の 

 ことばとともに紹介。作家としてペン一本に人生をかけ、僧侶として人の哀しみに寄り添った 99年の 

生涯をたどります。 

  

■ 第 1章 人生の原点 

価値観を根底から揺さぶられた敗戦の体験、作家活動の源になった出奔時の思いを、関連資料 

     の展示や著作に書き残したことばで辿ります。 

 

■ 第 2章 瀬戸内晴美の文学 

仕事と恋愛という女性にとって普遍のテーマに正面から向き合い、人気作家として文壇での地位を

固めていった瀬戸内晴美の文学を紹介します。 

 

■ 第 3章 出家得度 

岩手県中尊寺での得度式の模様とその決意を、剃髪した黒髪や得度の挨拶文、貴重な写真資料など

の展覧とともに振り返ります。 

 

■ 第 4章 僧侶の顔 

僧侶として痛みや孤独を抱える人々を励まし、反戦など社会問題にも積極的に向き合い行動した姿

を、寂庵ゆかりの品や懐かしい法話映像などで振り返ります。 

 

■ 第 5章 寂聴源氏の世界 

「平成の源氏ブーム」を巻き起こした華やかな寂聴源氏の世界を、日本画家・石踊達哉画伯が

書き下ろした圧巻の装幀画原画ほか、ゆかりの品々などで紹介します。 

 

■ 第 6章 交友録 

作家仲間や各界著名人との書簡、寂聴師との思い出の品をエピソードとともに展示いたしま

す。 

 

■ 第 7章 晩年と未来 

晩年に執筆した著書と活動紹介を通じて、寂聴師が遺したもの、我々に伝えたかったことは何だっ

たのかを探ります。 
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三谷晴美のペンネームで少女小説を

書いていた29歳の頃 

「夏の終り」昭和38年 新潮社 

有髪最後の色留袖と嵯峨綿の帯 

 

 展示品一例  
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京都寂庵の書斎 撮影：勝山泰佑 

「桃源郷はここ」梅原猛 作 

三島由紀夫からの書簡 

寂聴手作りの土仏 
「寂庵ポスター」横尾忠則 作 
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絶筆となった原稿 

寂聴源氏・装幀画「真木柱」六曲一隻屏風 石踊達哉 作  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホームページ URL  

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

 

 巡回予定  

    

2022 年 9 月 14 日（水）→ 26 日（月） 大阪髙島屋 7階グランドホール 

   2022 年 10 月 12 日（水）→ 31 日（月） 京都髙島屋 7階グランドホール 

 

以  上 

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/setouchijakuchou/index.html
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/setouchijakuchou/index.html
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 ２０２２年６月 

刺繍絵画の世界展 
明治・大正期の日本の美 

 

会 期 ： 2022年8月24日（水） → 9月12日（月） 

会 場 ： 日本橋髙島屋S.C．本館8階ホール 

入場時間 ： 10時30分～19時（19時30分閉場）  

※最終日は 17時30分まで（18時閉場） 

入 場 料 ： 一般 1,000円（800円）、 

大学・高校生 800円（600円）、中学生以下無料※ 

主 催 ： NHKサービスセンター 

監 修 ： 京都女子大学 名誉教授 廣田 孝氏 

企画協力 ： 髙島屋史料館 

協 力 ： 清水三年坂美術館、株式会社千總、 

有限会社青木刺繍 

巡回予定 ： 京都髙島屋7階グランドホール 

２０２２年９月１５日（木）→２６日（月） 

 

※入場料の（ ）内は前売り料金。前売券はセブンチケット、ローソンチケットにて6月15日から8月23日 （火）まで販売。 

※「障がい者手帳・デジタル障がい者手帳」をご提示いただいたご本人様、ならびに、ご同伴者1名様まで入場無料。 

                                                                            

明治期を中心に、日本を代表する美術工芸品として盛んに制作された刺繍絵画。技巧の限りが尽くされた作品群は、 

日本刺繍の最高峰とも評されています。 

こうした「刺繍絵画」は明治期に盛んに制作され、海外の邸宅を彩る室内装飾品として輸出されました。当時、近代化

を急ぐ日本では、文化国家であることを海外にアピールする目的や、外貨獲得により日本を豊かにしようという政策

のもと、多くの美術工芸品が海外へ輸出されました。 

そのひとつでもある「刺繍絵画」は、当時、各国で盛んに開催されていた万国博覧会に出品され、世界の人々の賞賛

を受ける結果となり、作品の多くが海外に渡ることとなりました。そして、現在もほとんどの作品が海外に流出したまま

です。 

当時、「刺繍絵画」の製作は髙島屋の三代、四代飯田新七と、現在、京友禅の老舗として知られる千總の十二代西村總

左衛門などが主に担っていました。『刺繍絵画の世界展 明治・大正の日本の美』では、これら刺繍絵画の作品群のほ

か、髙島屋が 1900年パリ万博などに出品した染織作品の下絵など、貴重な資料を一堂に展覧。絢爛で優美な刺繍

絵画の世界を堪能いただけます。 
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刺繍絵画 ≪獅子図≫(明治～大正時代) 

髙島屋史料館蔵 

下絵 ≪獅子図≫(明治～大正時代) 

日本画家・松坂松濤  髙島屋史料館蔵 

 

 刺繍絵画とは  

 

日本画家が描いた下絵をもとに、刺繍職人が針と糸で縫い上げた絵画を、壁掛や衝立などに仕立て製品としました。

明治・大正期に盛んに制作され、海外の邸宅を彩る室内装飾品として輸出された、日本が世界に誇る美術工芸品のひ

とつです。職人が、わずか 1㎝ほどの直線を一針一針、緻密に縫い上げることを繰り返しながら、自在に曲線を描き、

染め分けた絹糸の色の濃淡のみで立体感を表現、完成には長い月日がかかったであろうと言われています。 

 

 

 展示作品一例  

 

 

 

 

 

 

刺繍絵画≪獅子図≫は、髙島屋で染織品の下絵制作

を手掛けていた、画家・図案家として名高い神坂雪佳

の弟で、日本画家の神坂松濤が描いた≪獅子図≫が

下絵となっています。 

髙島屋の輸出品の記録写真集（写真右、髙島屋史料館

蔵）には複数の獅子図の製品が確認でき、当時、この

獅子は大変好まれたモチーフであったことが伺えま

す。 

創業190周年を迎えた昨年、髙島屋が明治から大正

にかけて欧米に向け輸出した刺繍絵画≪獅子図≫が

里帰りし、100年以上の時を超え、日本橋、大阪、京都

で下絵≪獅子図≫と共に展示されました。 
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刺繍絵画 ≪桜に鳩図掛布≫(大正～昭和時代) 

清水三年坂美術館蔵 

刺繍絵画 ≪紫陽花と百合花図≫(大正時代) 

髙島屋史料館蔵 

刺繍絵画 ≪波≫(明治～大正時代) 

髙島屋史料館蔵 

刺繍絵画 ≪松に孔雀図≫(明治～大正時代) 

西念寺蔵 

刺繍絵画 ≪紅葉渓図≫(明治時代) 

髙島屋史料館蔵 
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両面衝立 （写真左）ビロード友禅≪富士に松図衝立≫、（写真右）刺繍絵画≪水辺に水禽図衝立≫(明治時代) 

株式会社千總蔵 

ビロード友禅下絵 竹内栖鳳  

≪ベニスの月≫(明治時代) 

髙島屋史料館蔵 

千總蔵 

ビロード友禅 （下絵：岸竹堂、友禅：村上嘉兵衛）  

≪金地虎の図≫(明治時代) 

髙島屋史料館蔵 

 

刺繍絵画 ≪金地草花文屏風≫(大正初期) 

髙島屋史料館蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２０２２年７月２１日 

報道関係各位 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

株式会社阪急阪神百貨店 

     

阪急阪神百貨店の「Remo Order」がビジネスモデル特許取得 

～ 店頭商品のすべてが遠隔決済できる機能に独自性 ～ 

 

 株式会社阪急阪神百貨店（本社・大阪市北区、山口俊比古社長）は、店頭の商品を来店せずに購入

（決済）できる独自のリモートショッピングサービス「Remo Order（リモオーダー）」が、６月１７日

にビジネスモデル特許（特許第 7086143号）を取得したことをお知らせします。 

店頭とオンラインを融合させる「OMO（Online merges with Offline）」の独自モデルとして２０２０年

春にスタートしたサービスで、同年７月に特許庁に特許を出願していました。 

今後は、機能を改善し続け、お客様へのさらなる利便性向上を行ってまいります。また、今回取得

したビジネスモデル特許を活用し、事業者向けのソリューションサービスを検討していきます。 

  

＜Remo Order が取得した特許について＞ 

特 許 番 号：特許第 7086143号 

特 許 権 者：株式会社阪急阪神百貨店 

発明の名称：商品販売システム 

 

 

                      阪急阪神百貨店各店店頭で掲示している Remo Order の告知 

独自性が認められたポイント： 

➀サービスモデル：お客様からの要望を受けて注文用 URL 発行を発行する仕組み 

➁商品販売システム：送料自動判別機能 

➂商品販売システム：登録履歴再利用機能 

➃商品販売システム：送り先リスト機能 

                 

＜Remo Order について＞ 

２０２０年３月下旬、阪急うめだ本店からスタート。現在、阪急阪神百貨店が運営する１２店で  

利用可能です。店頭商品をご自宅や外出先からスマートフォンでご注文いただけます。  
 

ご利用の流れ： 

1．希望商品の取り扱い店舗へ連絡 

電話・メール・LINE等でご購入を希望される商品名や 

品番・価格をお伝えいただく。 

2．スマートフォンでご購入手続き 

ご購入用 URLをお客様のスマホへ送信。画面の指示に 

従いご注文・決済※。 

     ※HANKYU HANSHIN E‐STORESの会員登録が必要 

3．店舗からご指定の住所にお届け。 
 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

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

こんな時に！ 

・いつも使っている商品をリピート買い 

・メディアや SNSで見た商品が欲しい 

・この前お店で見た商品に決めた 



 2022/06/21 

 ウェルビーイングなハワイの魅⼒を紹介 
 「ハワイフェア2022」 

 7月13日(水)〜18日(月・祝) / 9階催場・祝祭広場 
 ハワイの最新情報とローカルなライフスタイルの魅力をお届けする「ハワイフェア」。渡航解禁により大 

 手旅行会社もハワイツアーを２年ぶりに再開するなど、注目されています。現地では、コロナ禍をきっ 

 かけに環境を大切にする意識が高まり、自然を守る取り組みが広がっています。 

 　今回は”Together with ALOHA、Together with HAWAII"をテーマに、自然と文化に責任を持つア 

 ロハスピリットに基づいた、ローカルたちの自然と共生しながら自分らしく心豊かに過ごすためのライフ 

 スタイルを紹介。グッドデザインでエコな日用品や、植物由来のコスメなど、ハワイを感じながら毎日を 

 心地よく過ごすためのアイテムやフードなど、初登場25店舗を含む全80店舗が登場。 

 ■ハワイへの愛と地球へのやさしさがあふれるスローなアイテム 
 　◯ローカル的おしゃれでエコフレンドリー 

 子供の未来と美しいビーチを守ろうと開発した蜜ろうとコットンの再生可能なラップ、カイトサーフィン 

 のカイトを利用した撥水性のあるバッグ、美しいカイルアのビーチで拾い集めたマイクロプラスティッ 

 クをレジン加工したアクセサリーなど。 

 「メリラップス」 

 蜜ろうペーパー（1枚）各3,980円◎9 

 階 祝祭広場 

 「セイルバッグスマウイ」 

 ブックバッグ (約幅33cm×高さ40㎝）9130 

 円など［いずれも現品限り] 

 ◎9階 祝祭広場 

 「レイナイア」 

 マイクロプラスチックアコヤパール 

 ピアス 11,220円など 

 　◎9階 催場 

 　◯文化・伝統・習慣を受け継ぐクリエーション 

 役目を終えた後に再利用できる小麦粉袋にハンドスクリーンプリントを施したおしゃれなキッチンタ 

 オル。出来事を書き残していくことに適した、コアなどハワイの原木を使用した装丁ノート。メイド・イ 

 ン・ハワイにこだわったユニセックスな香りのハワイの植物を使ったオーガニックコスメ。 

 「ダウンタウンジェネラルストア」 

 フラワーサックタオル(43×70cm） 

 各1,870円 

 ◎9階 催場 

 「Kuro's Workshop」 

 コアブティックジャーナル 

 22,000円　 

 「ラウラウウッドワークス」 

 　 KOAデザイナーペン 25,000円から 

 ◎9階 祝祭広場 

 「ウアボディ」 

 ローション（ジャスミン、チューブローズ） 

 115ml 各5,060円、 

 ロールオンパヒュームオイル（チューブロー 

 ズ、サンダルウッド）各10ml 

 各3,630円  ◎9階 祝祭広場　 



 ■ハワイの味を楽しめるフード　 
 　アラモアナショッピングセンターに期間限定で登場している「KOHO」のカラフルなチョコレートが日本 

 初上陸。ハワイのキアヴェの木の花の希少な白い蜂蜜、35年間途絶えていた酒造りを、令和元年にホノ 

 ルルのカカアコで復活させた酒蔵の純米吟醸など、9ブランドが初登場。その他、人気の「ホノルル・クッ 

 キー・カンパニー」なども。 

 「 

 KOHO」 

 ボンボンショコラアソート ブルー （リリ 

 コイキャラメル・マカデミアブロッサム 

 ハニーキャラメルなど６種類計18粒 

 入り）7,020円など◎9階催場 

 「レア ハワイアン ハニー」 

 レア ハワイアン  オーガニック ホワイ 

 トハニー3種お試しセット（プレーン、 

 ジンジャー、リリコイ 各1個〈85g〉） 

 7,776円 

 ◎9階 祝祭広場　 

 「ア 

 イ 

 ラ 

 ンダーサケブリューワリー」   純米吟醸 

 OMACHI 

 (375ml）4,400円【限定200】 

 ◎9階催場 

 ■会場で楽しむハワイアンフード    

 ◯憧れのリゾートホテル「ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレ 

 クション リゾート」のピンクパンケーキ 

 ピンクのパンケーキが印象的なレストラン「サーフ ラナイ」の名物の 

 パンケーキ。フルーツで仕上げたパンケーキに、ハウピア（ココ 

 ナッツ）ソースを添えて。 
    「ロイヤル ハワイアン ラグジュアリーコレクション リゾート」 

 ピンクパレス・パンケーキ（単品 1人前）1,980円、 

 （ドリンク付き 1人前）2,530円　◎9階催場 

 ◯ハワイを代表する素材“ウベ”を使ったソフトクリーム　 

 　ソウルフードである深い紫山芋の一種である“ウベ”。甘い香りのパン　ダン 

 リーフを使用した紫と緑のフォトジェニックなソフトクリーム。 

 　その他、ウベのチーズケーキやマカロンなどのスイーツも登場。 

 　「UBE JAPAN」 

 　ウベ×パンダン ソフトクリーム（1個）880円　◎9階祝祭広場 

 ■ローカルビジネスを応援する取り組みや活動するハワイ在住のモデル 

 サーシャの『サーシャのサポートハワイ』が登場 
 サーシャは、ハワイの小さな家族経営の店やアーティストを応 

 援するためのプロジェクト『サーシャのサポートハワイ』を立ち 

 上げています。今回、環境への配慮やウェルビーイングな考 

 え方などにサーシャが共感し、 

 コラボレーションしたアイテムを集めたコーナー 

 『サーシャのサポートハワイ』が登場。 

 　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サーシャ 
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 ■会場で楽しむイベントも盛りだくさん　 
 阪急うめだホールでは、フラダンスショー、ミュージックライブ、映 

 画上映の他、リアルなハワイをナビゲートするBS12 トゥエルビの 

 「ハワイに恋して」のナビゲーターの内野亮やロコガール サーシャ 

 によるトークショーも開催。 

 また、ロミロミやレイメイキングのワークショップなどハワイを満喫す 

 るコンテンツに注目。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内野亮 

 ＜お問合せ先＞ 

 株式会社阪急阪神百貨店 OMO販売推進部 メディア制作・推進部 広報担当    
 TEL : 06‐6313‐9227 E-mail:  hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp    
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２０２２年７月１５日 

報道関係各位 

一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

    

「第１５回 Ｈ２Ｏサンタ ＮＰＯフェスティバル」 

阪急うめだ本店で開催！ 

～楽しみながら社会貢献を学ぶ３週間～ 
 

エイチ・ツー・オー リテイリンググループの社会貢献団体、一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ（大阪

市北区）は、７月２０日から８月８日まで阪急うめだ本店（同）で「第１５回 Ｈ２Ｏサンタ Ｎ

ＰＯフェスティバル」を、過去最長の３週間で開催します。世の中の多くの方がご存知でないこ

ども支援に取り組む社会貢献団体を 1 週ごとに７団体、３週で合計２１団体をパネルと動画でご

紹介。必ず賞品がもらえるクイズラリーやワークショップ、おもしろ募金箱などで楽しみながら

社会貢献団体の活動を知るきっかけを提供します。 

  

２７日からは、阪急うめだ本店全館で開催する『HANKYU こどもカレッジ』（※）と連携し、

夏休み期間中のこどもたちが学べるメニューも多数ご用意。 

※『HANKYUこどもカレッジ』とは、夏休み中のこどもたちに、阪急百貨店で楽しく遊んで、学

んで、体験することを提供する取り組みです。 

（全日程は ２０２２ 年 7 月 ２７ 日～８ 月 9 日） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/kodomocollege/index.html 
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「第１５回 Ｈ２Ｏサンタ ＮＰＯフェスティバル」 

■概 要 ：２０１５年から始めたＨ２Ｏサンタ主催の一大イベント。社会貢献団体の活動の PR と 

寄付集めをお手伝いすることを目的に年に２回開催し、地域の方々と社会貢献団体を 

つなぎ、支援の輪を広げています。 

■日 時 ：２０２２年７月２０日（水）～８月８日（月） 

■場 所 ：阪急うめだ本店 ９階祝祭広場 (大阪市北区角田町 8－7) 

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

一般財団法人Ｈ２Ｏサンタ 事務局              ＴＥＬ：０６―６３１３―９３０４ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部  ＴＥＬ：０６―６３６７―３１８１  

※過去の開催時の会場の様子 

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


〈参考〉 

紹介するこども支援団体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人Ｈ２Ｏサンタは、Ｈ２Ｏリテイリンググループの社会貢献団体です。 

こども支援をテーマに、地域社会にチャリティーの文化を創造することを目的とし 

て活動しています。合言葉は「誰もが誰かのサンタになれる」 

https://santa.h2o-retailing.co.jp/h2o-santa/ 
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人と会う機会が増え、高まるごちそう需要に対応 

「夏のごちそう大市」開催 
そごう・西武では、７月１日（金）～２４日（日）の期間、各店の食品売場で「夏のごちそう大市」を開催いたします。  

感染状況が落ち着き、徐々に外出や人と会う機会が増えたことで、食品売場では手土産需要やごちそう需要により、 

菓子や惣菜の売上が伸長しています。今後も、夏に向けて友人や家族と集まる機会が増えることが予想され、      

ごちそう需要の増加にも期待が高まります。そこでそごう・西武では、夏の旬を楽しむごちそうや、夏の暑さを乗り切る    

スタミナメニュー、お得なセット「エンジョイグルメバッグ」など、夏の食卓を華やかにするメニューを販売いたします。 
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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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

【「夏のごちそう大市」展開概要】 

■会期：７月１日（金）～２４日（日）  ■店舗：そごう・西武９店舗＝各店食品対象売場 

※店舗によって会期、展開商品は異なります。西武東戸塚Ｓ.Ｃ.での販売はございません。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、税込価格です。 
【商品一例】  
夏の旬を楽しむごちそうメニュー/会期：７月１日（金）～１０日（日） 
初夏が旬のさくらんぼや、７月１日（金）の「山開きの日」にちなんだ山盛り      

惣菜メニューなど、旬を楽しむメニューを展開いたします。 
 
●生鮮売場／さくらんぼ２パック／1,080円～ ※価格は店舗により異なります。 

（店舗：東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く９店舗） 

●まつおか／手羽先・山盛り１２本セット／1,188円 

（店舗：西武池袋本店、所沢Ｓ.Ｃ.、そごう横浜店、千葉店、大宮店） 
 

暑さを乗り切るスタミナメニュー/会期：７月１１日（月）～２４日（日） 
夏の定番スタミナメニューのうなぎや、暑い時期に食べたくなる辛口＆スパイシー  

料理、土用の丑の日に小豆餅を食べて、無病息災を願う風習「土用餅」にちなんだ   

土用餅など、夏の暑さを乗り切るスタミナメニューを展開いたします。 
 
●生鮮売場／鰻蒲焼ハーフカット／1,080円～ ※価格は店舗により異なります。 

（店舗：東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く９店舗） 

●人形町今半／黒毛和牛ステーキ弁当／2,700円（店舗：西武池袋本店） 

●アジャンタ／スタミナ・スパイシー池袋弁当／一折 810円（店舗：西武池袋本店） 

●叶匠寿庵／土用餅／３個入 713円 ※７月２１日（木）～２３日（土）の販売です。 

（店舗：西武池袋本店、所沢Ｓ.Ｃ.、そごう千葉店、大宮店） 
 

「エンジョイグルメバッグ」/会期：７月１日（金）～３１日（日） 
暑さで自宅での揚げ物調理が大変になる夏におすすめの、フライ惣菜のボリューム 

セットや、ご家族や友人との集まりにおすすめのスパークリングワインのセットなど、  

食卓を盛り上げるごちそうメニューのお得なグルメバッグです。 
 
●リトルシェフ／揚げ物４点セット／1,080 円（店舗：西武池袋本店） 

●酒売場／シャンドンお買い得３本セット／9,777円 

（店舗：西武池袋本店、東戸塚Ｓ.Ｃ.除く８店舗） 

●とよす／かきたね３種セット／1,080円 

（店舗：西武池袋本店、所沢Ｓ.Ｃ.、そごう横浜店、千葉店） 

叶匠寿庵／土用餅 

人形町今半／黒毛和牛ステーキ弁当 



 

 
   

 
 

音楽を通じた官民連携プロジェクトで豊島区を活性化 

「としまミュージックサークル」始動 
そごう・西武では、２０１６年より豊島区と連動して街を活性化させる様々な取り組みを行ってまいりました。       

この度、豊島区制施行９０周年記念事業として、官民連携による音楽のまちづくりプロジェクト「としまミュージックサークル」

を始動いたします。「としまミュージックサークル」は、“音楽によるまちづくり” をテーマに、音楽によるパフォーマンスを区内の 

施設、公園、路上等で行い、豊島区の街へのにぎわいを創出する官民連携のプロジェクトです。 

プロジェクトでは、観客参加型の打楽器のアンサンブル「としまドラムサークル」、豊島区内の施設や公園、路上等で  

ストリートパフォーマンスを行う「としまバスキングショー」の２つの取り組みを実施いたします。また、豊島区在住・在学・在勤

の方向けに、ドラムサークルの実施スキルを学ぶ講座の開講や、バスキングショーに出演するアーティストを募集するなど、

区民の活力創出にもつなげます。 

今後もそごう・西武では、豊島区や地元の企業と連携して様々な活動を行うことで、地元のお客さまに親しみを    

持っていただける百貨店を目指してまいります。 
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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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

【「としまミュージックサークル」概要】 

■開始時期：２０２２年１１月頃を予定 

■主催：としまミュージックサークル実行委員会 

（株式会社そごう・西武、豊島区文化商工部文化デザイン課、 

公益財団法人としま未来文化財団、 

株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社サンシャインシティ） 

■「としまミュージックサークル」ホームページ：https://toshima-music-circle.jp/ 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

【プロジェクト内容】 
 
としまドラムサークル 
観客参加型の打楽器のアンサンブル「ドラムサークル」を豊島区内の施設や 

公園等で開催いたします。また、７月よりドラムサークルの実施スキルを学ぶ 

講座を開講。育成講座を受講したのち、１１月に開催する「ドラムサークル」で

ファシリテーターとして実践・披露していただきます。 

※本年度の講座の募集は終了しています。 

■開催時期：２０２２年１１月頃を予定 

■開催場所：西武池袋本店屋上、グリーン大通り、南池袋公園を予定 
 

としまバスキングショー 
豊島区内の施設、公園、路上等でバスキング（音楽などのストリート     

パフォーマンス）を行い、街のにぎわいを創出いたします。西武池袋本店の屋上

やサンシャインシティ、南池袋公園など、豊島区民にとって気軽に参加できる 

身近な場所で開催。今夏、「としまミュージックサークル」のホームページにて、 

バスキングをするアーティストを募集いたします。 

■開催時期：２０２２年１１月頃を予定 

■開催場所：西武池袋本店屋上、グリーン大通り、南池袋公園、 

サンシャインシティを予定 

ドラムサークルの様子 

バスキングショーの様子 
（豊島区提供） 

https://toshima-music-circle.jp/


 

 
   

 
 

三村マサカズが描きおろしたそごう・西武限定イラストを商品化！ 

「エンジョイさまぁ～★２０２２」開催 
そごう・西武各店では今年の夏、三村マサカズさん（さまぁ～ず）とコラボレーションして、夏を盛りあげる様々な企画を 

実施しています。７月１１日（月）からは「エンジョイさまぁ～★２０２２」がスタート。三村マサカズさんがそごう・西武のために

描きおろしたイラストを活用した、オリジナルグッズの受注販売会を行います。Ｔシャツやタオル、キャップ、タンブラーなど夏を

盛りあげる様々なアイテムが登場いたします。また、西武池袋本店とそごう横浜店では、三村マサカズさんが     

描きおろしたイラストの原画を展示いたします。 
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【「エンジョイさまぁ～★２０２２」展開概要】 

■会期：７月１１日（月）～８月２２日（月）     ■店舗：そごう・西武全１０店舗＝各店対象売場 

■「エンジョイさまぁ～！★２０２２」特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/enjoysummer2022/ 

『三村マサカズが描く！エンジョイさまぁ～★２０２２オリジナルグッズ受注販売会』 
三村マサカズさんが、そごう・西武のために描きおろしたイラストを活用したオリジナルグッズを受注販売いたします。 

親子で着られるＴシャツや、スポーツタオル、キャップ、トートバッグなどが登場いたします。 

［会期］西武池袋本店：７月１１日（月）～８月２日（火）＝２階（中央Ａ７）洋品小物売場 

そごう横浜店：７月１１日（月）～８月１５日（月）＝５階紳士洋品売場 

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」：７月１１日（月）午前１０時～８月２２日（月） 

■e.デパート特設サイト：https://edepart.omni7.jp/fair/enjoysummer2022/ 

※オリジナルグッズは受注後からの生産のためお届け・お渡しまでお時間を頂戴いたします。 

※店舗でのご注文分は受注店舗の店頭でのお渡しとなります。※くわしくは、e.デパート、各店舗のホームページをご覧ください。 
 

【商品一例】 

キャップ／各 3,740 円 折りたたみ雨傘／7,480円 サーモタンブラー／各 5,170円 

スポーツタオル／各 4,400円 キャンバストートバッグ／各 2,420 円 
親子Ｔシャツ 
／こども 2,750円、大人 3,190円 

＜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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込み価格です。 

https://www.sogo-seibu.jp/enjoysummer2022/
https://edepart.omni7.jp/fair/enjoysummer2022/


 

                

＜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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

三村マサカズが描いたイラストの原画を展示 
西武池袋本店とそごう横浜店では、オリジナルグッズ受注販売会と同時 

開催で、「エンジョイさまぁ～★２０２２」の企画のために三村マサカズが  

描いた原画を各店のグッズ受注会場で期間限定で展示いたします。 
※原画の販売はございません。 
 
■西武池袋本店：７月１１日（月）～８月２日（火） 

■そごう横浜店：７月１１日（月）～８月１５日（月） 
    

三村マサカズが描く！エンジョイさまぁ～★２０２２ 
オリジナルクリアファイルプレゼント！ 
会期中に「三村マサカズが描く！エンジョイさまぁ～★２０２２オリジナル  

グッズ」を店頭または e.デパートでご注文いただいた先着３００名さま   

（対象店舗総計）にオリジナルクリアファイルを１枚プレゼントいたします。 
※なくなり次第終了となります。e.デパートは午前１０時から販売開始となります。 
※e.デパートでのプレゼント詳細は、e.デパートサイトにてご確認ください。 
※ご注文１件につきクリアファイルは１枚となります。 
 
■会期：７月１１日（月）～ 

■対象店舗：西武池袋本店、そごう横浜店、e.デパート 
    

三村マサカズが描く！エンジョイさまぁ～★クッキー 
お買いあげプレゼント第二弾 
各店ＬＩＮＥ公式アカウントの友だちの方で、会期中、対象売場で     

１レシート 6,000 円（税込）以上お買い上げの先着 5,920 名さま（全店  

総計）に三村マサカズが描く「エンジョイさまぁ～★クッキー（１枚）」を    

プレゼントいたします。 
※柄はお選びいただけません。なくなり次第終となります。レシート合算不可です。 
※e.デパートは対象外です。一部対象外となる売場、商品がございます。 
 
■会期：７月１１日（月）～２４日（日） 

■店舗：そごう・西武全１０店舗＝各店対象売場 
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ケーキ好きの街にスイーツ選びがますます楽しくなる売場が誕生 

そごう大宮店食品フロア改装スタート 
 

そごう大宮店は７月１６日（土）より地下１階食品フロアのリニューアルがスタート。７月は和・洋菓子のエリアをリニューア

ル。洋菓子エリアではケーキを扱う洋菓子ブランドを再編集。気分の華やぐケーキから、一度は味わいたい名店の味まで多

彩なラインナップで、選ぶ楽しさが充実します。また、和菓子エリアでは大宮地区最大の取り揃えがさらに充実します。他に

も８月以降も段階的に和・洋菓子エリアを始め、惣菜売場での新ブランド導入を予定しており、１１月には食品フロアが大

きくリニューアルいたします。 

 

【菓子売場では、「大切な人に贈り物を選ぶなら、そごう」と思っていただくために】 

今回の食品菓子売場の全面リニューアルは、「ご家族や親しい友人などへの贈り物選び」というニーズに着目。日本有数

のターミナル駅である大宮駅の近くに立地しながらも、心地よい雰囲気でお買い物いただける空間を目指します。今回のリ

ニューアルでは商品だけではなく、床や柱などの環境面も刷新し、百貨店の菓子売場として地域のお客さまから求められて

いるご期待にお応えしていきます。 
 

そごう大宮店 食品フロアリニューアル 概要 
■場所：地下１階＝食品フロア 

■新規ブランド：７月２６日（火）：（和菓子）宗家 源吉兆庵 

■リニューアルブランド：７月１６日（土）：（洋菓子）アンテノール、ユーハイム、ガトー・ド・ボワイヤージュ、 

メリー、フランセ  （和菓子）本高砂屋 

７月２６日（火）：（和菓子）菓匠清閑院  （洋菓子）ROKUMEIKAN 

※今後１１月までに洋菓子・惣菜・カフェの新ブランド導入を予定 

 

■ケーキを扱うブランドが集まる菓子売場が誕生します 

ケーキの都市別支出額が全国トップクラスのさいたま市のデパ地下として地域のお客
さまからのニーズが高いケーキを扱うブランドを充実。今回は第一弾としてアンテノール
は場所を移設・拡大し生ケーキのスペシャリティストアとして生まれ変わります。またユ
ーハイムからは１００周年を記念した店舗が東日本で初めて登場。代表商品である
バウムクーヘンだけではなく、フルーツを使ったケーキなども販売します。今後もケーキ
を取り扱うブランドをさらに拡大し１１月が完成予定です。 
 

■大宮地区最大の和菓子エリアがさらに充実 

そごう大宮店では全国的に有名な老舗から地元に密着した人気店まで幅広
い和菓子のブランドを取り揃えており、規模としては大宮地区で最大となって
おります。和菓子は特に手土産などの贈り物での利用が多く、百貨店に対し
てのニーズの高いカテゴリーです。２１年４月に叶 匠壽庵をオープンし、今回
季節の果実を和菓子にする宗家 源吉兆庵が新たにオープンすることにより、
和菓子エリアのさらなる充実を目指します。 
 

■惣菜フロアなどにも新ブランドを導入 

８月以降から１１月にかけて惣菜の新規ブランド導入と既存ブランドのリニューアルを予定しています。またお客さ
まからの要望の高かったカフェも食品フロアに導入する予定です。 
 ※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：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 
 

宗家 源吉兆庵売場イメージ 

ユーハイム売場イメージ 
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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 7 月 7 日（木）まで、地下１階食品フロアにて、「涼しげなサマー

スイーツ特集」を展開します。今年の夏はここ数年に比べて人に会う機会も多くなると予想しており、手土産の需要も増える

と思われます。見た目もさわやかなスイーツは、暑い日の手土産にもぴったり。今年は、凍らせて食べるスイーツや冷やして美

味しいクールスイーツ、レモン風味のさわやかなスイーツにも注目です。 

 

■レモンを使った涼しげでさわやかなスイーツなどが登場！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

猛暑の手土産にはクールスイーツを！今年は“凍らせる”＆レモン風味にも注目！ 

「涼しげなサマースイーツ特集」6 月 23 日から開始 

 
 

東武百貨店 池袋本店 地下１階 食品 

 

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 荒井・清水   直通℡：03-5951-5210 

【文明堂東京】はちみつレモンカステラ 

（5切入）675円 

凍らせて食べても美味しい「はちみつレモン

カステラ」。はちみつレモンの風味をしっかり

味わう常温はもちろん、冷やすとさっぱりさ

わやかな風味が楽しめる逸品。 

 

【シーキューブ】 

ハニーレモンのティラミスカップ 

（1個）648円 

ハニーポンシュ（シロップ）、レモンのコ

ンポート、マスカルポーネクリーム、コクの

あるクレームシトロンの 4種のハーモニー

が詰まった夏限定のティラミス。 

 

 

 

 

 

【オッジ】ドルチェフルッタ９ 

（9個入）3,240円 

ゆず＆レモン、いちご、ラ・フランスの

３種のフルーツの淡く繊細な香りにヨ

ーグルト風味のアイスデザートを合わ

せた、凍らせて楽しむ、甘酸っぱい

新食感のデザート。 

 

 

 

 

 

 

【両口屋是清】 

夏季限定ささらがた(れもん・すいか・

白桃・ぱいなっぷる・甘夏)各260円 

（甘夏は 7月 1日（金）より販売） 

夏ならではの見た目も鮮やかな錦玉

羹。冷やすとより一層おいしくお召し上が

りいただける逸品。 

 

 

 

 

【デメル】 

４種のデザート詰合せ（６個入）

2,808円 

チョコレートとヘーゼルナッツの味が楽しめ

るムースとコーヒーや抹茶の風味が広が

る夏季限定デザートの詰合せ。 

 

 

 

 

 

【ゴディバ】 

ムースショコラ エ カカオフルーツジュレ

（8個入）3,240円 

カカオをフルーツとして楽しむことができる、

冷たいデザート。カカオフルーツジュレ 3 種

となめらかな舌ざわりのムースショコラ 3 種

をアソート。 

 

 

 

 

凍らせても 
美味しい 

冷やして 
美味しい 

冷やして 
美味しい 

冷やして 
美味しい 

凍らせて 
美味しい 

デパ地下情報 

冷たくて 
美味しい 



 
 

News Release 
 

 
 
 

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  
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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 



 
 News Release 

 株式会社 東武百貨店 

 
 

2022 年 7 月 1 日 

 
 
 

 

 

 
 

 
東武百貨店 池袋本店は、7 月 6 日（水）から 11 日（月）まで、８階催事場にて金製品の一大展示販売会「大

黄金展」を開催します。今回の目玉は、「純金でできた 11 億円の虎のレリーフ」と「全長約２メートルの黄金の虎」です。

今年は運気が強いとされる 36 年に一度の「五黄の寅年」。それにあやかり、インパクト大の虎が会場でお迎えします。   

金価格は新型コロナウイルスや世界情勢の悪化、円安の影響を受けて近年大きく上昇。４月には歴代最高値を更新

し、その後も１グラムあたり 8,000 円台後半の高値が続いており、今後も金価格の上昇が見込まれます。安全資産と言わ

れる「金」は、お子様やお孫様に継承するものとしても注目が集まっています。 

会場では、純金製の日常的に使用できる食器をはじめ、仏像・仏具や、透明感のある美しい音色のK１８製おりん、風

鈴、キャラクターオブジェ等、職人技が光る工芸品を多数展開いたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全資産で話題の金製品が 1,000 点以上集結！最高額は虎のレリーフ 11 億円！  

第 6 回『大黄金展』7 月 6 日（水）より池袋東武にて開催 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 

・ 

 

 

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 荒井・清水   直通℡：03-5951-5210 

【K24 レリーフ「虎」】 
参考価格 1,100,000,000 円（税込） 
（約 28.3kg、縦約 2m38cm、横約 62cm／ 

額サイズ：縦約 2m60cm、横約 1m10cm） 

 

【黄金の虎】 
全長約 2 メートルの虎に、金箔約 1,900 枚を使用 

約 2.6 メートル 

約 2 メートル 

【K24 湯呑 あられ】 
（石川光一 作） 
6,303,000 円（税込） 
 

【K24 ビールコップ ござ目】 
（石川光一 作） 
4,664,000 円（税込） 
 

【K24 ぐい呑み 竹ちり目】 
（石川光一 作） 
3,498,000 円（税込） 
 

【K24 ゴールドナンバー】 
各 50g 各 825,000 円（税込） 

「０」～「９」のナンバーをご用意。 
 

■今年の干支「寅」が『純金のレリーフ』と『1,900 枚の金箔を使った黄金像』で登場！ 

■日常生活に取り入れられる資産として注目！湯呑やビールコップも展開 ■大切な数字を純金で残す 

金箔 
約 1,900 枚 

使用！ 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 7 月 12 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、7月28日(木)から8月10日(水)まで、食品フロアおよびレストランフロアにて、㈱おやつカンパ

ニーの代表商品である『ベビースターラーメン』を使ったコラボメニューを販売します。夏休みに親子で楽しんでいただく企画

を、考えていたところ、おやつカンパニーの「ベビースターの日＝8月2日」を発見！企画に賛同していただき、コラボレーション

することが決まりました。 コラボメニューは、食品フロア11店舗と、レストランフロアの4店舗が参加し、計16点販売します。 

当店は、夏休みの思い出の一つとして百貨店でのお買物とお食事を楽しんでいただきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

8 月 2 日はベビースターの日！おやつカンパニーと TOBU が初タッグ！ 

『ベビースターラーメン』 コラボメニュー16 点を池袋東武にて販売！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 食品フロア・レストランフロア 

 

News Release 
 

■食品フロア コラボメニュー 12 点 
 

 

 

 

 

【グッドモーニングバンコク】ベビースターカレーフォー 
（1 点）990 円 

【セージ＆フェンネル】 
魚介のベビースターフィデア 
（1 パック）890 円 

【ナポリの下町食堂 デリカテッセン】 
ベビースターアランチーニ  
（1 個） 220 円 

【ベーカリーズキッチン オハナ】 
ベビースターラーメンとポークキーマ 
カレーパン （1 個）378 円 

【ベーカリーズキッチン オハナ】 
ベビースターもんじゃ焼き風 
タルティーヌ (1 個)432 円 

【武蔵小山酉玄 酉金】梅しそ冷やし出汁茶漬け 
（1 点）660 円 

イートイン イートイン 

※数に限りがございます。 



 
 
 
 
 
 

   東武百貨店 池袋本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期間中のキャンペーン                                             
◇Instagram ベビースターアレンジメニュー投稿キャンペーン 

アレンジメニューをインスタグラムの投稿にて募集。投稿いただいた方の中から抽選で 20 名様に、ベビースターのノベルティを

プレゼントします。 

募集期間：7 月 28 日（木）～8 月 10 日（水） 

募集条件：東武百貨店 池袋本店 Instagram 公式アカウントをフォローのうえ、ベビースターを使った自作のアレンジ 

メニューの写真・料理名・「＃tobu ベビースターコラボ」をつけて投稿。 

◇ベビースターの日＝8 月 2 日プレゼントキャンペーン 

8 月 2 日（火）にコラボメニューをご購入の先着 300 名様に、ベビースターラーメンを 1 袋プレゼントします。 

 

■「ベビースター」・「ホシオくん」は、株式会社おやつカンパニーの登録商標です。       ※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

 報道関係者様お問い合わせ 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512 東京都豊島区西池袋 1-1-25 

広報部 広報課 荒井・清水 直通℡：03-5951-5210 

 

■レストランフロア コラボメニュー 4 点 
 

 

 

 

 

【つけにく麹屋】ベビースターで炊いた
２種ソースのカオマンガイ  
（1 パック）940 円 

【千駄木腰塚】 
ベビースターコンビーフコロッケ 
（1 パック・2 個入）440 円 

【発酵 Kitchen リッチクリームコロッケ東京】 
さくさくベビースターのリッチクリームチーズ 
マッシュポテト （1 個）648 円 

【SOU.Dining】 
ベビースタードリア（1 パック）640 円 

【サイアム セラドン】〈11 階〉 
ヤムママ～ベビースターラーメン 
サラダ （1 点）900 円 

【小肥羊】〈13 階〉 
ベビースター×ピリ辛やっこ 
薬膳ラー油がけ（1 点）580 円 

【大阪道頓堀 ぼてぢゅう】〈13 階〉 
ぼっかけベビースターそばめし 
（1 点）1,298 円 

【まつおか】ベビースターラーメンと 
筍のおつまみ揚げ     
（100g あたり）454 円 

【アヴァンセ・プラス】 
超ベビースターからあげ  
（100g あたり）450 円 
 

【牛カツと和定食 京都勝牛】
〈12 階〉ベビースター牛ロース
カツ膳（1 点）2,068 円 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 

 
東武 

限定 

 
東武 

限定 

 

2022 年 7 月 6 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、7月13日(水)から7月19日(火)まで、8階催事場にて「食の東北6県 みちのく展」を初開催。

みちのくのグルメが62店舗(初出店11店舗、実演22店舗)集結。東北のブランド牛である「米沢牛」「前沢牛」「秋田牛」を使用

した贅沢な弁当や惣菜を取り揃えました。また、ご当地焼きそば特集ではそれぞれの個性が光る東北４県の焼きそばを販売。そ

のほか、宮城県産いちごや今が旬の福島県産完熟ももを使用したフレッシュなスイーツをご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。  
 

 
 
 
 

 

初開催！東北 6 県みちのくのグルメが大集合！ 

「 」7 月 13 日(水)から開催！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 

 

米沢市【米沢 琥珀堂】 

米沢牛贅沢食べ比べ弁当 

2,997 円(1 折) 

米沢牛をステーキ、カルビ、すき焼きで

贅沢に食べ比べ。 

〈各日販売予定50点〉 
 

News Release 
 

矢巾町【ピーコック・トレテール】 

前沢牛コロッケ 378円(1個) 

前沢牛メンチカツサンド  

1,350 円(1 パック/4 切入) 
〈各日販売予定 50 点〉 

前沢牛ならではの上質な脂の旨味が

ギュッとつまった一品。 
 

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：「食の東北 6 県 みちのく展」                         
場   所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 310 坪)   営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時 
期   間：2022 年 7 月 13 日(水)～7 月 19 日(火)      店 舗 数：62 店舗 
 

 

◆ご当地焼きそば特集！ 
 

黒石市【レストラン御幸】 

黒石つゆやきそば 

イートイン 880 円(1 杯)  

太平麺と甘辛ソースが特徴の 

黒石やきそばに和風だしの 

そばつゆをかけた一品。 
 

 

 実演  
東武 

限定 

◆東北ブランド牛グルメが集結！ 

 

 

 

 

 

石巻市【ムッシュマスノ アルパジョン】 

夏いちごパフェ 

イートイン 1,650 円(1 個) 

甘みと酸味のバランスが 

良い夏いちごを贅沢に 

使用したパフェ。 

仙台市【中嘉屋食堂 麺飯甜】 

三陸産カキ入りマーボー焼きそば 

1,296 円(1 パック) 
※イートインの場合は、1,320 円 

マーボー焼きそばに、地元の海で 
とれた三陸産のカキを贅沢に 
使用した一品。 
 

 

 
 

福島市【ももがある】 

ももふる  

501 円(120g) 

あま～い完熟ももを 

新鮮なまま瞬間冷凍。 

 

イートイン 旬もの 

青森県 宮城県 福島県 

宮城県 

秋田市【焼肉風磨】 

A5秋田牛サーロイン＆ 

希少部位芯芯のWステーキ弁当 

2,700円(1折) 

脂のくちどけが良い秋田牛を 

贅沢に使用した弁当。 
〈各日販売予定 20 点〉 

 

 実演 

◆フレッシュなスイーツ！ 
 

秋田県 

岩手県 山形県 

イートイン  初出店  実演  初出店 

米沢牛 前沢牛 

 初出店 

秋田牛 

 実演  初出店 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 

2022 年 7 月 6 日 

 
 
 

 
 
 
 
 

東武百貨店 池袋本店は開店 60周年を記念して、7月 7日（木）から 8月 16日（火）まで、地下１階・地下

2 階食品フロアにて、食品担当がおすすめする「和菓子＆洋菓子 手みやげ 60撰」を展開します。「手みやげからはじまる

会話」をコンセプトに60撰をセレクトしました。これから夏休みに向けて、帰省などご家族や友人とお集りになる機会も増える

と予想しており、手土産需要に期待しています。今回ご紹介する 60 撰の中でも特におすすめの夏の手土産として、「金魚、

スイカ」など『夏の風物詩』をイメージした和菓子や夏に映える「カラフル」なフルーツのケーキやゼリー、「せとか、ゆず」など「柑

橘系」フルーツを使ったスイーツをご提案します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

食品担当がおすすめする手土産 60撰！涼を感じる『夏の風物詩』、『フルーツ系』スイーツに注目！ 

『和菓子＆洋菓子 手みやげ 60撰』7月 7日(木)から開催！ 

 
 

東武百貨店 池袋本店 地下１階・地下 2 階 食品フロア 

 

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 

デパ地下情報 

【フルーツショップ青木】 

地下 1階 8番地 

フルーツズコット 961円(1 カット) 
スポンジケーキの中に果物を 
ぎっしりと詰め込んだ、ドーム型の 
タルト。「いちご・キウイ・パイン」の 
3種類の果物との相性を楽しめ、 
ケーキの断面もカラフルで可愛い。 
※写真はホールサイズです。 

 

【菓匠 花見】地下 1階 4番地 

季節の上生菓子1,599円（4個入)  

「スイカ」など夏をイメージするモチーフを 

使った上生菓子。季節感あふれる 

贈りものです。 

※画像の商品は一例です。 

 

【宗家 源 吉兆庵】地下 1階 5番地 

金魚 2,160円(5個入) 

瑞々しいマスカットの味わいが広がる 

和風ぜりぃに、愛らしい羊羹製の 

「金魚」を浮かべました。 

※販売期間：8月 5日(金)まで 

 

◆『夏の風物詩』をイメージした上品な和菓子に注目！  

 

◆夏におススメ！カラフルなフルーツや柑橘系フルーツに注目！ 

  

 

【赤坂柿山】地下 1階 4番地 
東京縁日Ⅱ(10袋入) 1,620円 
〈数量限定〉 

「金魚」や「スイカ」など夜店が並ぶお祭りの 

楽しさをあられやおかきにして詰合せました。 

藍染浴衣を思わせるようなパッケージも 

夏らしいデザイン。 

【グラマシーニューヨーク】 
地下 1階 5番地 
クリームインチーズケーキ(せとか) 
1,296円(5個入) 

広島県産「せとか」を使用したジャム入り 

のチーズケーキ。数種類のチーズをブレンド 

した味わい深いチーズケーキ生地にも、 

せとかのピールをまぜ込みました。 

夏季 
限定 

夏季 
限定 

夏季 
限定 

夏季 
限定 

【銀座あけぼの】地下 1階 4番地 
夏ゆず（篭）1,944円 
(5個入) 〈数量限定〉 
国産のほろ苦い 
甘夏果汁と香りのよい 
ゆず果汁を合わせた 
ふるふるの甘酸っぱい 
ゼリー。 
※販売期間：7月 10日(日)から 

 
 
 
 

 

【全国銘菓撰】地下 1階 4番地 
［彩果の宝石］ 
フルーツゼリーコレクション 
1,080円(15種計 25個入) 

「あんず・パイン・りんご」などの 

カラフルで楽しい、宝石のような 

ゼリー。 

※写真はイメージです。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。 

夏季 
限定 



 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 7 月 8 日 
 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、7月28日(木)から8月2日(火)まで、8階催事場にて「IKEBUKURO カレーフェスと夏菓子

と。」を開催。暑いこの時期にぴったりな辛いスパイシーカレーと夏に涼を感じられる冷たいかき氷やアイスが一堂に集います。カレー

フェスでは、スパイス料理研究家の一条もんこ氏監修のもと、人気カレー店の絶品カレーをはじめ、スリランカ、マレーシアなどのス

パイシーなカレーもご紹介。さらに“ヒィ～ヒィ～激辛特集”として激辛カレーをご提供します！ 

夏菓子では冷たくて、見た目にも可愛らしい、今話題のSNS映えするかき氷やアイスが集結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

※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。  
 

 
 
 
 

 

激辛！スパイシーなカレーと冷たいかき氷で暑い夏を楽しむ！ 
7 月 28 日(木)から開催 

「 」 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 
 

【セイロンカリー】 

スペシャルアンブラ(スリランカカリー) 
 

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 

 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「IKEBUKURO カレーフェスと夏菓子と。」                         
場   所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 180 坪)   営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時 
期   間：2022 年 7 月 28 日(木)～8 月 2 日(火)       店 舗 数：約 30 店舗 
 

 

◆【夏菓子】話題の人気店をはじめ、SNS映えするかき氷やアイスを特集！ 
 

【京かき氷つみき】生メロンミルク 
 

【一条もんこ先生のカレー診療所】 

激辛あいがけカレー チキン＆キーマ 

 

◆【カレーフェス】ヒィ～ヒィ～激辛特集!!  

 

 

 

 

 

【宇治園】モンテヴェール 左から抹茶・ほうじ茶・くり 
 

催事情報速報！ 

その他、カレーパンやおうちで楽しむ本格派レトルトカレー＆スパイスも販売いたします。 
 

 

スパイス料理研究家 

一条もんこ氏 

 

イートイン 

【馬来風光美食】 

マトンルンダン(激辛グレイビー付) 
 ※辛さをお好みで選択可 ※辛さを「通常」と「激辛」から選択可 ※辛さを「通常」と「激辛」から選択可 

 実演 

 

 

初出店 

 実演  
東武 

限定 
 実演  

東武 

限定 

イートイン  

 

初出品 



報道関係資料 

2022 年 7 月 15 日 

株式会社小田急百貨店 

▲チコちゃんに叱られる！ 

ちびころますこっと（チコちゃん 

東京限定・キョエちゃん東京限定） 

各 968 円 

▲ポケットポーチ 

（tupera tupera コラボ）1,760 円 

▲チコちゃんに叱られる！アクリル

キーホルダー（東京限定）660 円 
▲チコちゃんに叱られる！ 

ミニタオル（東京限定）880 円 

▲ブレンペン(オオシカ ケンイチ 

コラボ/ホワイト・ピンク) 各 330 円 

 チコちゃんとの撮影会も！新宿店・町田店にて同時開催 

「チコちゃん GOGOGO！ 5th ANNIVERSARY FESTIVAL」を 

7 月 20日から開催 
 

小田急百貨店では、夏休み期間に合わせてご家族で楽しめる企画として、7 月 20 日（水）～

8 月１日（月）の期間、「チコちゃん GOGOGO！5th ANNIVERSARY FESTIVAL」を新宿店と

町田店の催物場にて開催します。 

 NHK 総合テレビにて放送中の「チコちゃんに叱られる！」の放送 5 年目を記念し、５ｔｈア

ニバーサリーのお祝いムードいっぱいの会場で素朴な疑問をひもとく展示やスペシャルアーテ

ィストとのコラボグッズなど特別なグッズも展開します。新宿店では、おしゃれに着飾ったチコ

ちゃんと写真が撮れるエリアも。お買い上げプレゼントやチコちゃんとのグリーティング撮影会

も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲新宿店と町田店で同時開催     ▲おしゃれに着飾ったチコちゃんも 

 

＜展開グッズ一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲5th 御朱印帳（オオシカ 

ケンイチコラボ）1,980 円 



 

 
＜お買い上げプレゼント＞ 

期間中、会場にて 1 レシート 3,000 円（税込）以上お買い上げの方に先着で「イベント限定

ステッカー」を差し上げます。※なくなり次第終了。絵柄は選べません。 

 

 
＜グッズを買って、チコちゃんと一緒に写真を撮ろう！！イベント＞ 

チコちゃんが来店し、一緒に写真撮影ができます。7 月 20 日（水）から、会場にて 1 レシー

ト 3,000 円（税込）以上お買い上げでご希望の方に先着で（新宿店：合計 90 組、町田店：30

組）、7 月 30 日（土）開催の「チコちゃんと一緒に写真を撮ろう！！」＜参加券＞を差し上げ

ます。 

●日時 

・新宿店 7 月 30 日（土）11 時～、12 時～、13 時～ 

・町田店 7 月 30 日（土）16 時～ 

●参加条件 

・当日、＜参加券＞をご持参ください。（10 分前から、待機列にお並びいただけます。） 

・各回 30 組、1 組 3 名様まで。（未就学児含まず。） 

・スマートフォンやカメラ等はご持参ください。撮影は 1 組 1 カットのみ。 

※開始時刻を過ぎてお集まりいただけない場合はキャンセル扱いとなります。 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名 称：「チコちゃん GOGOGO！5th ANNIVERSARY FESTIVAL」 

期   間：7 月 20 日（水）～8 月１日（月） 

場 所：小田急百貨店【新宿店】本館 11 階催物場 10 時～20 時 ※最終日は 17 時閉場 

【町田店】5 階催物場 10 時～19 時 30 分 ※最終日は 16 時閉場 

入 場：無料 

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/


報道関係資料 

2022 年 7 月 11 日 

株式会社小田急百貨店 

▲【秋田県】『蕗月堂』 

バターもち（5 個入）510 円 

ふんわり柔らかでコクがあり、ほんのり

甘いバターもち。秋田の山間で保存食と

して作られてきた素朴で新しい味わい

です。 

▲【北海道】『カルビー』ポテトファーム 

じゃがポックル（10 袋入）1,050 円 

じゃがいもを皮付きのまま丸ごとカット

してフライしました。サクッとした独自の

食感と本来の旨味が生きています。 

 

▲【石川県】『きんつば中田屋』 

きんつば（5 個入）896 円 

丁寧に時間をかけて焼き上げた、艶やか

でみずみずしい粒あんがぎっしり。甘い

ものが苦手な方にも好まれることで有名

です。 

▲【和歌山県】『小南農園』 

田村みかんフルーツまるごとゼリー 

（1 個/250g）479 円 

ゴロッとジューシー 贅沢な果肉がまるま

る 3 個。完熟の田村みかんの皮をむき、そ

のままの形でゼリーに。やわらかな弾力の

果肉は驚くほどジューシー、豊かな甘みが

口いっぱいに広がります。 

▲【群馬県】『KAWABA YOGURT』 

川場飲むヨーグルト（900ml）640 円 

武尊の麓で丹精込めて育てた牛から搾乳し

た生乳だけを使用し、さらに一切の添加物

を加えないでナチュラルに加工したヨーグ

ルトは川場村の自然の味そのものです。 

 

▲【滋賀県】『走り井餅本家』 

走り井餅（白・3 個入）324 円 

こしあんをお餅で包み込んだ、昔な

がらの素朴な味わい。独特の形は、

ほとばしる水滴を表したものです。 

 

 夏休みは新宿小田急で旅気分！  

「ふるさとアンテナショップめぐり」を開催 
～ 全国 13 道県から 1,000 種以上のアイテムを展開 ～ 

 

小田急百貨店新宿店の本館 11 階催物場では、7 月 20 日（水）～25 日（月）の期間、「ふる

さとアンテナショップめぐり」を開催し、日本各地の銘菓、名産品を展開します。昨年も夏休み

に合わせて開催し、とくに旅行や帰省をされない方から、新宿にいながらご当地の味が楽しめる

と好評をいただきました。今年は、全国 13 道県から 1,000 種以上のアイテムが登場します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲「ふるさとアンテナショップめぐり」昨年の開催時の様子 

 
＜全国 13 道県のご当地の味が集合！＞ 
展開商品一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◎出品県一覧 

北海道、岩手県、青森県、秋田県、宮城県、新潟県、富山県、石川県、福島県、群馬県、滋賀県、

和歌山県、淡路島（兵庫県） 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「ふるさとアンテナショップめぐり」 

期   間：7 月 20 日（水）～25 日（月）10 時～20 時 ※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/  

 

 

   

 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

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/


報道関係資料 

2022 年 7 月 20 日 

株式会社小田急百貨店 

▲佐賀県『佐が家』佐賀牛赤身 

ステーキ弁当（1 折）2,268 円 

▲福岡県『かさの家』 

梅ヶ枝餅（5 個入）650 円 

 

▲鹿児島県『種子島 安納屋』 

桜島溶岩焼甘蜜焼芋 まんま 

スイートポテト（100ｇ）499 円 

▲大分県『なつま屋』 

とり天（350ｇ）1,458 円 

▲沖縄県『具志堅商店』 

黒糖アガラサー（1 個）251 円 

▲熊本県『ふくとく』 

からし蓮根（100g）581 円 
▲長崎県『岩崎本舗』長崎角煮 

まんじゅう（5 個入）2,250 円 

 

▲宮崎県『日向利久庵』 

栗利久～雅～（1 本）3,800 円 

 新宿小田急【本館】最後の物産イベント！ 

「九州ものづくり～味と技めぐり～」を 7月 27日から開催 

～ 夏休みに、手軽に旅行気分が味わえる！グルメから工芸品まで展開 ～ 

 

小田急百貨店新宿店の本館 11 階催物場では、7 月 27 日（水）～8 月１日（月）の期間、「九

州ものづくり～味と技めぐり～」を開催します。九州各県を代表するご当地グルメのほか郷土色

豊かな工芸品を揃え、30 店舗以上が出店。また、各県の銘菓・名産品を揃えたアンテナショッ

プも登場します。 

 

■【本館】での最後の物産イベント！涼みながら、九州旅気分 
小田急百貨店新宿店は本館での営業を 10 月２日（日）に終了し、その後は新宿西口ハルクに

て営業を継続します。今回は本館で実施する最後の物産イベントとなり、“本館で過ごしていた

だく最後の夏休み”に、ご家族で手軽に旅行気分も味わえる企画として、グルメの宝庫とも言わ

れる九州のご当地の味と、職人の技が光る工芸品を一堂に展開します。 

とくに暑さが厳しさを増すこの夏、新宿駅直結の会場で涼みながら九州めぐりを楽しんでみて

はいかがでしょうか。 

 

■30店舗以上が出店！九州各県を代表するグルメや工芸品が登場 
◎地元で愛されるご当地グルメ（展開品一例） 

【福岡県】                【佐賀県】          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長崎県】         【熊本県】         【大分県】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮崎県】         【鹿児島県】         【沖縄県】 

 

 

 

 

 

 

 



 

▲長崎県『長崎工芸』 

本べっ甲ネックレス 

（白甲・黒甲）55,000 円 

 

▲鹿児島県『ガラス工房  

弟子丸』丸タンブラー 瑠璃

(クリスタルガラス） 

63,800 円 

 

▲熊本県『メルドレス』 

型染白刺し子ジャケット

（綿 100％）418,000 円 

 

▲熊本県 くまモン 

（左）帆布がま口 1,430 円、

（右）ワンタッチ栓マグボト

ル 1,950 円 

◎くまモングッズも！郷土色豊かな工芸品（展開品一例） 

【熊本県】                   【鹿児島県】    【長崎県】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎九州アンテナショップめぐりも実施 

会場には、九州各県の銘菓・名産品を揃えたアンテナショップも登場。熊本県のデコポンゼリ

ーや沖縄県の紅芋タルトなど、約 300 種のご当地アイテムを展開します。 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「九州ものづくり～味と技めぐり～」 

期   間：7 月 27 日（水）～8 月 1 日（月）10 時～20 時 ※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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

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/


前回好評を博した銀河英雄伝説 Die Neue Theseと⽇本橋三越本店のコラボレーション
が再び︕本企画のための描き下ろしイラストも登場。

◆展覧会︓⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場 2022年7⽉27⽇(⽔)〜8⽉8⽇(⽉)[最終⽇午後6時終了] 
◆オンラインストア︓2022年7⽉27⽇(⽔)午前10時〜9⽉7⽇(⽔)午前9時59分

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

銀河英雄伝説 Die Neue These × 三越 〜2nd season〜 

（https://www.mistore.jp/store/nihombashi/event_calendar/gineiden-dnt.html）

三越伊勢丹のメディア芸術部⾨より圧倒的なスケールの世界観と重厚なストーリー、個性溢れるキャラクターで⾼

い⼈気を誇る『銀河英雄伝説 Die Neue These (ディ・ノイエ・テーゼ）』とのコラボレーション企画第⼆段を7

⽉27⽇(⽔)より開催します。今回は8⽉8⽇(⽉)まで⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場にて貴重な原画や描き下ろ

しイラストなどを展⽰した資料展を実施します。限定コラボレーション商品のサンプルを会場に展⽰し三越伊勢丹

オンラインストアにて受注販売いたします。

銀河英雄伝説 Die Neue These × 三越 〜2nd season〜 描き下ろしイラスト＆作品資料展 

2022年7⽉13⽇ 11時00分 1

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

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

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/event_calendar/gineiden-dnt.html
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最新シリーズ「激突」の世界観や制作の裏側を貴重な資料を通してお楽しみいただける資料展。本企画のための描

き下ろしイラストも迫⼒のサイズで展⽰いたします。素敵な来場特典もご⽤意します。



 ⽇本橋のたもとに佇むラインハルトとキルヒアイスや、⽇本橋三越本店の屋上⽇本橋庭園を訪れたヤンとアッテン

ボローを描いたイラストに加え、イラストレーターChaykov⽒による中央ホールを舞台に宴を催す作品の登場⼈物

キャラクターがと中央に輝く天⼥像が印象的なイラストも登場。今回の資料展では最新シリーズ「激突」の貴重な

資料もご覧いただけます。

【資料展概要】

会場︓⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場 

会期︓2022年7⽉27⽇(⽔)〜8⽉8⽇(⽉)[最終⽇午後6時終了] 



⼊場料:1,000円

限定コラボレーション商品

来年350周年を迎え歴史ある⽇本橋三越本店がセレクトしたアイテムに銀河英雄伝説Die Neue Theseの持つ魅⼒

を掛け合わせた限定コラボレーションアイテムが今年も登場します。本企画だけの特別なストーリーとともにお楽

しみください。※商品はオンラインストアにて販売します（https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?bra

nd=000003&stock=all&srule=views）

「ロイエンタールの⾦銀妖瞳のようなイヤーカフ」 36,300円

https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=000003&stock=all&srule=views


「ラインハルト・キルヒアイス 友と傾けるペアグラス」 9,350円

今年のコラボレーションメニューはグリル満点星が初登場︕

⽇本橋三越本店のグリル満天星では、作品に登場する⼈気キャラクター、ミッターマイヤーとロイエンタール（通

称︓双璧）が愛するスペシャルメニューをご紹介。⼆⼈の描き下ろしイラストを使⽤した限定特典付です。



双璧も愛するグリル満天星のスペシャルメニュー 5,500円※描き下ろしイラストを使⽤した「双璧からの紹介

状」の特典付

■⽇本橋三越本店 新館9階 グリル満天星 2022年7⽉27⽇(⽔)〜9⽉7⽇(⽔)※オンラインストアでの予約注⽂

の上、ご来店ください。

〜メニュー内容〜

【ドリンク】アプフェルショーレ（リンゴジュースの炭酸割）

【前菜】ヴァイスブルストのサラダ仕⽴て

【スープ】冷たいじゃがいものスープ

【メイン料理】ハンブルグステーキデミグラスと南の島豚⿊ビール煮込み

【デザート】チョコレートアイス  コーヒーまたは紅茶またはハーブティー

銀河英雄伝説 Die Neue Theseとは

数々のヒット作を⽣み出した⼈気作家、⽥中芳樹の代表作「銀河英雄伝説」。1982年に第1巻が刊⾏されて以来、

本伝10巻、外伝5巻の⼤⻑篇⼩説として、累計1500万部のセールスを記録。今なお増刷が続いています。1988年

からはアニメシリーズが本伝110話、外伝52話、⻑篇3作という圧倒的なボリュームで展開され、さらに多くのフ

ァンを獲得しました。

そして、2018年4⽉、Production I.Gが改めて新作アニメーションとして 「銀河英雄伝説 Die Neue These」を

制作。新たな声優陣、最新の技術での艦隊戦、新たな解釈で描かれた本作は、テレビにてファーストシーズン（第

1話〜第12話）そしてセカンドシーズンとなる「星乱」（第13話〜第24話）が2019年に映画館でイベント上映。

銀河英雄伝説ファンのみならず、幅広いアニメファンに話題となりました。2020年4⽉からはOP、EDを新たに全

24話をNHK Eテレにて放送。 

2022年3⽉〜6⽉には、サードシーズン「激突」（25〜36話）が映画館にてイベント上映され、フォースシーズン

「策謀」は全三章を2022年9⽉から3か⽉連続上映します。

三越伊勢丹のメディア芸術部⾨とは



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

  2021年4⽉に三越伊勢丹のオンラインストア・デジタルサービス・デジタル関連新規事業を担う当時のオンライ

ンクリエーション部内にデジタル事業運営部メディア芸術専⾨部署を創設しました。

メディア芸術分野（映画・ゲーム・マンガ・アニメーション・エンターテイメント）に、三越伊勢丹のリソース

（商品企画⼒・都内複数の店舗とオンラインストア等）を掛け合わせ、ファッションや最先端のフィルターを通し

た新たな顧客体験を提供するとともに、百貨店と従来接点が少ないお客さまを始め、芸術に関⼼の⾼いお客さまと

の顧客接点拡⼤も視野に⼊れた新しいビジネスモデルを推進していきます。

【三越伊勢丹メディア芸術Twitter】https://twitter.com/im_MediaArts #三越ノイエ銀英伝 

※価格はすべて税込みです。

※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。予めご了承ください。

©⽥中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 

 

◎ 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 >  前回好評を博した銀河英雄伝説 Die Neue Theseと⽇本橋三越本店のコラボレー

ションが再び︕本企画のための描き下ろしイラストも登場。

イベント

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア 漫画・アニメ

銀河英雄伝説 三越ノイエ銀英伝 三越 コラボ シェーンコップ キルヒアイス ノイエ銀英伝
三越銀河⽀店 ラインハルト ヤンウェンリー

このプレスリリースをシェアする

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。

1

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2220&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002220.000008372.html
https://twitter.com/im_MediaArts
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/release_type_id/02
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/003/lv2/10/
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/007/lv2/20/
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E9%8A%80%E6%B2%B3%E8%8B%B1%E9%9B%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%B8%89%E8%B6%8A%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%A8%E9%8A%80%E8%8B%B1%E4%BC%9D
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%B8%89%E8%B6%8A
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%AD%E3%83%AB%E3%83%92%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%A8%E9%8A%80%E8%8B%B1%E4%BC%9D
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%B8%89%E8%B6%8A%E9%8A%80%E6%B2%B3%E6%94%AF%E5%BA%97
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%88
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=2220
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%89%8D%E5%9B%9E%E5%A5%BD%E8%A9%95%E3%82%92%E5%8D%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E9%8A%80%E6%B2%B3%E8%8B%B1%E9%9B%84%E4%BC%9D%E8%AA%AC%20Die%20Neue%20These%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A9%8B%E4%B8%89%E8%B6%8A%E6%9C%AC%E5%BA%97%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%8C%E5%86%8D%E3%81%B3%EF%BC%81%E6%9C%AC%E4%BC%81%E7%94%BB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%8F%8F%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%82%8D%E3%81%97%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%82%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%80%82&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000008372.html&via=PRTIMES_JP
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1495958567142613&display=popup&href=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000008372.html
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002220.000008372.html


https://www.mistore.jp/store/nihombashi/event_calendar/grill/safe.html
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/important_news/importantnews_detail012.html


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




https://r.gnavi.co.jp/frrhjy0f0000/
https://www.mistore.jp/store/nihombashi/access.html


 

 

 

2022年 6月 30日 

株式会社 京王百貨店 

2年ぶりに営業を再開 

「京王アサヒスカイビアガーデン」が 6月 30日(木)オープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）では、6月 30日（木）から 9月 11日（日）まで、新

宿店屋上にて「京王アサヒスカイビアガーデン」を営業します。昨年は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置により営

業休止としたため、2年ぶりの再開です。屋上の開放的な空間のなか、西新宿の夜景を眺めながらビールとこだわりのフ

ードメニューを満喫できる当社のビアガーデン。今夏はメニューを一新し、午後 5時から午後 7時までの来店限定で飲

み放題 1時間付きコースメニューが楽しめる「メキシカンアワーset」（2,500円）など、飲み放題付きコースメニュー全

4種類をそろえます。ドリンクは、アルコール・ソフトドリンク合わせて 30種類以上がセルフサービスの飲み放題で楽

しめます。ビアガーデンの要である生ビールは、今年フルリニューアルした「アサヒスーパードライ」を提供します。 

 

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、竹田、成田、島田） 

 

◆会期：6月 30日（木）～9月 11日（日） 

◆会場：京王百貨店 新宿店 屋上 

             ◆営業時間：午後 5時～午後 10時 

            ※ラストオーダー午後 9時まで 

               ※全席禁煙 ※荒天時は営業中止 

◆休業日：8月 16日（火）＜店休日＞ 

◆予約・問い合わせ：午後 3時～午後 9時 

03-5321-5349＜直通＞ 

（） 
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■再開を記念したスペシャルメニューやハッピーアワーメニューが登場。                               

京王アサヒスカイビアガーデンの再開を記念して、海鮮と肉が楽しめる「asahi×keio Special メニュー」（4,800円）を提供

するほか、「照り焼きチキントルティーヤのカジュアル set」(4,200円)、「ビーフステーキ&ポークグリル贅沢ミートコンボ set」(5,500

円)が、飲み放題 2時間付きコースメニューとしてそろいます。また、「飲み放題 1時間付き メキシカンアワーset」（2,500

円）は、ピークタイムの混雑を避けて、ビアガーデンを気軽に利用できます。そのほか、アラカルトメニューはワンコイ

ンに統一。焼きそば、枝豆、フライドポテト、ナゲット、スイカシャーベットを各 500円で提供します。 

 

＜1＞【飲み放題 2時間付き】 

asahi×keio Special メニュー 

（4,800円） 

 

コース内容 

・海鮮 肉 MIX 

・ガーリック枝豆 

・ポテトフライ 

・ナゲット 

・ブルスケッタ 

 

 

＜2＞【早特割 飲み放題 1時間付き】 

  メキシカンアワーset  

   （2,500円） 

 

 コース内容 

  ・スパイシーミート トルティーヤ 

・ガーリック枝豆 

・チーズナチョス 

・ナゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はすべてイメージです 
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2022 年 7 月 1 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：仲岡一紀)新宿店では、7 月 21 日(木)～8 月 2 日(火)の

期間、「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催します。 

2018 年以降、毎年内容をリニューアルしながら開催する人気イベント「おひさまマーケット」。イベン

ト限定品をはじめとする 800 アイテム以上がそろうほか、会場には「くまのプーさん」の絵本をデザイン

したフォトウォールなども登場します。 
  

■“大人カワイイ”イベント限定グッズが勢ぞろい 

プーさんの絵本の１ページをデザインした 2022 年バージョンの限定グッズが登場。大人も取り入れや

すい落ち着いたアースカラーのアイテムなどがそろいます。 

 

  

 

 

 

 

   

 
  

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（竹田、千脇、成田、島田） 

京王百貨店新宿店にて 「『くまのプーさん』おひさまマーケット」を初開催 

 会期：7月 21日（木）～ 8月 2日(火) 

会場：京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ※最終日 17時閉場 

 

 

(写真左) 
「ぬいぐるみ M（Bookバッジ付き）」 
(約縦 22.5×横 20.5×奥行 15.0㎝)  
4,070 円 ＜限定 500体＞  
※お一人様 2体まで 

 
 

© Disney 

Based on the "Winnie the Pooh” works 

by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

 

（写真中央） 
「マスコット」(約縦 15.5×横 12.0×奥行 6.0㎝)  
2,090 円 ＜限定 600体＞  
※お一人様 2体まで 

 
 

（写真右） 
「タオルハンカチ」(約縦 25.5×横２5.0㎝)  
660円 
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■壁一面にプーさんの絵本のページが登場！ 

絵本のページを次々とめくっているかのような遊び心のある活字とイラスト

が会場の壁面を飾り、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。 

 

■缶バッジがもらえる「プーさんとなかまたちクイズ」 

会場では、「カウントゲーム」「まちがい探し」の 2 種類の「プーさんとなかま

たちクイズ」を実施。会期中、クイズに正解した各日先着 100 名様に「オリジナル

缶バッジ(直径 32 ㎜)」を一つプレゼントします。 

 

■お買い上げプレゼント 

会期中、会場にて 1 会計税込 3,000 円以上お買い上げの各

日先着 100 名様に「オリジナルビッグポストカード(日替わ

り、全 7 種)」を 1 枚、さらに税込 5,000 円以上お買い上げ

の先着 300 様に「オリジナル不織布トートバッグ」を 1 点プ

レゼントします。 

 

  

 

① ミニポーチ［全 2種］ (約縦 11.8×横 15.6㎝) 各 1,100円 

② トートバッグ［全 3種］（約縦 42.0×横 38.0㎝、持ち手含まず） 各 1,980円 

③ コルクコースター（約縦 9.1×横 9.2㎝） 550円 

④ ハニーレモンティー（約直径 8.5×高さ 10.5㎝ 一瓶、ハニーレモンティーバッグ 8個入） 1,760円 

⑤ デコレーションビッグマグネット（約縦 10×横 18.2㎝） 550円 

⑥ A5 クリアファイル（A5サイズ） 各 220円 

⑦ 80ページメモ（約縦 21.0×横 14.8㎝  80柄、フルカラー） 1,320円 

⑤ ⑥ ⑦ 

③ ④ ①  ② 

※画像はイメージです 

※お一人様１日各１点限り 

※なくなり次第終了 



 

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 成田、千脇、竹田、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 7月 8日 

株式会社 京王百貨店 

期間限定ショップ「SHIRO T」を開催中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、8月 3日(水)までの期間、1階イ

ベントスペースにて自主編集で運営する期間限定ショップ「SHIRO T」を開催しています。無地 Tシャツのほ

か定番人気のシンプルなデザインや、プリント Tシャツ、素材にこだわったものなどさまざまな白 Tシャツを

展開。トレンドに左右されず老若男女問わず取り入れやすいユニセックスの白Ｔシャツをそろえます。期間

中、計 16ブランドが一堂に会し、アクセサリーやバッグ、つけ襟など合わせて楽しめるコーディネートアイテ

ムも展開しています。 
 
■百貨店に初出店の日本製白 Tシャツ専門店「TORIHS

ト リ ス

」を含む 16ブランドの白Ｔシャツが勢ぞろい 

＜商品一例＞ 

   

 
 

●コーディネートアイテムのほか、都内 POPUPに初登場のクリーニング店が手掛ける“白Ｔ”ケアにおすすめの洗剤もそろえます 

＜商品一例＞ ※写真はイメージ 

   

 

 

◆京王百貨店 新宿店 1 階イベントスペース ◆会期：開催中～8 月 3 日(水) 

 

 

 

新宿店公式 LINE ミニアプリの登録と、税込 5,500 円以上の商品お買い上げで「とみおかクリーニング」洗剤
サンプルをプレゼント ※なくなり次第終了 

百貨店初出店の白 Tシャツ専門店をはじめ 14ブランドの白 Tシャツが登場 

 

LACOSTE
ラ コ ス テ

 （カットソー：6,050 円） 

  
TORIHS
ト リ ス

(NEW)    

 

 

Dignite
デ ィ 二 テ

 collier
コ リ エ

 （カットソー：8,690 円） 

SERIKA
セ リ カ

 (NEW) V
ヴイ

. D
ディ

. L
エル

. C
シー

 (NEW) Koaniani
コ ア ニ ア ニ

（NEW) とみおかクリーニング （NEW） 
「オリジナル・粉末洗濯洗剤」(ミルク缶
入り )ステンレス軽量スコップ付き」
2,420 円 

 ※写真はイメージ   



 

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 成田、千脇、竹田、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 7 月 15 日 

株式会社 京王百貨店 

期間限定イベント「だるチャンのおうち出張 in新宿」を開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、7 月 21 日(木)～27 日(水)までの

期間、6 階イベントスペースにて期間限定イベント「だるチャンのおうち出張 in 新宿」を開催します。「「日本

三大だるま市」の一つ、京王線沿線・調布市にある深大寺のだるま市からうまれたキャラクター「だるチャ

ン」。深大寺の入口近くに店を構え、地域の女性たちが中心となり、「もったいない」「とことん使い切る」「再

生」をキーワードにオリジナルのだるまグッズを手掛ける「だるチャンのおうち」が新宿店に初出店します。

地域の活性化を目指し、手作りの一点物のだるまグッズをはじめ、古布や端切れ、おが屑粘土等をリユースし

て作っただるまなどをそろえるほか、夏休みに親子で楽しめるワークショップも実施します。 

 
■だるまグッズのほか好きな布を選んでオリジナルの“ちょう布だるま”が作れるワークショップも 

 調布の「布」をテーマに布を貼って作ることから“ちょう布だるま”と呼ばれ、

真っ白なだるまに願い事を書いた上に、古布や着物地、浴衣地などお好きな布を貼

り、顔を描いて完成させます。オリジナルの“ちょう布だるま”が作れるお子様に

も人気のワークショップが新宿で体験できます。 

「ちょう布だるま作り」4,400円 

各日 14時～／所要時間 120分／各日定員 8名 

 

【ちょう布だるま】 

 

 

 

 

 

 

 

【そのほかのワークショップ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆京王百貨店 新宿店 6 階イベントスペース  

◆会期：7 月 21 日(木)～27 日(水) 

東京・調布市・深大寺だるま市の地で生まれた“だるチャン” 

 

 

 

  

 

  

 

① 「だるマグネット作り」2,200円 

各日 11時～／所要時間 60分 
／各日定員 8名 

 

② 「ちいだるま絵付けと座布団作り」3,300円 
      各日 12時～／所要時間 90分 

／各日定員 8名 

※完成イメージ 

 

 

※イメージ 

 

 

※画像は完成イメージ 

 

 



 

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 7月 19日 

株式会社京王百貨店 
 

約 30のショップ・ブランドが参加する 17時以降のお得なサービス 

「夕涼みサービス」を実施します 

7月 21日(木)～8月 15日(月)  ◆京王百貨店 新宿店 
    

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、7月 21日（木）～8月 15日

（月）の期間、17時以降の対象ショップご利用で割引きやお買い上げプレゼントなどの特典が受けられる「夕

涼みサービス」を実施します。猛暑により日中の外出を控えるという方が増えることを想定し、日差しや気温

が落ち着く夕方以降の来店促進施策として当社公式 LINEミニアプリ※の会員様を対象に、期間中、食品・化

粧品売場を中心とした約 30のショップ・ブランドで使えるクーポンを配信します。 
 

※「京王百貨店 新宿店 LINE ミニアプリ」「Keio BEAUTY LINE ミニアプリ」の両アプリが対象。同アプリは、各 LINE公式アカウントの

友だち登録と京王パスポートカード（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）の IDを連携すると利用可能なサービスです 

 

■参加ショップ・ブランドカテゴリー 

【京王百貨店 新宿店アプリ】食品、婦人靴、スポーツ用品などの食品・日用品 

【Keio BEAUTYアプリ】化粧品、美容雑貨、ドラッグストア取扱商品などの生活雑貨 

 
■割引・サービス一例 （一覧は HPにて掲載）   

◆https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/000704.html 

＊参加ショップ・ブランド内の指定商品、特定サービスが対象 
 

＜京王百貨店 新宿店アプリ 配信クーポン一例＞ 

・中地階 「一番舘」 

神戸発祥のチョコレートショップ。税込 1,000円以上のお買い上げでお菓子［クッキー（紅茶・レモン）を各 1個

ずつ］をプレゼント ※各日先着 30名様 
 
・1階 「銀座かねまつ」 

婦人靴ブランド。1点以上（セール品可）のお買い上げでオリジナルエコバッグをプレゼント※会期中先着 20名様 

 

＜Keio BEAUTYアプリ 配信クーポン一例＞ 

・１階 化粧品売場 

1レシート税込 5,500円以上お買い上げで 500円割引（一部除外ブランドあり）※会期中先着 100名様 
 

・8階 「ニホンドウ漢方ブティック」 

店頭商品を税込 1,000円以上のお買い上げでサンプルをプレゼント ※会期中先着 20名様 
 

※ご利用の際は、各アプリに配信されるクーポン画面をご提示ください。先着数のあるサービスは、終了している場合があります 
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松屋は、本格的なアフターコロナを見据え、コロナ禍でも需要の高かった分野への投資やリアル店舗の存在価値を

追求することを目的に銀座店の改装を実施し、8 月 5 日(金)より順次オープンします。コロナ禍を経て変化した新たな

ライフスタイルや価値観などお客さまのお声に対応し、更に日常生活を楽しめる売場づくりを提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回改装となるフロアは「1 階 化粧品売場」、「地下 2 階 冷凍食品売場」、「7 階 ライフスタイル売場」の大きく

３つになります。 

１階フロアは「婦人雑貨」を 3 階へ移設し「化粧品」売場を拡充。カラーメイクとフレグランスをゾーニングし強

化します。新しく 7 ブランドが入店するほか、6 ブランドをリニューアルし、計 13 ブランドが新しく生まれ変わりま

す。 

また地下 2 階一部フロアのリニューアルでは、松屋自社運営にて、常設の冷凍食品コーナーを新設。中食市場の高

まりを背景に、当社オリジナルシリーズで銀座に店を構える名店を集めた「銀ぶらグルメ」をはじめ計 50 種のブラン

ドを取り揃えます。 

さらに 7 階ライフスタイルフロアには、暮らしのアイデア提案型の売場として自社編集の「THE HOME」ゾーンの

新設とギフト売場を刷新。イエナカ需要やパ―ソナルギフト需要に応え、それぞれにあったサービスを提案していき

ます。 

新しく生まれ変わる松屋銀座にぜひご期待ください。 

銀座地区”初”ブランド入店 自社運営の冷凍食品売場を新設 

カラーメイクとフレグランスを強化し、化粧品売場を拡充 

 

コロナ禍を経て変化した新たなライフスタイルや価値観に対応 

松屋銀座 改装・リニューアル 
「１階 化粧品売場」「地下２階 冷凍食品売場」「7 階 ライフスタイル売場」 

2022 年 8 月 5 日(金)より順次オープン 



2 

 

＜各フロア リニューアル概要＞ 

地下 2 階 8 月 31 日（水）オープン予定 

 

共働きや単身世帯の増加やコロナ禍でのテイクアウト、デリバリーなど中食への意識の高まりに応え、「おいしさと

笑顔の引き出し」をコンセプトに、自宅でもお店の味を楽しめるよう、松屋らしい高品質にこだわった冷凍食品売場

を自社運営にて展開します。銀座の名店をはじめとする名だたるレストランやパティスリーと交渉を重ね、この機会

に合わせ冷凍食品の開発を依頼。他にはないハイスペックなラインナップを実現しました。自宅に本格的な美味しさ

をストックいただくことがフードロス削減やレストランの売上向上に繋がり、作る人、食べる人だけでなく、製造者、

生産者も笑顔にします。 

 

■取り扱い数 約 50 ブランド 350 種類  

（和洋中惣菜、パン・ピザ類、麺・米飯、菓子アイス、ミールキット、素材など） 

■売場面積 約 10 坪 

■売上目標 2022 年 9 月～2023 年 2 月（以下、下期）5000 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストランが作る冷凍食品！あの銘店の味を自宅で楽しめる！「銀ぶらグルメ」 

銀座の名店４店による冷凍食品ブランド「銀ぶらグルメ」が松屋銀座でデビュー。コロナ禍で来店いただけなくても、

変わらぬ美味しさを届けたいとお店の味を急速冷凍機でそのままに再現しています。 

 

 

 

※イメージ画像 

「GINZA FROZEN GOURMET」コーナー 

冷凍食品売場 

松屋自社運営の冷凍食品常設売場「GINZA FROZEN GOURMET（ギンザ フローズン グルメ）」 

 

＜銀座ピエスモンテ＞ ＜銀座みかわや＞ ＜銀座日東コーナー1948＞ ＜銀座吉澤＞ 
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松屋銀座デビューや先行販売商品が続々と登場！ 

「ギンザフローズングルメ」では、オープンに合わせて開発された名店の至極のメニューの数々がラインナップ。 

老舗鶏料理店「玉ひで」の親子丼の素や、宝石のように美しいパフェが人気の「パティスリィ アサコイワヤナギ」の

ジェラートパルフェなど、松屋銀座限定や百貨店初登場の商品が並びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷凍食品のキラーコンテンツ「ピザ」＆「餃子」もハイクオリティ！ 

ミシュランガイド掲載店「PST ROPPONGI」のピザや、神戸の老舗餃子専門店「元祖ぎょうざ苑」の餃子など、冷凍

食品定番アイテムも一味違う逸品が揃います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本各地の鮮魚をお届け！「凍眠市場」 

全国の海の幸を浜隣接の加工場などでさばき、新鮮なうちに、液体急速凍結機「凍眠」で冷凍。まるで産地で味わうよ

うなおいしさをいつでも解凍して楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百貨店初登場 

＜ファイヤーグリル＞ 

百貨店初登場 

＜玉ひで＞ 

松屋銀座限定 

＜パティスリィ アサコイワヤナギ＞ 

百貨店初登場 

＜シンガポール リパブリック＞ 

百貨店初登場 

＜PST ROPPONGI＞ 

関東百貨店初登場 

＜元祖ぎょうざ苑＞ 
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１階 化粧品 8 月 5 日（金）より順次オープン（8 月 17 日（水）最多オープン） 

 

＜カラーメイク＞ 

新たにアールエムケー、シュウ ウエムラ、スック（３ブランドとも 8/17）を迎え、コロナ禍によるマスク生活の定

着、行動制限がなく人と会う機会が増えたことによるカラーメイクへの需要の高まりや段階的に増加傾向にあるイン

バウンド市場を見据え、日本発ブランドを集約し、訪日観光客や Z 世代を意識した売場づくりを提案します。また、

価値観や価格帯が多様化する中でも、タッチアップやイベントなどエキサイティングなブランド体験サービスを創生

し、実店舗の魅力向上を目指します。 

 

＜フレグランス＞ 

おうち時間が増えたことやリモートワークの定着による、家でのオンオフ切り替えなど、「香り」へのニーズが高ま

っていることを受け、新たにディプティック（8/5）、ノーズショップ（8/29）、銀座地区では初となるオフィシーヌ・

ユニヴェルセル・ビュリー（8 月末）を迎え、より上質な生活を送るために注目が集まる「香り」を中心に、ライフス

タイルを豊かにするラインナップをご提案します。 

 

■取り扱い数   全 43 ブランド 

■新ブランド   全 7 ブランド（アールエムケー／シュウ ウエムラ／スック／ディプティック／ノーズショップ／ 

オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー／エムティー メタトロン） 

■リニューアル  全 6 ブランド（アンプリチュード／マック／イソップ／シスレー／ジルスチュアート／ 

オブ・コスメティックス） 

■売場面積    231 坪（約 2 割拡大） 

■売上目標    下期 前年比 115％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化粧品売場 

世代も性別も超えてポジティブに楽しむ「カラーメイク」とライフスタイルを豊かに彩る「フレグランス」

を充実 

＜スック＞ ＜アールエムケー＞ ＜ディプティック＞ 

8/17 

オープン 

8/17 

オープン 

8/5 

オープン 
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7 階 「THE HOME」ゾーン／ギフトラウンジ「おりふし」 8 月 31 日（水）オープン予定 

 

 コロナ禍を経てニーズの高まったイエナカ需要や変化したライフスタイルにより好調の家具カテゴリーを強化、「暮

らしのクリエイティビティを刺激する」をテーマに、スタイリングのヒントから、カラーコーディネート、照明の使い

方など「暮らしのアイデア」が詰まった場所として、リアル店舗での新しい価値向上を目指します。また、提携ショー

ルームの充実やインテリアローンの導入などサービス機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

法人需要や引き出物などの需要に加え、よりパーソナルな、大切な人への特別なギフトや会う時に渡すプチギフト

の需要が高まり、さらに今後はインバウンドニーズが見込まれます。ギフトアドバイザーによるコンサルティング、

厨子屋を軸とした仏事関連相談の充実、風呂敷など贈り方にこだわる方へ向けたサービスの充実を図り、こだわりと

感動を重視した「日本の美しい贈り方」を提案する売場へ生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おりふし」とは・・・ 

季節、時候、その時々を表す古文単語「をりふし」、物事の決まり、けじめ、礼儀作法、年中行事の意味の単語「折目」、

物事（気持ち）の区切り目を表す単語「節目」を合わせた言葉です。 

 

 

 

 

＜マルニ木工＞ ＜ロルフベンツ＞ 

ライフスタイル売場 

従来の家具売場からライフスタイル提案型の売場として「THE HOME」ゾーンを新設し、 

パーソナルなギフトの需要増、松屋らしい「贈り方」を提案するギフトラウンジを「おりふし」として刷新 

 

Photography: Nacása & Partners 

Inc. 

＜厨子屋＞ ＜リヤドロ＞ ＜開花堂＞ 

＜エコスマートファイヤー＞ 
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【THE HOME】 

■展開ブランド 

カンディハウス／マルニ木工／ペルシャジャパン／カール・ハンセン＆サン／レ・クリント／バング＆オルフセン 

／エコスマートファイヤー 

■提携ショールーム数 60 社（改装前比＋９社） 

■売上目標     下期 前年比 160％（区画対比） 

 

【おりふし】 

■展開ブランド 

厨子屋／開化堂／リヤドロ／クリストフルほか約 20 ブランド 

■売上目標        下期 前年比 115％（区画対比） 

 

【その他、改装対象売場・ショップ】 

8 月 きものサロン／フェイラー／ギャラリー／フォンテーヌ／ワイズフォーリビング 

11 月 メガネサロン／漢方みず堂 

2 月 バルミューダ 



報道関係資料                                      2022 年 6 月 
株式会社松屋 

久しぶりに行動制限のない今年の夏は、厳しい暑さが続くと見られる中、松屋銀座では、植物やヒーリングミュ
ージックなど開放的で癒しのあるビアガーデンを開催。百貨店ならではの安心・安全な環境で、上質なお肉やフ
レッシュハーブと種類豊富な生ビール、微アル＆ノンアルコールドリンクをお楽しみいただけます。 
 

 スタンダード BBQ プラン  

5,500 円（120 分／飲み放題付き） 
〔コース内容〕 
BBQ 盛り合わせ（国産牛／国産豚／ソーセージ／ベーコン／野菜の盛り合わせ）／ 
トルティーヤチップス／マリネチキンとキヌアのパワーサラダ／ 
フレッシュハーブ＋スパイス調味料／グリーンリーフ／ 
〆のガーリックライス／三ツ矢サイダーを使ったフルーツポンチ 

※飲み放題メニュー  

生ビール 4 種（アサヒスーパードライ、アサヒ生ビール（マルエフ）、アサヒ生ビール黒生、ペローニ ナストロアズーロ）／ 

ハイボール／サワー／ワイン（赤、白、スパークリング）／アサヒドライゼロ（ALC.0.00%）／モヒート気分（ALC.0%）／ 

ミントアイランドティー（ALC.0%）／アサヒビアリー（ALC.0.5%）／ビアリーシャンディーガフ（ALC.0.5%未満）／ 

ハイボリー ジントニック（ALC.3%）／ハイボリーハイボール（ALC.3%）／ソフトドリンク各種 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 プレミアム BBQ プラン  

8,000 円（120 分／飲み放題付き） 
黒毛和牛や有頭海老など BBQ 食材がグレードアップ。さらに「なだ万厨房」のオードブルが

セットになり、「グローバルビール」や「サステナブルクラフトビール」も飲み放題に。 
〔コース内容〕 
BBQ 盛り合わせ（黒毛和牛／”道産”テクセル／平飼い地鶏／霧島黒豚／シーフード／野菜の盛り合わせ）
／「なだ万厨房」の逸品／マリネチキンとキヌアのパワーサラダ／フレッシュハーブ＋スパイス調味料／

グリーンリーフ／〆のカリフラワーライスリゾット／三ツ矢サイダーを使ったフルーツポンチ 
※飲み放題メニュー 
スタンダードプラン ＋ グローバルビール（ピルスナーウルケル、グロールシュ プレミアムラガー、ブリュードッグ パンク IPA）／ 

サステナブルクラフトビール（日替わり：蔵前 BLACK、蔵前 WHITE、さんむ RED、狭山 GREEN） 
 

         ※表示価格はすべて税込です 
 

 

 ショップデータ                                     
 
■期間    7 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）  計 92 日間 
■営業時間  平日   午後 5 時～午後 10 時 （最終入店 午後 8 時） 

土日祝  午後 4 時～午後 10 時 （最終入店 午後 8 時）   *荒天時 close 

■席数    150 席  

■予約     完全予約制  

WEB 予約 https://www.matsuya.com/ginza/events/2022/0624/beer-garden2022/ 

       電話予約  050-5493-8406 予約専用ガイダンス 

 

梅雨が明け、早くも夏到来！ アフターコロナは開放的な屋上で乾杯！ 
～「適量飲酒」への意識の高まりに対応し、微アル・ノンアルも強化！～ 

松屋銀座「癒されるビアガーデン」 

7 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）  松屋銀座 屋上 
https://www.matsuya.com/ginza/events/2022/0624/beer-garden2022/ 

https://www.matsuya.com/ginza/events/2022/0624/beer-garden2022/
https://www.matsuya.com/ginza/events/2022/0624/beer-garden2022/
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えびす屋…１９９２年創業、浅草のほか、京都、鎌倉など全国の主要観光地で人力車を走らせています。 

常盤堂雷おこし本舗…創業 200 年以上の長い間、浅草みやげの代名詞「雷おこし」を作り続ける老舗です。 

＊浅草企画…コロナ禍で来街の減った浅草を盛り上げようと松屋浅草が声をかけ 2020 年 9 月に初企画。今回 5 回目。 

 
 

もうすぐ夏休み。松屋浅草は、街の皆様とタッグ

を組み、浅草を満喫できるスペシャル企画をご

用意しました。猛暑でも爽快で、人との距離も

保てる人力車でとらやのかき氷を食べながら浅

草の歴史を学び、リニューアルしたばかりの施設

内で雷おこしの工場見学、おこし作りも楽しむ

浅草満喫ツアーです。夏休みのお子様に役立

つ「自由研究プラン」も。遠出は控えたいけれど

夏休みの思い出を作りたい方にピッタリです。 

 

夏休みの思い出に、近場の浅草を家族で満喫！ 

松屋浅草×「とらや」×「常盤堂雷おこし本舗」×人力車「えびす屋」  
 

夏休み 浅草満喫セット  
 

夏休みのお悩みも解決！「自由研究コース」もご用意 

７月２３日(土)－８月３１日(水) ＊事前予約制 ７月１６日(土)より受付開始  

松屋浅草×「とらや」×「常盤堂雷おこし本舗」×人力車「えびす屋」 夏休み浅草満喫セット 

■価格：１組２名 税込１１，０００円 

■内容：人力車（乗車時間約２０分）・とらや宇治金時（2 名様分） 

        常盤堂雷おこし本舗 5656 会館「雷おこし製造体験」と 

今年４月に新設した工房見学（所要時間約 40 分） 

      浅草梅園「どら焼き」と銀座文明堂「浅草三笠山」のおみやげ付（2 名様分） 

■申込：松屋浅草 １階 ギフトカウンタ－ ご来店かお電話にてご利用の３日前迄に要予約     

        電話番号 ０３－３８４２－１１１１（大代表）午前 10 時-午後 6 時 30 分 

＊期間中、毎週月曜日は予約不可 

【お子様連れ限定！自由研究プラン】 １グループ税込１，1００円プラス 

（追加内容）・雷おこし工房見学*に専任スタッフ解説付き 原材料や工程を詳しく解説 

・雷おこし製造体験で自由研究コース限定「ラムネ味」「カレー味」ご用意 

・和柄の巾着に入った雷おこし「江戸いろは」のおみやげ付（2 名様分） 

・人力車では浅草三大祭りの由来、雷おこしと浅草の関係など浅草の 

歴史を車夫より説明    ＊雷おこし工房は日曜お休みにつき個別解説にて対応 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

 

 

 

 

 

株式会社近鉄百貨店は、新業態のフルーツカフェ「フルフルール」を立ち上げます。第一号店は、あべ

のハルカス近鉄本店にある日本最大級のレストラン街「あべのハルカスダイニング」12 階に、８月３日

（水）にオープンします。 

「フルフルール」は、“旬のフルーツを一番美味しいタイミングで提供すること”にこだわっています。時季

に合わせ旬のフルーツだけを厳選し、提携企業が持つ契約農家から店舗への独自の物流ネットワークを

使って、一番美味しいタイミングでお客様に提供します。看板メニューである「フルフルールコース」は、 

旬のフルーツとスイーツをお好きなだけお召し上がりいただき、心ゆくまで堪能できるメニューとなって 

います。 

「フルフルール」は、井上商事株式会社からノウハウ提供を受け、近鉄百貨店がフランチャイズ形態で

運営します。フルーツカフェ事業「フルフルール」オープンにより、当社のフランチャイズ事業は 15 業種とな

り、今後は近鉄百貨店各店への展開も予定しています。 

近鉄百貨店は、2021 年４月に発表した中期経営計画（2021-2024 年度）の基本方針のひとつに「百貨

店の強みの収益事業化」を掲げ、フランチャイズ事業の強化に積極的に取り組んでいます。2021 年度の

FC 事業における売上は 100 億円を達成し、2022 年度は 150 億円の売上を目指します。 
 

【店舗概要】 

１．店舗名      「フルフルール あべのハルカス近鉄本店」 

２．所在地       大阪市阿倍野区阿倍野筋１-１-43 あべのハルカスダイニング 12 階 

３．店舗面積      149.3 ㎡（45.2 坪） 

４．客席数       58 席 

５．オープン日     2022 年８月３日（水） 

６．営業時間      11：00～23：00 

７．メニュー例     ○フルフルールコース 

            （ウェルカムプレート、お食事、フルーツ、スイーツ、ドリンク） 

             ※フルーツとスイーツはお好きなだけお召し上がりいただけます 

○フルーツ＆スイーツセット ○パフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルーツカフェ「フルフルール あべのハルカス近鉄本店」８月３日（水）オープン 

～ フランチャイズ事業としては 15 業種目となります ～ 

イメージ フルフルールロゴ 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

＜「フルフルール」のこだわり＞ 

●“旬のフルーツを一番美味しいタイミングで提供” 
フルフルールで提供するフルーツは、その時季に旬を迎えるフルーツだけを厳選して提供します。一年

を通して、その時季に一番美味しいフルーツをお楽しみいただけます。 

また、フルーツは提携企業が持つ契約農家から店舗への独自の物流ネットワークを使って、しっかりと

熟したものを収穫し、鮮度の高いままスピーディに店舗に運ぶことで、フルーツを一番美味しい状態でお

客様に提供することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ワゴンサービスによるワクワク感を演出 
スイーツを乗せたワゴンをお客様の席まで運び、その中

から選んでいただく楽しみを演出します。ご注文いただい

た後は、「見ても美しく、食べても美味しい」を意識し、一皿

ずつ盛り付けた状態で提供します。 

各テーブルでの注文形式により、座ったまま落ち着いた

空間で料理やスイーツを楽しむことができます。 

 

 

 

＜メニュー例＞ 
●フルフルールコース 3,480 円 

・ウェルカムプレート 

・お食事（食事メニューより１品） 

・フルーツ（おかわり自由） 

・スイーツ（おかわり自由） 

・ドリンク（セットドリンクメニューより１杯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パフェ（マンゴー・メロン） 各 2,000 円 

旬のフルーツたっぷりのパフェ 

※フルーツは時季により異なります 

マンゴーパフェ メロンパフェ フルフルールコース(写真は一例) 

スイーツイメージ 

フルーツの栽培の様子（イメージ） 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

ご参考 当社のフランチャイズ事業の現状について 
○出店実績  14 業種 44 店舗（2022 年６月末現在） 

○店舗一覧 
事業種別 店舗名 オープン日 

東急ハンズ事業 東急ハンズ奈良店 2016 年４月 27 日 

 プラグスマーケット草津店 2020 年２月 21 日 

 プラグスマーケット四日市店 2022 年４月 20 日 

コンビニエンスストア事業 ファミリーマート天王寺公園エントランス店 2015 年 10 月１日 
 ファミリーマート天王寺公園茶臼山店 2016 年３月 19 日 
 ファミリーマートサンロード店 2016 年６月 17 日 
 ファミリーマート四日市店 2016 年９月 16 日 
 ファミリーマートあべの Hoop 店 2016 年 11 月 16 日 
 ファミリーマート天保山マーケットプレース店 2017 年３月 18 日 
 ファミリーマート近鉄奈良店 2019 年６月１日 
 ファミリーマート近鉄橿原店 2019 年８月 20 日 

ベーカリー事業 ブロッドン近鉄四日市店 2016 年６月 29 日 

 ブロッドン近鉄奈良店 2017 年４月 26 日 

 ブロッドン近鉄生駒店 2017 年８月９日 

グロサリー・日配品事業 成城石井近鉄四日市店 2016 年９月１日 

 成城石井近鉄生駒店 2017 年６月 21 日 

 成城石井近鉄百貨店奈良店 2018 年３月 14 日 

 成城石井近鉄草津店 2018 年４月 18 日 

 成城石井近鉄橿原店 2019 年４月 17 日 

 成城石井あべの and 店 2019 年７月 19 日 

 成城石井あべのハルカス近鉄本店 2021 年４月 21 日 

 成城石井名古屋近鉄パッセ店 2021 年 10 月 1 日 

 成城石井 近鉄百貨店上本町店 2022 年６月 15 日 

メガネ事業 オンデーズあべのハルカス店 2016 年 11 月 25 日 

 オンデーズ近鉄四日市店 2017 年３月 29 日 

 

 

オンデーズ近鉄上本町店 2019 年３月 13 日 

オンデーズ近鉄草津店 2020 年２月 21 日 

カタログギフト事業 

 

 

 

 

リンベル あべのハルカス店 2017 年９月１日 

リンベル 上本町店 2018 年３月 28 日 

リンベル 奈良店 2018 年３月 28 日 

リンベル 橿原店 2018 年９月 12 日 

リンベル 四日市店 2018 年９月 14 日 

カフェ事業 タリーズコーヒー近鉄四日市店 2018 年３月７日 

 タリーズコーヒー近鉄奈良店 2019 年３月 15 日 

料理教室事業 ABC Cooking Studio 近鉄四日市スタジオ 2018 年６月 15 日 

 ABC Cooking Studio あべの and スタジオ 2018 年 11 月 16 日 

レンタルオフィス事業 SYNTH ビジネスセンター近鉄四日市 2018 年 11 月 20 日 

フィットネス事業 Bodies 近鉄草津スタジオ 2019 年 11 月１日 

 Bodies 近鉄上本町スタジオ 2020 年７月１日 

スイーツ事業 ビアードパパの作りたて工房 近鉄東大阪店 2020 年 12 月２日 

 ビアードパパの作りたて工房 近鉄生駒店 2021 年９月 1 日 

神農生活事業 神農生活 近鉄あべのハルカス店 2021 年４月９日 

ドラッグ事業 コクミンドラッグ 近鉄上本町店 2021 年６月 23 日 

レッグウェア・インナー事業 チュチュアンナ 近鉄パッセ店 2021 年 11 月 1 日 
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株式会社近鉄百貨店（以下近鉄百貨店）とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下 CCC）は、

台湾発セレクトショップ「神農生活」の POP-UP STORE を、香川県の「TSUTAYA 宇多津店」と、高知県

の「TSUTAYA 中万々店」にて、期間限定でオープンいたします。 

神農生活は、台湾で人気のバイヤーが厳選したこだわりの食・雑貨を取り扱うショップで、近鉄百貨店

が 2021 年４月９日にあべのハルカス近鉄本店内で国内１号店をフランチャイズ形態でオープンしました。 

神農生活の外部出店は、九州地区、関東地区、に続き、四国地区初出店となります。今後も、外部への

多店舗展開を目指してまいります。 

 

＜出店概要＞ 

 TSUTAYA 宇多津店 TSUTAYA 中万々店 

日程 ７月 26 日（火）～８月 28 日（日） ７月 27 日（水）～８月 28 日（日） 

場所 香川県綾歌郡宇多津町浜３-21-２ 高知県高知市中万々809 

営業時間 10:00～24：00 09：00～22：00 

面積 15 坪 15 坪 

販売商品 約 300 品目 約 300 品目 

キャンペーン 
３点以上お買い上げのお客様に台湾グッズをプレゼント（各店、各日先着 20 名様） 

※期間中毎日実施、在庫がなくなり次第終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾発食・雑貨セレクトショップ「神農生活」 

香川県・高知県の TSUTAYA２店舗で四国初のＰＯＰ-ＵＰ ＳＴＯＲＥをオープン 

TSUTAYA宇多津店 TSUTAYA中万々店 
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＜神農生活について＞ 

台湾発のライフスタイルショップ。バイヤーが台湾全土を回り“美味しさ”や“安心･安全”であることを基

準に、生産者から直接買い付けたこだわりの商品を数多く取り揃えています。またその洗練された空間デ

ザインやディスプレイに加えてパッケージデザインなども優れており、台湾国内だけでなく日本人旅行客か

らも注目され、多くの方々から絶大な支持を得ています。 

神農生活は３つのコンテンツ「神農生活（物販）」「食習（フード）」「茶市場（台湾茶にまつわるモノ・コト 

テーマパーク）」から成り立っています。 

①神 農 生 活 …“LESS IS MORE（より少ないことは、より豊かなこと）”をモットーに、生活を豊かにする、

自分たちが良いと認めた商品のみをセレクト。台湾らしい温かみのある雑貨や調味料、

工芸品や日用品などを取揃えています。 

②食 習 …郷土料理が生活における心の支えになることを提唱し、台湾の郷土料理を定食スタイ

ルで味わえるレストラン 

③茶 市 場 …多彩な台湾茶ブランドを集積するとともに、お茶に関する書籍、茶器、茶菓子などのお  

茶関連商品も多数展開する台湾茶のセレクトショップ 

神農生活 近鉄あべのハルカス店も３つのコンテンツを同時オープンし、海外旅行に気軽に行けない今、

台湾の食や雑貨などのライフスタイルに触れることができると、多くのお客様にご来店いただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※株式会社近鉄百貨店・・・関西・中部地方で百貨店を中心に 13 店舗を運営するほか、事業構造改革に

取り組みフランチャイズ事業など新規事業も強化。旗艦店であるあべのハルカス近鉄本店は、日本一

の高さを誇る「あべのハルカス」の中核施設として入居し、海外を含む広域からのお客さまに支持されて

います。 

 

※CCC・・・「カルチュア・インフラを、つくっていくカンパニー。」をミッションとして掲げ、TSUTAYA をはじめと

したプラットフォーム事業、データベースマーケ ティング事業、公共サービスや地域共生に関わる事業

のほか、数々のネットサービスや新たなプラットフォームサービスを企画し、新しいライフスタイルの提案

を行っています。 

 

 

 

写真は神農生活 近鉄あべのハルカス店 


