
 

                       

 2022年 8月 23日 

                     （一社）日本百貨店協会  

【阪急阪神百貨店】 

[岡山・真庭市と覚書を締結「GREENable」活動が新たなステージへ、] 

大山隠岐国立公園を舞台に「人と自然が共生する暮らし」を広げる取組み「GREENable」

について、新たに「自然を楽しみながら“守る”」体験メニューの提供をスタート。 

 [「うめだスヌーピーフェスティバル 2022」（8/10～）] 

スヌーピーと PEANUTS フレンズたちの様々なグッズや、フォトスポットやワークショッ

プなど「PEANUTS」の世界を満喫できる阪急うめだ本店の人気イベントを開催。 

[「Hello！ セサミストリートの世界展」（8/17～）] 

日本上陸から 50 年を迎えたセサミストリート。おなじみの映像から最新映像、さらには意

外と知らない舞台裏まで。その魅力を体感する展覧会イベントを開催。 

[仮想空間イベント「バーチャルマーケット 2022 Summer」に阪神百貨店が出店（8/13～）] 

VR 空間上で行なう世界最大級イベント「バーチャルマーケット」。アバターが空間内を歩

き回り、買物や会話ができる次世代型店舗「バーチャル阪神百貨店」をオープン。 

【京王百貨店】 

[「文具女子博 インクじかん・デコじかん in 東京 」を初開催（8/25～）]  

京王百貨店新宿店では、7階大催場にて日本最大級の文具の祭典といわれる「文具女子博」

のスピンオフ企画 、「文具女子博インクじかん・デコじかん in 東京 」を初開催する。 

[親子で学ぶ・楽しむワークショップを 新宿店各階で開催中（8/4～）]  

京王百貨店新宿店では、SDGs を考えるきっかけになる体験など、親子で参加できるワーク

ショップイベントを開催中。 

[12 分の 1 の世界へようこそ「ドールハウス展」を開催（8/18～）]  

関東の百貨店では新宿店のみで開催される「ドールハウス展」。2010 年から開催し、今年で 

12 回目を迎える人気イベント。今展のテーマは、「ゲームファンタジーの世界」。 

[秋の大北海道展（9/6～）]  

京王百貨店新宿店では、人気の観光地・北海道の味が一堂に会する「秋の大北海道展」を

開催する。 

[「創業 200 周年記念フィンレイソン展」を首都圏初開催（9/21～）]  

京王百貨店新宿店では、7階大催場にて首都圏初となる「創業 200 周年記念フィンレイソン

展－フィンランドの暮らしに愛され続けたテキスタイル－」を開催する。 

【そごう・西武】 

[西武池袋本店 10 年ぶりの改装スタート]  

そごう・西武では、店舗構造改革の一環として、約 10 年ぶりとなる西武池袋本店の改装を

実施。池袋エリアの新しい世代を集客し、くらしに新しい発見と感動体験を与える。 

[メンバーズ払い専用サイト「エア イケセイ」誕生]  

そごう・西武では、西武池袋本店の商品を、新しい切り口でご提案するオンライン売場

「エア イケセイ」をスタートした。 

各社の直近の重点施策 



[「CLOSETtoCLOSET」ポップアップショップ開催（8/24～）]  

そごう・西武では、服を売らないアパレルブランド energy closet による、服の循環型サ

ービス「CLOSETtoCLOSET」の ポップアップショップを開催。 

[西武渋谷店コスメ回収サービス実施（8/23～）]  

西武渋谷店では、使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアップサイクルする取り組

み「SHIBUSEI Choose the Future COSME no IPPO」を開催。 

【東武百貨店】 

[「夏の大鹿児島展」を 8 月 25 日から開催（8/25～）]  

東武百貨店池袋本店は、「夏の大鹿児島展」を開催。食と工芸あわせて計 66店舗(実演 11

舗)が集結する。 

[『沖縄展』＆『台湾フェア』を 8 月 11 日から開催（8/11～）]  

夏休みは、沖縄＆台湾旅行気分を。東武百貨店池袋本店は、8 階催事場にて『沖縄展』と

『台湾フェア』を同時開催。 

[リトアニアリネンの専門ショップ「JURGA」がオープン（7/28～）]  

東武百貨店池袋本店では、リトアニアリネンの専門ショップ 『ユルガ』を 3 階婦人服フロ

アに 7月 28日にオープンした。 

【近鉄百貨店】 

[アイスクリーム万博「あいぱく」開催（8/3～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、日本各地から 100種類以上のアイスクリーム・かき氷が集

まるイベント・アイスクリーム万博「あいぱく」を 3年ぶりに開催。 

 [台湾発セレクトショップ「神農生活」が「アジアンフード＆餃子フェスティバル」出店(8/17～)]  

近鉄百貨店がフランチャイズ形態で運営する、台湾発の食･雑貨セレクトショップ｢神農生

活｣が、ジェイアール京都伊勢丹で開催の｢アジアンフード＆餃子フェスティバル｣に出店。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[【大丸下関店】「豊田町の道の駅『蛍街道西ノ市』がやって来た！」開催（8/26～）]  

大丸下関店 4階プラグスマーケット・地元の商品をご紹介するカンコレコーナーにて、イ

ベント「豊田町道の駅『蛍街道西ノ市』がやって来た！」を開催する。 

[大丸心斎橋店〈金の祭典〉開催（8/25～）]  

至高の〈黄金アート〉から〈縁起物・置物〉、また資産継承となる〈仏具、おりん〉など約

300点の規模を、心斎橋 PARCO 14F PARCO GALLERY にて展開する。 

[大丸心斎橋店「紙の昆虫たち展 紙技工房 齊藤卓治・齊藤健輔」（8/24～）]  

紙から生まれた昆虫たちの世界。様々な昆虫たちのユカイな暮らしを紙で表現している。

親子で参加できるワークショップも開催する。 

[豊かな自然に育まれた滋賀の美味しいグルメ 「近江路 味めぐり・匠展」（7/13～）]  

松坂屋名古屋店では、近江の物産展イベントを初開催。本イベントの注目は滋賀の美味し

い食材を使用したグルメ。コロナ禍で 4度延期となり、約 2年越しで開催される。 

[「黒執事展 －Rich Black－」開催（7/20～）]  

松坂屋名古屋店では、人気漫画「黒執事」の連載 15周年を記念し、「黒執事展 －Rich 

Black－」を開催。 

 



[「TASAKI × チェンソーマン」POP UP 開催（7/27～）]  

松坂屋名古屋店では、TASAKI の「danger」新作発売を記念し、人気漫画作品「チェンソー

マン」とのスペシャルコラボレーション POP UP「TASAKI×チェンソーマン」を開催。 

[「Yukata Dancing night 2022」開催（7/29）]  

松坂屋名古屋店では、3年ぶりに盆踊り大会を開催。テーマは「地域共生」。地域文化に触

れながら夏の風物詩「盆踊り」を涼しい店内で体験する。 

[「ジュラシック・ワールド／新たなる支配者」POP UP 開催（8/13～）]  

大丸札幌店では、松坂屋名古屋店では、「ジュラシック・ワールド／新たなる支配者」公開

を記念し、大丸・松坂屋の店舗がある全国５都市を巡回するイベントを開催。 他 

[Ⅿark Ⅿatsuoka Grill 札幌 NEW OPEN（8/6～）]  

大丸札幌店に、ブルックリンスタイルの世界観と、「目利きのプロ」が選んだ厳選牛グルメ

「Ⅿark Ⅿatsuoka Grill」が初出店。他 

[大丸神戸店 2022 年夏 婦人靴・アクセサリー売場改装リニューアルオープン（8/31）]  

婦人靴売場は「元町シューズテラス」と名称を変えてリニューアルオープン、アクセサリ

ー売場は復興オープン以来全面リニューアルする。 

【三越伊勢丹】 

[伊勢丹新宿店「ART Is. TOKYO GALLARY × ISETAN I am ART.」開催（8/24～）]  

伊勢丹新宿店で、アートを入り口に新しい自分に出逢う「ART Is. TOKYO GALLARY × ISETAN 

I am ART.」開催。スタイリストふくしまアヤ氏の直感が導くアート×ファッション。 

[【三越英国展】本場英国スイーツや最新スコーン＆ティーで英国文化を体感（8/31～）]  

英国のグルメ・文化をはじめエリザベス女王即位 70周年プラチナジュビリーの記念アイテ

ムを展開し、今の英国を感じられる「三越英国展」を日本橋三越本店で開催。 

[【英国展】日本橋三越本店／三越伊勢丹オンラインストア]  

三越英国展の商品の一部をひと足はやく三越伊勢丹オンラインストアにてご購入いただけ

る。おうち時間を豊かにするアイテムや、テイクアウトフードも充実。 

[【三越銀座店】「Art Fair GINZA tagboat × MITSUKOSHI」開催（8/31～）]  

アジア最大級のオンラインギャラリーを運営するタグボートと銀座三越がタッグを組み、

タグボートに所属するアーティストの中から厳選した 57名の渾身の作品を展示・販売。 

【小田急百貨店】 

[新宿小田急の ‟エレガなりきり” 顔出しパネルが登場（8/17～）]  

百貨店らしさを印象づける「制服」にスポットを当てた〈令和のレトロかわいい No.1 を決

めよう「＃小田急百貨店エレベーターガール制服選手権」〉を実施。 

[営業終了する新宿店本館では最後となる「英国展」を開催（8/24～）]  

小田急百貨店新宿店本館では、「英国展」を開催。40 社以上が出店し、英国を代表するグル

メのほか、食器やヴィンテージアクセサリー、服飾雑貨などを展開。 

【松屋】 

[松屋銀座 1 階化粧品売場 改装（8/17 最多オープン）]  

松屋銀座は、化粧品売場を拡大する。コロナ禍の消費動向の変化に対応し、カラーメイク

とフレグランスを強化。ジェンダーレスに Z世代からの若年層をデパコスで取り込む。 



 [施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

[岡山・真庭市と覚書を締結「GREENable」活動が新たなステージへ、] 

大山隠岐国立公園を舞台に「人と自然が共生する暮らし」を広げる取組み「GREENable」

について、新たに「自然を楽しみながら“守る”」体験メニューの提供をスタート。 

阪急阪神百貨店が、2021 年 2 月に岡山県真庭市と「地方創生に係る包括連携協定」を結

び進めている大山隠岐国立公園（蒜山高原））を舞台として「人と自然が共生する暮らし」を

広げる取り組み「GREENable」。既に行われていた「自然を楽しむアクティビティー」に加え

て「自然を楽しみながら“守る”」体験メニューの提供をスタートし、新たなステージへと進化

する。8月 6日に活動拡大内容を定めた覚書を両者で締結し、新しい活動を公開した。（リリ

ース） https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220803510754/pdfFile.pdf 

[「うめだスヌーピーフェスティバル 2022」（8/10～）] 

スヌーピーと PEANUTS フレンズたちの様々なグッズや、フォトスポットやワークショップな

ど「PEANUTS」の世界を満喫できる阪急うめだ本店の人気イベントを開催。 

スヌーピーと PEANUTS フレンズたちが関西の名所をめぐるようなイラストを中心とした様々

なグッズや、会場で楽しめるフォトスポットやワークショップなどを展開。8 回目を迎える今回

は、80 年代ミュージックをテーマに様々なシーンで音楽を楽しむ PEANUTS フレンズのイ

ラストなどのグッズを紹介。今ブームの 80年代音楽を楽しむPEANUTSフレンズを通して、

夏休みを楽しんでいただけるイベント。期間：8月 10日〜22日（リリース） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/9f/index.html  

[「Hello！ セサミストリートの世界展」（8/17～）] 

日本上陸から 50 年を迎えたセサミストリート。おなじみの映像から最新映像、さらには意外

と知らない舞台裏まで。その魅力を体感する展覧会イベントを開催。 

「Hello! セサミストリートの世界展」は、日本上陸 50 周年を迎えたセサミストリートの全国巡

回予定の展示会。たくさんの映像はもちろん、キャラクターや街並みを中心に、貴重な資料

や実物パペットなどを展示した、セサミストリート体感空間。登場人物になった気分で、愉快

なキャラクターたちとのふれあいをお楽しみいただける。期間： 8月 17日～8月 29日  

 https://www.hello-sesamestreet.com/ 

[仮想空間イベント「バーチャルマーケット 2022 Summer」に阪神百貨店が出店（8/13～）] 

VR 空間上で行なう世界最大級イベント「バーチャルマーケット」。アバターが空間内を歩き

回り、買物や会話ができる次世代型店舗「バーチャル阪神百貨店」をオープン。 

ＶＲ空間上で行なう世界最大級のイベント「バーチャルマーケット」（主催：ＨＩＫＫＹ）に、アバ

ター（インターネット上の分身）が自分の好きな姿で、空間内を自由に歩き回れ、買い物をし

たり会話をしたりできる次世代型店舗「バーチャル阪神百貨店」をオープン。庶民派百貨店

がバーチャルマーケット２度目の挑戦。期間： 8月 13日～8月 28日（リリース） 

 

【京王百貨店】 
[「文具女子博 インクじかん・デコじかん in 東京 」を初開催（8/25～）]  

京王百貨店新宿店では、7 階大催場にて日本最大級の文具の祭典といわれる「文具女子

博」のスピンオフ企画 、「文具女子博インクじかん・デコじかん in 東京 」を初開催する。 

今展のテーマは 「インクじかん・デコじかん」。インクやスタンプ、マスキングテープ、ノートな

どを中心にそろえる。見て、触って、お気に入りの文具を見つけたり、文具メーカーの担当

者に直接話を聞くことができるなど、老舗文具メーカーやオリジナル文具が充実する店舗が

一堂に会する「文具女子博」ならではの体験が楽しめるイベント。（リリース） 

https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220803510754/pdfFile.pdf
https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/snoopyfestival/9f/index.html
https://www.hello-sesamestreet.com/


[親子で学ぶ・楽しむワークショップを 新宿店各階で開催中（8/4～）]  

京王百貨店新宿店では、SDGs を考えるきっかけになる体験など、親子で参加できるワー

クショップイベントを開催中。 

夏休み期間中のワークショップは、夏休みの自由研究としての需要もあり、親子で楽しめる

企画を中心に毎年人気が高まっている。今年は、SDGsが掲げる 17の目標に対して、自分

たちは何ができるのか”を考えるきっかけになるものや、未就学児も楽しく参加できるワーク

ショップイベントを開催。（リリース） 

[12分の 1の世界へようこそ「ドールハウス展」を開催（8/18～）]  

関東の百貨店では新宿店のみで開催される「ドールハウス展」。2010 年から開催し、今年

で 12 回目を迎える人気イベント。今展のテーマは、「ゲームファンタジーの世界」。 

ドールハウスとは、実物の 12分の 1サイズに作られた「小さきもの」の総称で、精巧に作られ

た家具、調理器具や花々、家まで多岐にわたる。今展は、「ゲームファンタジーの世界」をテ

ーマに、36 の作家や工房が一同に会し、作品の展示・販売を行う。例年好評のドールハウ

スづくりを体験できるワークショップは、47講座を予定。（リリース） 

[秋の大北海道展（9/6～）]  

京王百貨店新宿店では、人気の観光地・北海道の味が一堂に会する「秋の大北海道展」を

開催する。 

北海道展は、同社で開催する単県物産展で唯一、春と秋の年2 回・各 2 週間の開催が定

例となっている人気・規模ともにトップの物産展。今展の見どころは、牛乳や乳製品を使用し

たスイーツにスポットをあてた「スイーツパラダイス特集」。「牛乳や乳製品の美味しさを再発

見」をテーマに、地元で話題の限定スイーツから北海道土産の定番までそろえる。（リリース） 

[「創業 200周年記念フィンレイソン展」を首都圏初開催（9/21～）]  

京王百貨店新宿店では、7 階大催場にて首都圏初となる「創業 200 周年記念フィンレイソ

ン展－フィンランドの暮らしに愛され続けたテキスタイル－」を開催する。 

「フィンレイソン」は、1820 年にフィンランドのタンペレで設立した小さな紡績工場で生まれた、

寝具等のデザインや生産を手掛けるフィンランド最古のテキスタイルブランド。その後、紡績

工場内に学校や図書館、教会等を作るなど巨大なコミュニティを築き、フィンランド最大の工

業都市として発展。同社の創業 200 年を記念し企画された同展では、当時の貴重な資料

を初公開するほか、色鮮やかなデザイン原画やテキスタイルなどを紹介する。（リリース） 

 

【そごう・西武】 
[西武池袋本店 10年ぶりの改装スタート]  

そごう・西武では、店舗構造改革の一環として、約 10 年ぶりとなる西武池袋本店の改装を

実施。池袋エリアの新しい世代を集客し、くらしに新しい発見と感動体験を与える。 

近年、池袋エリアでは再開発が進み来街者も増え、店舗を利用するお客様も変化してきて

いる。今回の改装では、次世代顧客をターゲットにした食品・化粧品・プレステージ雑貨・ア

ート雑貨の改装に着手。売場の改装には次世代顧客と同年代の社員が携わるなど、リアル

なニーズを反映した売場づくりを進める。（リリース） 

[メンバーズ払い専用サイト「エア イケセイ」誕生]  

そごう・西武では、西武池袋本店の商品を、新しい切り口でご提案するオンライン売場「エア 

イケセイ」をスタートした。 

西武池袋本店の従業員がプレゼンターとなり、あえて個人の主観・好みを全面に打ち出した

オンライン売場を編集する。これにより、従来制約の多かった「受注販売」、「過去のPOPUP 

SHOP展開商品販売」などの新たな販売手法が可能となる。（リリース） 

 

 



[「CLOSETtoCLOSET」ポップアップショップ開催（8/24～）]  

そごう・西武では、服を売らないアパレルブランド energy closetによる、服の循環型サービ

ス「CLOSETtoCLOSET」の ポップアップショップを開催。 

服を売らないアパレルブランド energy closet による 、服の循環型サービス

「CLOSETtoCLOSET」のポップアップショップを、そごう千葉店、横浜店、広島店で開催。 

当イベントは、事前に入場チケットをご購入いただき、当日不要となった服を３着お持ちいた

だくと、会場に並んでいる古着からお好きな３着を持ち帰ることができる、服の新しい循環型

サービス。（リリース） 

[西武渋谷店コスメ回収サービス実施（8/23～）]  

西武渋谷店では、使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアップサイクルする取り組み

「SHIBUSEI Choose the Future COSME no IPPO」を開催。 

西武渋谷店で８月２３日～９月５日の期間、使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアッ

プサイクルする取り組みを実施。この取り組みに賛同頂いた化粧品約２０ブランドで回収を

行うほか、従業員用施設にも回収ボックスを設置。また、油絵画家の長島伊織さんによる、ア

ップサイクルして出来上がったクレヨンを使った、アートも展示する。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
[「夏の大鹿児島展」を 8月 25日から開催（8/25～）]  

東武百貨店池袋本店は、「夏の大鹿児島展」を開催。食と工芸あわせて計66店舗(実演11

舗)が集結する。 

鹿児島県産黒毛和牛・黒豚を使用したスタミナ満点肉弁当や霧島市のうなぎやサーモンな

ど海の幸がぎっしり盛られた海鮮弁当を販売。イートインでは、こぼれ落ちそうなくらい具沢

山なひんやり氷白熊やパフェを東武限定でご提供。さらに、「軽羹」「かすたどん」といった人

気の銘菓や焼酎、さつまあげなどの鹿児島グルメのほか、工芸品も販売する。（リリース） 

[『沖縄展』＆『台湾フェア』を 8 月 11 日から開催（8/11～）]  

夏休みは、沖縄＆台湾旅行気分を。東武百貨店池袋本店は、8 階催事場にて『沖縄展』と

『台湾フェア』を同時開催。 

沖縄展では、伝統的な食や工芸品 68 店が出店。沖縄県産のパイナップル、マンゴー、黒

糖をつかったひんやりジュースやスムージー、かき氷など猛暑にぴったりなクールスイーツ、

地元で人気の老舗店が作る『ご当地名物』をご紹介。また、沖縄の家庭料理としても愛され

ている『郷土料理』も展開。台湾フェアでは、人気のふわもこかき氷や屋台名物、可愛い雑

貨など 16 店が出店。（リリース） 

[リトアニアリネンの専門ショップ「JURGA」がオープン（7/28～）]  

東武百貨店池袋本店では、リトアニアリネンの専門ショップ 『ユルガ』を 3 階婦人服フロア

に 7月 28日にオープンした。 

『ユルガ』は、日本に向け企画されたブランド。従来のファッションブランドに飽き足らない女

性、毎日をより心地よく過ごしたい女性に向けて導入し、約８０㎡の広々したショップでサステ

ナブルなリトアニアの世界観を紹介している。ショップオープン日の 7 月 28 日には、駐日リ

トアニア共和国特命全権大使であるオーレリウス･ジーカス閣下が来訪し「リトアニアリネンの

良さを日本の消費者にも知って欲しい」と意気込みを語られた。（リリース） 

 

【近鉄百貨店】 
[アイスクリーム万博「あいぱく」開催（8/3～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、日本各地から 100種類以上のアイスクリーム・かき氷が集ま

るイベント・アイスクリーム万博「あいぱく」を 3年ぶりに開催。 



「あいぱく」は、アイス評論家として活動するアイスマン福留氏が代表を務める「日本アイスマ

ニア協会」（全国で約 12,000 名以上の会員が所属）がプロデュースする国内最大規模のア

イスクリームのイベント。全国で約 300 万人を動員する。【期間】８月４日～15 日、【場所】ウ

イング館９階催会場（リリース） 

[台湾発セレクトショップ「神農生活」が「アジアンフード＆餃子フェスティバル」出店(8/17～)]  

近鉄百貨店がフランチャイズ形態で運営する、台湾発の食･雑貨セレクトショップ｢神農生

活｣が、ジェイアール京都伊勢丹で開催の｢アジアンフード＆餃子フェスティバル｣に出店。 

「アジアンフード＆餃子フェスティバル」は、「神農生活」の出店以外にも、台湾・韓国などア

ジア各国のグルメを会場内で楽しめるほか、会場でお買い上げいただいた、できたての餃

子とクラフトビールを味わえる餃子フードコートや、アジア雑貨も勢揃いするイベント。京都府

内へは初出店。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[【大丸下関店】「豊田町の道の駅『蛍街道西ノ市』がやって来た！」開催（8/26～）]  

大丸下関店 4 階プラグスマーケット・地元の商品をご紹介するカンコレコーナーにて、イベ

ント「豊田町道の駅『蛍街道西ノ市』がやって来た！」を開催する。 

産地直送の秋の味覚、名物豊田梨をはじめ豊田町産の梨を使った道の駅オリジナル商品、

特産品など道の駅スタッフ厳選の人気商品を販売。28 日には、「ほたるかごワークショップ」

も実施する。開催期間：8月 26日～28日（リリース） 
[大丸心斎橋店〈金の祭典〉開催（8/25～）]  

至高の〈黄金アート〉から〈縁起物・置物〉、また資産継承となる〈仏具、おりん〉など約 300点

の規模を、心斎橋 PARCO 14F PARCO GALLERYにて展開する。 

「金の祭典」は、大丸心斎橋店グランドオープン後、初企画。本館８F には「大丸ゴールド

サロン」が NEW OPEN。小判や置物、仏具、仏像など純金/18 金製の工芸品を多彩に揃え

る。不要な地金・ネックレス・指輪などをその場で査定し、買い取りを行う「買い取りコーナー」

も常設する。（リリース） 

[大丸心斎橋店「紙の昆虫たち展 紙技工房 齊藤卓治・齊藤健輔」（8/24～）]  

様々な昆虫たちのユカイな暮らしを紙で表現する、紙から生まれた昆虫たちの世界。親子

で参加できるワークショップも開催する。 

身のまわりにある不要になったものが、「紙技工房」の手で、素敵な昆虫たちの世界に

生まれ変わる。新たな命を吹き込まれ生まれ変わった昆虫たちが伝える「モノの大切

さ」。夏休みの思い出に、親子で参加できる「紙から生まれた昆虫アートワークショッ

プ」も開催。（リリース） 

[豊かな自然に育まれた滋賀の美味しいグルメ 「近江路 味めぐり・匠展」（7/13～）]  

松坂屋名古屋店では、近江の物産展イベントを初開催。本イベントの注目は滋賀の美味し

い食材を使用したグルメ。コロナ禍で 4度延期となり、約 2年越しで開催される。 

日本三大和牛である近江牛グルメや話題のスイーツを味わえる他、人気商品のお取り

寄せ商品などを販売。滋賀県彦根市の人気キャラクター ひこにゃんも 1 日限定で登

場し、彦根市の魅力を元気に PR。（リリース） 

[「黒執事展 －Rich Black－」開催（7/20～）]  

松坂屋名古屋店では、人気漫画「黒執事」の連載 15 周年を記念し、「黒執事展 －Rich 

Black－」を開催。 

本展では、テーマカラーの「Rich Black」（黒に様々な色を重ね合わせてつくる、黒よ

り深い黒）を基調にした世界観でビジュアルを統一し、美しいイラストや、数々の名

シーンを振り返る連載原稿の原画・資料などを展示。展覧会オリジナルグッズも多数

販売。（リリース） 



[「TASAKI × チェンソーマン」POP UP開催（7/27～）]  

松坂屋名古屋店では、TASAKI の「danger」新作発売を記念し、人気漫画作品「チェンソ

ーマン」とのスペシャルコラボレーション POP UP「TASAKI×チェンソーマン」を開催。 

POP UP 会場では、モダンでエッジィな「デインジャー」のジュエリーと、人々を虜

にする漫画作品「チェンソーマン」に共通する、危険でミステリアス、かつアーティ

スティックな世界観を表現。「チェンソーマン」の作品世界の中で、バリエーション豊

かな「デインジャー」のジュエリーが煌めく、これまでにない革新的な美の世界が展

開。（リリース） 

[「Yukata Dancing night 2022」開催（7/29）]  

松坂屋名古屋店では、3年ぶりに盆踊り大会を開催。テーマは「地域共生」。地域文化に触

れながら夏の風物詩「盆踊り」を涼しい店内で体験する。 

今回は、地域や学校と協業して、名古屋市と名古屋ビジュアルアーツ専門学校の協力

のもと、作詞作曲から振り付けまで全てオリジナルの盆踊りを制作。伝統的な踊り「松

坂屋音頭」と現代風の POPな曲調の踊り「おいでまつざかや」の 2 種類を用意し、老

若男女が楽しめる盆踊りを披露。学生の知見を取り入れることで、盆踊りを通して、

浴衣を着る文化を次世代に向けて発信する。（リリース） 

[「ジュラシック・ワールド／新たなる支配者」POP UP開催（8/13～）]  

大丸札幌店では、松坂屋名古屋店では、「ジュラシック・ワールド／新たなる支配者」公開を

記念し、大丸・松坂屋の店舗がある全国５都市を巡回するイベントを開催。 他 

本イベントでは、最新の映像や過去 5作品のあらすじ・場面写真をパネルで展示する

ほか、恐竜 AR コーナー、映画に登場する新旧の恐竜紹介パネルから等身大恐竜スタ

チューのフォトスポットなど、こどもから大人まで楽しめる。名古屋、大阪を皮切り

に、札幌店は 5都市目の実施店舗。 他 （リリース） 

[Ⅿark Ⅿatsuoka Grill 札幌 NEW OPEN（8/6～）]  

大丸札幌店に、ブルックリンスタイルの世界観と、「目利きのプロ」が選んだ厳選牛グルメ

「Ⅿark Ⅿatsuoka Grill」が初出店。 他 

東京・中目黒で話題を集めるグリルダイニング「Ⅿark Ⅿatsuoka Grill」が、北海道

に初上陸。「Ⅿark Ⅿatsuoka Grill」は、「Eat,Drink and Be Healthy」のコンセプ

トを掲げる。遊び心あふれるブルックリンスタイルのアートな空間で、極上の肉料理

を堪能できる。 他（リリース） 

[大丸神戸店 2022年夏 婦人靴・アクセサリー売場改装リニューアルオープン（8/31）]  

婦人靴売場は「元町シューズテラス」と名称を変えてリニューアルオープン、アクセサリー売

場は復興オープン以来全面リニューアルする。 

婦人靴売場は「元町シューズテラス」と名称を変え、自然豊かな神戸を感じさせる、

開放感ある環境で、お気に入りの一足をお選びいただける。アクセサリー売場では、

国内外のデザイナーを編集したジュエリーショップや、ジェンダーを超えて提案でき

るアクセサリーブランドを新しく取り揃え、より幅広くお客様にお楽しみいただける

売り場へと生まれ変わる。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[伊勢丹新宿店「ART Is. TOKYO GALLARY×ISETAN I am ART.」開催（8/24～）]  

伊勢丹新宿で、アートを入り口に新しい自分に出逢う「ART Is. TOKYO GALLARY×

ISETAN I am ART.｣開催。スタイリストふくしまアヤ氏の直感が導くアート×ファッション。 

スタイリストふくしまアヤ氏がセレクトしたアート約 150点を展示・販売。アート×ファッションを

お楽しみいただける空間が期間限定で登場する。会期中には同氏のスタイリングサービス

のイベントも実施。今までを超えて新しい自分に出逢うことで、自身が「ART＝I am ART」と



なれるよう愛を込めたアート×ファッションの新たな企画を提供する。（リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002273.000008372.html 

[【三越英国展】本場英国スイーツや最新スコーン＆ティーで英国文化を体感（8/31～）]  

英国のグルメ・文化をはじめエリザベス女王即位 70 周年プラチナジュビリーの記念アイテ

ムを展開し、今の英国を感じられる「三越英国展」を日本橋三越本店で開催。 

 「日常に英国のくらしを」をテーマにティータイムの楽しみ方や英国屈指のベイカーたちの

レシピを再現したスイーツも登場。まるで英国のティーパーティーを体感できるような 12 日

間。■三越日本橋本店「三越英国展」：Part1.８月 31 日～9 月 5 日、Part2.9 月 7 日～9

月 12日（リリース） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002292.000008372.html 

[【英国展】日本橋三越本店／三越伊勢丹オンラインストア]  

三越英国展の商品の一部をひと足はやく三越伊勢丹オンラインストアにてご購入いただ

ける。おうち時間を豊かにするアイテムや、テイクアウトフードも充実。 

“暮らしを英国色に彩る”をテーマに、今年も英国を感じさせる味や、 愛らしい小物、洗練の

インテリアグッズなどが大集合する。 

（オンラインストア） https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50 

[【三越銀座店】「Art Fair GINZA tagboat × MITSUKOSHI」開催（8/31～）]  

アジア最大級のオンラインギャラリーを運営するタグボートと銀座三越がタッグを組み、タ

グボートに所属するアーティストの中から厳選した 57名の渾身の作品を展示・販売。 

アーティストの価値を高め、その魅力を伝えるため様々な企画で多くの方にアート購入の楽

しみを届けてきたタグボート。その思いに共感し、一人でも多くの方にアートのある暮らしを

楽しんでいただきたいという思いから銀座三越がタッグを組んだ。油絵、立体作品等各アー

ティストの個性豊かな表現方法で、現代アートの「今」を余すことなく堪能いただける。（リリー

ス） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002268.000008372.html 

 

【小田急百貨店】 
[新宿小田急の ‟エレガなりきり” 顔出しパネルが登場（8/17～）]  

百貨店らしさを印象づける「制服」にスポットを当てた〈令和のレトロかわいい No.1 を決めよ

う「＃小田急百貨店エレベーターガール制服選手権」〉を実施。 

「本館を楽しみつくそう！新宿店［本館⇒ハルク]お引っ越し前のカウントダウンＥＶＥＮＴ Ｗ

ＥＥＫＳ」 第２弾～公式ツイッターでは、新宿店のこれまでのエレベーターガールの制服の

人気投票企画を実施するほか、店内入口にはエレベーターガールの「歴代制服コレクション」

の紹介と 「顔出しパネル」を設置。お子さまから大人の方まで、憧れのエレガ”になりきって

記念撮影ができる注目のスポット。（リリース） 

[営業終了する新宿店本館では最後となる「英国展」を開催（8/24～）]  

小田急百貨店新宿店本館では、「英国展」を開催。40 社以上が出店し、英国を代表するグ

ルメのほか、食器やヴィンテージアクセサリー、服飾雑貨などを展開。 

新宿店は本館での営業を 10月 ２日に終了、その後、新宿西口ハルクにて営業を継続する。

本館営業終了に伴い、各対象フロアで実施中の 「売りつくしカウントダウンセール」 に合わ

せ、 本館での最後の開催となる「英国展」においても、お買い得な〈特別提供品〉を用意し

た。（リリース）  

 

【松屋】 
[松屋銀座 1階化粧品売場 改装（8/17最多オープン）]  

松屋銀座は、化粧品売場を拡大する。コロナ禍の消費動向の変化に対応し、カラーメイクと

フレグランスを強化。ジェンダーレスに Z世代からの若年層をデパコスで取り込む。 

松屋銀座は、今秋１階フロアを改装し、化粧品売場を拡大。新しく 7 ブランドを迎え、 6 ブ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002273.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002292.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002268.000008372.html


ランドをリニューアル。売場面積を約 2 割拡大する。本格的なアフターコロナを見据えてカラ

ーメイクブランドと、コロナ禍で需要の伸びたフレグランスを強化。Z 世代を含む新規顧客を

ジェンダーレスに取り込みつつ、回復を見込むインバウンド需要にも対応する。（リリース） 

 

  以上 



 

 

２０２２年８月３日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

「自然を楽しみながら‶守る”」体験メニューの提供スタートで 

「GREENable」活動が新たなステージへ、岡山・真庭市と覚書 
 

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、岡山県真庭市と進めている大

山隠岐国立公園（蒜山
ひ る ぜ ん

 原））を舞台として「人と自然が共生する暮らし」を広げる取り組み「GREENable

（グリーナブル）」について、既に行われていた「自然を楽しむアクティビティー」に加えて「自然を楽しみながら“守

る”」体験メニューの提供をスタートし、新たなステージへと進化することとなりましたので、お知らせします。8 月 6

日に活動拡大内容を定めた覚書を両者で締結し、新しい活動を公開します。 

両者は 2021 年 2 月、「地方創生に係る包括連携協定」を結び GREENable 活動を開始しました。東京

晴海から移築しリユースされた建築家隈研吾氏設計の木造建築を「GREENable HIRUZEN」と名付けて活

動拠点とし、「GREENable」ブランドをつけた商品や体験アクティビティーの開発を行ってきました。２年を経て、

当取り組みのモデルとしてきた英国に根付く「まるで週末のレジャーのように環境保全活動に参加する」文化を広

げる段階に進むことになりました。 

阪急阪神百貨店は、「GREENable」の取り組みが認められ、2022 年 3 月、環境省より「国立公園オフィ

シャルパートナー」にも認定されました。 

 

【覚書の骨子】 

●「GREENable」 ブランドについて、「人と自然の共生」を軸とするものであると定め、運用していく 

●「GREENable」 を体現する商品・サービス・体験の一環として、人と自然が関わる機会を提供していく 

●自然の利用と保全が両立する仕組みを構築していく 

 

【締結式と活動の公開】 

日時：8 月 6 日 午後 1 時～3 時 

場所：GREENable HIRUZEN （岡山県真庭市蒜山上福田１２０５−２２０） 

及び三平山（蒜山原）内西） 

  内容：第１部 真庭市と株式会社阪急阪神百貨店との覚書の締結式 

第２部 「人と自然の共生」をテーマとしたトークイベント 

真庭市、阪急阪神百貨店、蒜山自然再生協議会による取り組み報告と今後について 

第３部 GREENable ブランド認定の自然体験の公開 

真庭市、阪急阪神百貨店、蒜山自然再生協議会が連携して実施するアクティビティーメニューの

視察を行います。 

 アクティビティー紹介：https://greenable-hiruzen.co.jp/activity.cgi?c=plan-2&pk=36 

 

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 ＴＥＬ：０６－６３６７－３１８１ 



 

 

＜ご参考＞ 

◆「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ」とは 

阪急阪神百貨店が培ってきた感性と地方が持つ豊かな自然や文化を組み合わせ、新たな価値を伴う商品、サービス、

体験の提供を通じて「人と自然が共生する暮らし」を広げるための活動 

 

◆「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ ＨＩＲＵＺＥＮ」 

４つの要素で構成する観光拠点施設 

①中核となる象徴的建築物「ＣＬＴパビリオン」 

②隈研吾氏の建築作品をはじめとする現代アートを展示する 

「ミュージアム」 

③蒜山の観光情報の発信と自然・文化資源を生かした体験メニューの 

 提供を行う「ビジターセンター」、「ショップ」 

④低環境負荷の移動手段である自転車を活用した滞在・周遊型観

光、自転車文化の発信の拠点である「サイクリングセンター」 

岡山県真庭市蒜山上福田 1205-220 ／ ＴＥＬ：0867-45-0750 

   https://greenable-hiruzen.co.jp/ 

 

◆これまでの取り組み 

＜ＧＲＥＥＮａｂｌｅブランドの商品開発＞ 

・地域事業者との伴走型連携 

阪急阪神百貨店が持つ都市型小売店の知見と、地域に受け継がれる産業

をＧＲＥＥＮａｂｌｅの理念でつなぎ、日本酒、味噌、酢、地ビールなど、

新しい価値を伴った商品をともに開発。 

             

 ・真庭市の北端と南端の連携創出 

真庭市の北端のチーズ工房で出る副産物のホエイを、「南端」落合のジェラー   

ト工房で活かし、阪急阪神百貨店のノウハウで商品化。 

 

 

 

 

  ＜産・官・学の連携＞ 

２０２２年 1 月に真庭市が「蒜山自然再生協議会 」 を発 足 。同 組 織

は研 究 と講 演 のみにとどまっていた先例とは異なり、実際に保護・保全活

動を実装するために「産官学」多様な構成で作られました。鳥取大学教授

を会長に、岡山理科大学研究者、自治体、地域住民、そして百貨店担当

者を協議員とし、エコツーリズムの実現で「利用と保全」を目指します。 

   その他にも、複数のクリエーターと連携し、加工食品の廃棄物を染料とする

生地メーカーなどのコラボ商品の開発や、阪神梅田本店で真庭の発酵食品

イベントを実施、店頭・ＳＮＳを通じた情報発信なども行っています。 

①ＣＬＴパビリオン「風の葉」 

🄫川澄・小林研二写真事務所 



みんなの想いがBeatになって、さぁ、楽しい時間を！「うめだスみんなの想いがBeatになって、さぁ、楽しい時間を！「うめだス
ヌーピーフェスティバル 2022」ヌーピーフェスティバル 2022」

PEANUTSフレンズが1980年代にタイムスリップ！阪急オリジナルグッズをはじめ、ワークショップやフォトPEANUTSフレンズが1980年代にタイムスリップ！阪急オリジナルグッズをはじめ、ワークショップやフォト
スポットも。スポットも。

期間：8⽉10⽇（⽔）〜22⽇（⽉）※最終⽇は午後6時終了 場所：阪急うめだ本店 9階催場・祝祭広場期間：8⽉10⽇（⽔）〜22⽇（⽉）※最終⽇は午後6時終了 場所：阪急うめだ本店 9階催場・祝祭広場

スヌーピーとPEANUTSフレンズたちが関⻄の名所をめぐるようなイラストを中⼼とした様々なグッズや、会場で楽しめスヌーピーとPEANUTSフレンズたちが関⻄の名所をめぐるようなイラストを中⼼とした様々なグッズや、会場で楽しめ

るフォトスポットやワークショップなど「PEANUTS」の世界を満喫できる阪急うめだ本店の⼈気のイベント「うめだスるフォトスポットやワークショップなど「PEANUTS」の世界を満喫できる阪急うめだ本店の⼈気のイベント「うめだス

ヌーピーフェスティバル」。8回⽬を迎える今回は、80年代ミュージックをテーマに様々なシーンで⾳楽を楽しむヌーピーフェスティバル」。8回⽬を迎える今回は、80年代ミュージックをテーマに様々なシーンで⾳楽を楽しむ

PEANUTSフレンズのイラストなどのグッズを紹介。今ブームの80年代⾳楽を楽しむPEANUTSフレンズを通して、夏休PEANUTSフレンズのイラストなどのグッズを紹介。今ブームの80年代⾳楽を楽しむPEANUTSフレンズを通して、夏休

みを楽しんでいただけるイベントです。みを楽しんでいただけるイベントです。

特設ページ：特設ページ：https://bit.ly/3bGIAHChttps://bit.ly/3bGIAHC

阪急公式オンラインストア：阪急公式オンラインストア：https://bit.ly/3BM5k3Ehttps://bit.ly/3BM5k3E

 

■祝祭広場は80年代のディスコをイメージした空間に！   ■祝祭広場は80年代のディスコをイメージした空間に！          

DＪブースを設置した楽しい会場で、PEANUTSフレンズが踊っているイラストのあるフォトスポットも。PEANUTSフレ

ンズが関⻄の“⾳楽”にまつわるスポットとして、阪急⻄宮スタジアム、⼤阪城ホール、阪急うめだ本店などを背景にし

たオリジナルデザインの阪急限定商品が登場。そのほか、スヌーピーミュージアムでしか買えないグッズも登場。

PRESS RELEASE

報道関係各位 2022年08⽉11⽇
株式会社阪急阪神百貨店

https://bit.ly/3bGIAHC
https://bit.ly/3BM5k3E


五彩織フェースタオル（約34×80ｃｍ）各2,970円 

ミニタオル5枚セット（約25×25cm） 各880円

 

 

ゆるくたぬいぐるみ （左）チャーリーブラウン3,300円、 （右）スヌーピー（グレー）2,750円 ※ともに

⾼さ15cm（座った状態）

■催場には、様々な「PEANUTS」のグッズが登場■催場には、様々な「PEANUTS」のグッズが登場

「スヌーピータウンショップ」は「フェイラー」とコラボレーションしたアイテムやシュルツ100周年グッズが。

また、4⽉に⼤分・湯布院にオープンした⻩⾊い⼩さな⿃、ウッドストックがテーマのショップ「ウッドストックネスト 

スイーツ＆グッディーズ」から、⼼躍るハッピーなアイテムが登場。さらに、「スヌーピーズサーフショップ」に、今年



3⽉にスタートした移動販売を⾏っている⾃動⾞もお披露⽬。

 

 

 

 

記念アートカード50枚セット （アートカード25種類×各2枚、メッセージカー

ド付き 2,750円

珪藻⼟コースター（全4柄、直径95× 厚さ10㎜）各660円

■「スヌーピーカフェ」のバースデーケーキやチーズタルトでスヌーピーの誕⽣⽇を祝福！■「スヌーピーカフェ」のバースデーケーキやチーズタルトでスヌーピーの誕⽣⽇を祝福！

「PEANUTS」にゆかりのある⻄海岸をテーマにした「ピーナッツカフェ」。スヌーピーのシュガーパイ（1,512円）や

、PEANUTSダブルチーズタルト（直径15cm 3,975円）のほか、⼤切な⼈と⼀緒にスヌーピーの誕⽣⽇を祝うバースデ

ーケーキが初登場。

 



SNOOPYʼSバースデーケーキ （5号、直径15cm、飾れるカード・⽸バッチ・ロウソク付き） 6,156円【限定70】

 

【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会

社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ⽒のファミリーが 20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ⽒が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つ

の新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギ

ャングは、ポップカルチャーに不滅の⾜跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に

加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、⽂化イベント、ソー

シャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナ

ッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメント

で複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世

代の⼦供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・⽇本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・⽇本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・⽇本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする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。

© 2022 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 © 2022 Peanuts ）【参考】

 

□タイトル：「うめだスヌーピーフェスティバル 2022」

期間：8⽉10⽇（⽔）〜22⽇（⽉）※最終⽇は午後6時終了

場所：阪急うめだ本店 9階催場・祝祭広場

https://www.snoopy.co.jp/
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
https://twitter.com/snoopyjapan


 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001158.000014431.html

株式会社阪急阪神百貨店のプレスリリース⼀覧

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

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社阪急阪神百貨店 阪急本店 広報担当

電話：06-6361-1381 メールアドレス：hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001158.000014431.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/14431


 
 

 
 

世界最大級の仮想空間イベントに阪神百貨店が出店！  
「バーチャルマーケット２０２２Summer」 

期間：８月１３日（土）～２８日（日） 

バーチャルリアリティ（ＶＲ）空間上で行なう世界最大級のイベント「バーチャルマーケット」（主催：株式会

社ＨＩＫＫＹ）。アバター（インターネット上の分身）が自分の好きな姿で、空間内を自由に歩き回れ、買い物を

したり会話をしたりできる次世代型店舗「バーチャル阪神百貨店」をオープン！庶民派百貨店がバーチャル

マーケット２度目の挑戦です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バーチャルマニアの百貨店社員 吉川が自らブースデータを作成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

阪神梅田本店 TOPICS  

 

 

広報部 

070-2916-1131/ 06-6345-1823 

 

2022/8/05 

ますます進化し続ける 阪神百貨店！ 

パラリアル大阪に登場します！ 
 

終わりの見えない with コロナ時代に、阪神

百貨店として OMO に挑戦したい！と奮起し

た 1 人の社員が独学で CG 技術を会得。通

常ならブースデータの作成に、巨額な費用が

かかるところ、バーチャルマニアの吉川が１人

でデータを作成。 

新しい百貨店へと新たな変革を起こそうと

模索しています。 
 
 
現在も修正作業に追われる毎日です！吉川
の密着取材やメタバース体験も可能ですの
で、ぜひお問い合わせください！ 
 

バーチャルマーケットとは！？ 

メタバース上にある会場で、アバターなどの 3D データ商品やリアル商品（洋服、PC、飲食物な
ど）を売り買いできる世界最大の VR イベントです。世界中から 100 万人以上が来場し、ギネス
世界記録™も取得しています。2018 年に始まり、年に 2 回開催しています。今回の企業出展会
場の舞台は大阪をメタバース化した『パラリアル大阪』です。 
 

  

 
VR 機器や PC から気軽に誰でも参加するこ

とができ、開催期間中は２４時間運営されてい

ることから、日本はもとより世界中で体験を楽し

むことが可能なバーチャルイベントです。 

公式 HP：https://summer2022.vket.com/  

 

 

https://summer2022.vket.com/


 実在する阪神百貨店スタッフが、アバター販売員として登場！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現実でもバーチャルでも同じアイテム！？メタバース時代の次世代ファッション体験  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０２２年４月にグランドオープンした、新“食の阪神”の人気ショップもバーチャル化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インスタグラムや YouTubeを使って、阪神百貨店のモノ・コト情報を発信しているナビゲーターカナコが、ア

バター販売員「靴下ソムリエ カナコ」として登場。来場者と声でコミュニケーションを取りながら接客します。 
 
 
 

ナビゲーターカナコ 

来場者 

 アバター 

来場者 

アバター販売員 

靴下ソムリエ カナコ 

アバター化 アバター化 

会話や身振りで 

コミュニケーション 

ソムリエがお客様の要望に合わせてワインを選ぶように、靴下愛溢れるスタッフがお客様にぴったり

の靴下をご提案する阪神梅田本店２階「ソックス」ショップがバーチャル化。 

阪神百貨店限定の“腹ペコソックス”を ECサイトから購入することが可能。 

さらに、アバターが着用できるデジタルアイテムとして、同じ色柄のバーチャル靴下も販売。 

 “食の阪神”がとびっきりの大阪＆関西グルメをご紹介。「551HORAI」「阪神名物いか焼き」「クラブハ

リエ」「フジマル醸造所」などの関西発の名物グルメショップが、阪神梅田本店内のショップをイメージし

た内装で登場。日本全国に発送できる ECサイトで買い物ができます。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

バーチャル空間 

現実と同じ色柄 

の靴下!? 

阪神名物「ワイン祭」 

さながらにアバター同士

で乾杯！ 

５５１の豚まんが 

メタバースにあるとき～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 メタバースでインテリアアイテムを試す！？素敵なライフスタイルショップもオープン  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 バーチャルイベント「JM梅田ミュージックフェス 2022 SUMMER」の特設ブースが登場！  

 

 日常の暮らしを豊かにするライフスタイルアイテムをご紹介。洗練されたデザインと革新的なアイデア

の生活家電で人気の「バルミューダ」のコーヒーメーカーやケトルなどを 3DCGで再現するほか、 

ホームデコショップを再現。人気のインテリアアイテムをバーチャル上で試すことが可能です。 

 

 
 
 
 
 
 

人気のオシャレ家電を 

手に持って立体的に 

見ることが可能 

 阪急阪神ホールディングス株式会社では、メタバー

スに再現した大阪・梅田の街を舞台に、「JM 梅田ミュー

ジックフェス 2022 SUMMER」を開催しています！様々

なイベントやショッピングを楽しめるほか、８月２０日

（土）・２１日(日)には、有名バーチャルアーティストによ

るミュージックフェスが行われます！ 

阪神梅田本店名物の 

回転什器が登場！ 

１日、１万枚売れる 

阪神名物いか焼きも

もちろん登場！ 

心ときめく雑貨をナビゲートする ナビゲーターOsato
もアバターに変身して「JM 梅田ミュージックフェス 
2022 SUMMER」に参戦！ 
Tiktok での発信や Osato セレクトの雑貨を実際に購
入可能！ 



 

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 28 日 

株式会社 京王百貨店 

     「文具女子博 インクじかん・デコじかん in 東京」を初開催 

 

     

        

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、8 月 25 日(木)～28 日(日)の期

間、7 階大催場にて日本最大級の文具の祭典といわれる「文具女子博」のスピンオフ企画、「文具女子博 インク

じかん・デコじかん in 東京」を初開催します。普段使用しているスケジュール帳や日記などをデコレーション

して楽しむ文具ファンが増えていることから、今展のテーマは「インクじかん・デコじかん」に。インクやス

タンプ、マスキングテープ、ノートなどを中心にそろえます。見て、触って、お気に入りの文具を見つけた

り、文具メーカーの担当者に直接話を聞くことができるなど、老舗文具メーカーやオリジナル文具が充実する

店舗が一堂に会する「文具女子博」ならではの体験が楽しめるイベントです。 

 

■文具女子博オリジナルインクなど注目の人気文具が勢ぞろい ※写真はイメージ 
●「文具女子博オリジナルインク」 ※お一人さま 1 点まで        ●「セーラー万年筆 株式会社」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●ご当地インクも大集合！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全国各地の文具店のオリジナル万年筆インクが一堂に会します。 

【ご当地インク一例】 

＜兵庫県＞「神戸インク」シリーズ(ナガサワ文具センター）※写真 

＜京都府＞「京の音」シリーズ(TAG STATIONERY) 

＜岐阜県＞「おおがき」ご当地インク(川崎文具店) 

＜大阪府＞ 「Glass Studio Hand にゃんぽガラスペン」 （Pellepenna
ペ レ ペ ン ナ

） 

◆京王百貨店 新宿店 7 階大催場   

◆会期：8 月 25 日(木)～28 日(日)  

 

 

 

 

 

 

人気の「文具女子の喫

茶シリーズ」より完売と

なっていた「＃011 とき

めきのクリームソーダ」

2,420 円も数量限定で

復刻します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 創業 110 余年の「セ

ーラー万年筆」。四季

を感じる筆記具シリ

ーズ「SHIKIORI-四季

織-」やカリグラフィ

ーが楽しめる万年筆

などもそろえます。 

 

 

 

 

7 月 30 日(土) 前売り入場券販売スタート 
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●注目の新作マスキングテープ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜催事概要＞ 

「文具女子博 インクじかん・デコじかん in東京」 

●会期：8月 25日(木)～28日(日) 

●会場：京王百貨店新宿店 7階大催場 

●入場時間  

第 1ブロック 10：00～11：45 

第 2ブロック 12：45～14：30 

第 3ブロック 15：00～16：45 

第４ブロック  17：15～19：00 

 
●入場料：600円(発券手数料別) ※チケット 1枚につき、小学生以下の同伴は 2名まで無料、再入場は不可 
 

●前売入場券について 

 7月 30日(土)10時よりプレイガイド「イープラス」にて販売。 ※予定数量なくなり次第終了 

 チケット購入方法など：「女子文具博公式サイト」：https://bungujoshi.com 
 

●会場での当日券販売について 

 新宿店 7階大催場 入場券販売場所にて販売。前売り入場チケット完売の場合は当日券の販売はなし。 

※前売入場チケットによる各日ブロック制・定員入替制 

※入場は各日・各ブロック終了時間の 30分前まで 

※最終日のみ第 3ブロックまで 

 

「SAIEN
サ イ エ ン

」では、デコレー

ションに最適な「ちぎり絵

マスキングシール」や秋を

先取りしたマスキングテ

ープのほか、イベント限定

セットも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 繊細な文字・柄で、

上から色を塗っても

にじみにくいデコレ

ーションスタンプ。ノ

ートなど手軽にデコ

レーション出来る人

気アイテムです。 

 

 

 

 

 

 

●「デザインフィルミドリカンパニー」のデコレーションスタンプ 

 

 

 

https://bungujoshi.com/


 

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 千脇、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：0570(022)810 (ナビダイヤル) 

  

2022 年 8 月 4 日 

株式会社 京王百貨店 

SDGｓを考えるきっかけになる体験も 

親子で学ぶ・楽しむワークショップを新宿店各階で開催中 

◆京王百貨店 新宿店 各階 

 

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、親子で参加できるワークショップイ

ベントを開催中です。夏休み期間中のワークショップは、夏休みの自由研究としての需要もあり、親子で楽しめ

る企画を中心に毎年人気が高まっています。今年は、“SDGs が掲げる 17 の目標に対して、自分たちは何ができ

るのか”を考えるきっかけになるものや、未就学児も楽しく参加できるワークショップイベントを開催します。 

 

■“SDGｓ”目標 14「海の豊かさを守ろう」・目標 15「陸の豊かさも守ろう」を考えるワークショップ 

●生活の木 ＜6階＞ 

「こねて楽しい『みんなの地球石鹸づくり』」1,960円 

石鹸は排水として海や川に流れると、合成洗剤に比べて早く生分解され、石鹸カスは微生物や魚のエサになり、環境にや

さしいと言われています。ワークショッップでは、無香料・無着色の植物性石鹸素地とハーブを使って、地球のような見た目

の石鹸づくりを体験できます。 

           

※イメージ 

 

開催日：8/9(火)～8/11(木・祝)  

開催時間：各日 13：00/15：00 

所要時間：約 40分 

予約方法：店頭またはＴＥＬ03(5321)8279〈直通〉 

定員：各回 2名(予約優先) 

 

 
 

●苔の専門店 テラリウムス ＜5階＞ 

「苔のテラリウムワークショップ」 4,950円～ 

 身近な植物である苔は、約 4 億 7000 万年ほど前からほとんどかたちを変えず生き延びてきた原始的な植物です。苔を

使ってガラス容器の中でつくるテラリウムは小さな植物園のような世界観があり、植物の生態系を学ぶきっかけにもなります。 

         

 

※イメージ 

 

開催日：開催中～8/29(月) ※8/16(火)は店休日 

開催時間：各日 10：30/13：00/15：30/18：00 

所要時間：約 90分 

予約方法：店頭またはＴＥＬ03(5321)8316〈直通〉 

定員：各回 6名(予約優先) 

※ワークショップの参加または 2,200 円以上のキット購入

で、夏休み自由研究向けの資料を無料配布 
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■“SDGｓ”目標 1「貧困をなくそう」・目標 8「働きがいも経済成長も」を考えるワークショップ 

●ＯＲＩＫＡＧＯ ＜2階＞※8/25(木)までの期間限定ショップ 

「サイザル糸を使った！ボトルホルダーづくり体験」1,100円 

期間限定ショップ「ORIKAGO (オリカゴ)」の収納かごやかごバッグは、アフリカ・ケニアの農村部の女性たちが現地の

自然素材「サイザル糸」を使用し、全行程ハンドメイドで織り上げます。「ORIKAGO」は、ものづくりを通じて、アフリカ・ケ

ニアの農村部での雇用を創出する取り組みを行っています。ワークショップでは、小学校高学年以上を対象に、サイザル

糸を使用してボトルホルダーづくりができます。 

 

 

※イメージ 

 

開催日：8/20(土)  

開催時間：11:00/14：00 

所要時間：約 60分 

予約方法：店頭または新宿店アプリの予約画面から 

       ※新宿店アプリへの登録が必要です 

定員：各回 4名(予約優先) 

 

 

■“SDGｓ”目標 12「つくる責任 つかう責任」を考えるワークショップ 

●tsukuribitoto(つくりびとと) ＜6階イベントスペース＞ ※8/4(木)～8/24(水)までの開催 

「今日からキミも発明家！世界にひとつのオリジナルらっぱ」 

電子モジュールキット付き 7,700円/電子モジュールキットなし 3,850円 

子供向けワークショップの中でも近年注目されているのが、科学やアート、工学を楽しく融合させ、身のまわりの道具、機

械などさまざまなものを“いじくりまわす”「ティンカリング」。試行錯誤しながら学び、思いもよらなかった新しいモノを創り出

すことを指します。電子回路の仕組みを学びながら、リサイクル素材の段ボールでラッパを作ります。 

          

  

※イメージ 

 

開催日：8/6(土)・8(月)・15(月) 

開催時間：各日 10:30/11:30/13:30 

14:30/15:30/16:30 

所要時間：約 50分 

予約方法:店頭または下記アドレスへメールで申し込み 

(※氏名・連絡先・参加希望日・人数を記入) 

info@tinkering-jp.com 

定員：各回 2組(予約優先) 

※きょうだいなど複数名での参加可 

 

                     

●QUEUE DE RANUN (クードゥラナン)と FT2Works（エフティーツーワークス)を講師に向かえたワークショップ 

＜屋上グリーンギャラリーガーデンズ内イベントスペース＞ 

「好きなお花を選んでつくるフラワーボトル」 4,070円(Ｍサイズ・写真左) 5,170円(Ｌサイズ) 

  「お花が選べる！メディシンボトルのフラワーアレンジメント」 3,520円(Ｓサイズ・写真右) 4,620円(Ｍサイズ) 

 コルクやメディシンボトルなどのリユース可能な材料を使って、好きなドライフラワーやブリザーブドフラワーのアレンジが

できます。フラワーボトルは貝殻を入れるなど夏らしいアレンジも可能。 
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※イメージ 

開催日：8/6(土)・8/7(日) 

開催時間：各日 11:00/12:00/14:00 

15:00/16:00/17:00 

所要時間：約 60分 

予約方法:店頭または京王ネットショッピングから予約  

https://shop.keionet.com/goods/list.html?cid=net_live_ggg&wi

d=6360903863519442831 

定員：各回 2名(予約優先) 

 

 

■そのほか、未就学児も楽しめるワークショップも開催 

●tsukuribitoto(つくりびとと) ＜6階イベントスペース＞ ※8/4(木)～8/24(水)までの開催 

 「食品サンプル体験『かき氷』」1,650円 

 ふわふわシャリシャリを再現した、夏らしいかき氷の食品サンプルづくりを好きな色を選んで体験できます。 

 

         

開催日：8/11(木・祝)・13(土)・14(日) 

開催時間：各日 10:30/11:15/13:00/13:45 

14:30/15:15/16:00/16:45 

所要時間：約 30分 

予約方法:店頭または下記アドレスへメールで申し込み 

       (※氏名・連絡先・参加希望日・人数を記入) 

yummy.v030v@gmail.com 

定員：各回 4名(予約優先) 

※イメージ 

●おもちゃプラザ ＜7階＞ 

「おえかき工房」440円～ 

手のひらサイズの白い陶器に水性カラーペンでぬる立体ぬりえ。動物や水の生き物、キャラクターなど好きなモチーフ

を選んで自由に顔や柄を描くことができます。 

     

     

※イメージ 

 

 

開催日：8/18(木)～8/24(水) 

開催時間：各日 13：00～15：00  

所要時間：約 20分 

※予約不要 

 

 

◆中学生以下のお子様のワークショップの参加は、保護者同伴でお願いいたします。 

mailto:yummy.v030v@gmail.com


 

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 千脇、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：0570(022)810 (ナビダイヤル) 

  

2022 年 8 月 8 日 

株式会社 京王百貨店 

12分の 1の世界へようこそ 

「ドールハウス展」を開催します 

◆京王百貨店 新宿店 7階大催場 

◆会期：8/18(木)～23(火) 

◆営業時間：10：00～20：00 ※最終日は 17：00閉場 

◆ワークショップ事前予約：https://shop.keionet.com/goods/list.html?cid=net_live_dollhouse 

                

  

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 18 日(木)～23 日(火)の期間、

「ドールハウス展」を開催します。関東の百貨店では新宿店のみで開催される「ドールハウス展」。2010 年から

開催し、今年で 12 回目を迎える人気イベントです。今展のテーマは、「ゲームファンタジーの世界」。36 の作家

や工房が一同に会し、作品の展示・販売を行います。 

■見て楽しい！12 分の 1 の世界 

ドールハウスとは、実物の 12 分の 1 サイズに作られた「小さきもの」の総称で、精巧に作られた家具、調理

器具や花々、家まで多岐にわたります。直訳は「人形の家」ですが、人形は一切登場せず、思い思いの世界観を

表現する「大人の趣味」。主に欧米で盛んですが、日本にも男女・世代を問わず収集家が多数いるほか、高い技術

力や欧米にはない現代的な作りで海外からも評価の高い作家が多くいます。数百円から数千円のお好みのパーツ

を選んで購入される方から、数十万円の作品を購入される方まで、「ドールハウス展」の楽しみ方はさまざま。小

作品ができる簡易キットは、初心者でも楽しめると人気です。 

■作って楽しい！ワークショップ    

ドールハウスづくりを体験できるワークショップが例年好評で、今年は 47 講座を予定しています。ドールハ

ウス初心者の方にとっては、ワークショップをきっかけに作家のファンになったり、ドールハウス愛好家の方に

とっては、作家から直接アドバイスを受けながら製作用の材料・部品を購入する機会として支持されています。

小・中学生の自由研究としてのニーズも高く、子供向けのワークショップも充実します。 



2 

 

 

【講座一例】 ※文中のマーク… 小小学生以上が対象/ 大大人限定 

「レトロ喫茶(ちょっぴり大きめタイプ)」 

2,750円 小 

      

 「ナチュラル木工の大きな家」 

5,500円 小 

      

「メニューボードとモーニングセット」 

2,530円 小 

    

「ソーイングバスケット」 

5,500円 大 

     

 「アンティーク香水瓶」 

4,400円 大 

     

「ガラスを使った魔法の杖」 

3,960円 大 

     

 

◆「京王ネットショッピング」にて事前予約を受付中。事前予約は 8 月 13 日(土) 10:00 まで。先着順。枠がなくなり次第

受付終了。当日枠がある講座もあります。  

 



 

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 千脇、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：0570(022)810 (ナビダイヤル) 

  

2022 年 8 月 19 日 

株式会社 京王百貨店 

秋の大北海道展 
◆会期：9月 6日(火）～9月 19日(月・祝) 

◆会場：京王百貨店新宿店 7階 大催場 

◆営業時間：10時 00分～20時 00分 ※9月 12日（月）、最終日は 17時閉場 

◆京王ネットショッピング： https://shop.keionet.com/ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、9 月 6 日(火)～19 日(月・祝)の期

間、人気の観光地・北海道の味が一堂に会する「秋の大北海道展」を開催します。 

北海道展は、当社で開催する単県物産展で唯一、春と秋の年 2 回・各 2 週間の開催が定例となっている人気・

規模ともにトップの物産展です。今展の見どころは、牛乳や乳製品を使用したスイーツにスポットをあてた「ス

イーツパラダイス特集」。3 年以上続くコロナ禍をはじめ、さまざまな問題に直面する酪農家をスイーツの消費拡

大で応援したいとの本展担当者の思いから、「牛乳や乳製品の美味しさを再発見」をテーマに、地元で話題の限定

スイーツから北海道土産の定番までそろえます。また、スイーツイートインコーナーでは、1 週目に札幌名物“シ

メパフェ”が初登場。そのほか、毛ガニや黒毛和牛などを使用した弁当を 3,000 円前後の価格帯で販売する「豪

華食材入りお弁当特集」や地元札幌で人気のラーメン店、寿司店が初出店するイートインコーナーを展開します。

1 週ごと(1 週目：9 月 6 日～12 日、2 週目：9 月 13 日～19 日)に一部内容を変更し計 2 週間実施、計 76 店舗が

出店します。 

 

＜注目ポイント＞ 

・生産者を応援！北海道ならではの牛乳・乳製品を使った「スイーツパラダイス特集」。 

・通常、夜にしか味わえない北海道札幌名物“シメパフェ”が初登場。 

・京王百貨店限定メニューも展開！ラーメン・海鮮の人気店 2店が初出店。 

・ボリューム満点！京王百貨店限定販売を含む計 12種が登場「豪華食材入りお弁当特集」。 

・北海道で人気のご当地グルメ、釧路名物「さんまんま」が初登場。 
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■牛乳・乳製品の美味しさを再発見！今展注目の「スイーツパラダイス特集」 

北海道スイーツになくてはならない牛乳、チーズ、生クリーム、バターなどの乳製品。一方で、牛乳・乳製品

の消費量は人口減少などの影響を受け 1996 年をピークに減少しており、加えて、近年はコロナ禍での消費減に

よる牛乳の大量廃棄の可能性でも度々話題となりました。さらに、世界情勢の影響で飼料価格が高騰するなど、

酪農家の経営は厳しさを増しています。この状況を受け、牛乳をはじめ乳製品をふんだんに使用した北海道なら

ではのスイーツの魅力を楽しんでいただくと同時に生産者応援の一助となることを目指し、本特集を企画。担当

者がセレクトした話題のスイーツや北海道を代表する銘菓など初出店 3 店舗を含む計 17 店舗をそろえます。 

 

●pâtisserie
パティスリー

 OKASHI
オカシ

 GAKU
ガク

  京王百貨店初登場   1週目  

「ショートケーキ缶」 登録意匠第 1707466号 (1缶) 980円  

「夜パフェ専門店 Parfaiteria PaL（パフェテリア パル）」の新業態

であるケーキ店「pâtisserie OKASHI GAKU（パティスリー オカシ ガ

ク）」は昨年 7 月に札幌すすきのエリアにオープン。店舗前に設置され

た自動販売機で買えることで話題の缶入りケーキを販売します。北海

道産の新鮮な生クリームとスポンジケーキのバランスにこだわった味

はもちろん、見た目もかわいらしく、持ち運びしやすいことでも人気で

す。 

 

  

●札幌農学校  実演   1週目  

「札幌農学校 プレミアム」 〈北海道バター＆十勝あずき〉 (5個入) 1,350円 

i特別企画品  

北海道産の素材にこだわった洋菓子メーカー「札幌農学校」。札幌土産と

して人気の「北海道ミルククッキー 札幌農学校」を店頭で焼き上げ、北海道

産バターを使用したバタークリームと十勝産あずきをサンドした催事限定品

が初登場します。 

 

  

●トワ・ヴェール  京王百貨店初登場   2週目  

「カッサータ」 〈写真左：ドライフルーツ＆ナッツ、写真中央：ストロベリー 

写真右：黒豆〉 (1本) 各 1,800円 

北海道黒松内町にある「トワ・ヴェール(黒松内町特産物手づくり加工セン

ター)」が初出店。地元の生乳を使ってつくる乳製品や北海道産の豚肉を使

用した加工食品が好評です。自家製クリームチーズを使用した、イタリア伝

統のアイスチーズケーキ「カッサータ」は、北海道産のイチゴと黒豆など 3 種

の味がそろいます。 

 

 

 

●北菓楼  

「果樹園の六月」 (1本) 1,300円  通期  

 北海道砂川市に本店を構える菓子メーカー「北菓楼」から、小樽本館限定

で販売する商品が初登場します。熟したリンゴ果汁をじっくりと染み込ませ、

しっとり仕上げたフルーツケーキは、果肉もたっぷりでみずみずしい食感で

す。 
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●小樽洋菓子舗ルタオ  通期  

「トロマージュ」 (1個) 2,052円    

小樽を代表する洋菓子メーカー「ルタオ」から、3 つのチーズを使

用したケーキ「トロマージュ」が登場。北海道産クリームチーズ、北

海道産マスカルポーネチーズ、仕上げにダイスクリームチーズを使用

し、北海道産生クリームを合わせたベイクドチーズケーキ。なめらか

なくちどけと芳醇なチーズの香りが特徴です。 

 

   

    

 

●ISHIYA 「白い恋人シェイク」  実演   通期  

＜写真左：ホワイト、写真右：ブラック＞ (1 カップ) 各 500円 

＜写真中央：ベリー＞ (1 カップ) 600円  

北海道銘菓「白い恋人」で有名な ISHIYA(石屋製菓)から、「白い恋人」

に使用するチョコレートを合わせた「白い恋人ソフトクリーム」をベースにした

シェイクが登場。本展初出品の「白い恋人シェイク」は、ベリー、ホワイトチョコ

レート、チョコレートの 3つの味がそろいます。 

 

    

●みるく san  京王百貨店初登場   実演   1週目  

「牧場別ソフト食べ比べ」 (3個入) 990円  特別企画品  

厳選された北海道各地の牧場ソフトを 3 種類選んで食べ比べができる

メニュー。酪農家が丁寧に育て生産した牛乳の味わいが楽しめます。 

 

 

 

   

■北海道札幌名物「締めパフェ」がイートインに初出店     ◆イートインのラストオーダーは各日閉場の 1時間前 

夕食や飲み会のあとにパフェを食べるという“シメパフェ”は、いまや札幌の夜の定番となりつつあります。こ

だわりの生乳からつくる生クリームやアイスクリームと旬のフルーツを使用した、見た目も美しいさまざまなパフ

ェが本展に登場します。 

 

＜1＞               ＜2＞              ＜3＞ 
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●夜パフェ専門店 Parfaiteria
パ フ ェ テ リ ア

 PaL
パ ル

  京王百貨店初登場   イートイン   1週目  

＜１＞「傘、時々、、シャイン」 (1 カップ) 1,800円 各日 30食販売予定  特別企画品  

＜２＞「白雪姫 注)毒りんごは入ってません」 1,800円 各日 30食販売予定  特別企画品  

18 時に開店し、まるでバーのような雰囲気の店内で独特なネーミングのパフェがそろう札幌・すすきのの「夜

パフェ専門店 Parfaiteria PaL （パフェテリア パル）」が初出店。北海道産の旬の果物をジュレやソルベにして仕

上げた、通常夜にしか味わえない大人向けのパフェを会場で楽しめます。シャインマスカット、球体のレモンゼ

リー、飴細工で傘をイメージしたパフェ(写真＜1＞)や「白雪姫」をイメージしたリンゴのパフェ(写真＜2＞)な

ど 4 種を展開します。 

 

●雪印パーラー  イートイン   2週目  

＜３＞「青・赤肉メロンのご褒美パフェ」 （1 カップ） 2,200円 各日 30食販売予定  京王百貨店限定販売  

1961 年創業、札幌に本店をおく「雪印パーラー」。昔から変わらない製法で作るアイスクリームとさまざまな

種類のパフェで地元民から愛される老舗スイーツ店です。1968 年に昭和天皇、皇后両陛下のために特別につく

られたアイスクリーム「スノーロイヤル」とメロンアイスに青肉メロンと赤肉メロンをトッピングした贅沢なパ

フェが味わえます。 

 

 

 

■人気のラーメン店、海鮮が週替わりでイートインに登場    ◆イートインのラストオーダーは各日閉場の 1時間前    

初出店 2 店を含むラーメン・海鮮の人気店 4 店が週替わりで登場します。 

 

●RAMEN RS 改  京王百貨店初登場   イートイン   1週目  

「RS肉スペシャル 3種盛り」（1人前） 1,250円 各日 200食販売予定 

 京王百貨店限定販売  

北海道産の食材にこだわり、鶏と水のみで作ったスープの鶏出汁ラー

メンや煮干しスープに背油を合わせた背脂中華そばが地元札幌で人気

のラーメン店「RAMEN RS 改」が初出店。本展では、現地の限定メニュ

ー、「生姜味噌ラーメン」に豚のロース、モモ、バラの 3 種のチャーシュー

を乗せた特別メニューが登場します。 

 

 

   

 

●我流麺舞 飛燕  イートイン   2週目  

「我流札幌シビカラ味噌らーめん」 (1 人前) 1,100 円 各日 100 食販売

予定  特別企画品  

 魚介と鶏白湯がバランスよくブレンドされたスープが人気のラーメン店「我

流麺舞 飛燕」が 3 年ぶりに出店します。味噌をベースに山椒と自家製辛

味を組み合わせた、痺れる辛さが味わえる一杯。本店でも限定販売し、即

完売となる人気メニューです。 
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●鮨処 竜敏  イートイン    1週目  

「北海道産花咲かにと生いくらの小丼」 (１人前) 4,180 円 各日 50 食販

売予定  京王百貨店限定販売  

北海道の旬の海鮮が堪能できると好評の寿司店「鮨処 竜敏」。北海

道産キンキの握り、松川カレイやカボチャを使用した手毬ずしなど握

り 7 貫と北海道産花咲カニや生イクラをの小丼が楽しめる特別セッ

トを展開します。 

 

  

   

●すし 樹
みき

  京王百貨店初登場   イートイン   2週目  

「海鮮パフェと蝦夷握り」 (1人前) 4,510円 各日 50食販売予定  

 京王百貨店限定販売  

札幌すすきのに店を構える「すし 樹」が初出店。希少な北海道産赤玉

ホタテや赤シマエビが入った握り 8 貫とズワイガニと花咲ガニを使用して、

パフェに見立てた小丼のセットが楽しめる京王百貨店限定メニューが登場

します。 

 

 

 

 

   

■「豪華食材入りお弁当特集」 

   原材料の価格高騰が続く昨今、お得感、満足感を得られる「豪華食材入り弁当」を特集。海鮮、肉などの北海道

ならではの食材を贅沢に使用し、見た目のボリューム感、味わいともにこだわった弁当を 3,000 円前後の価格帯を

中心に販売します。京王百貨店限定販売を含む計 12 種類が登場します（2 週間計）。 

 

●お肉のつぼ  京王百貨店初登場   実演   2週目  

「北海道白老町ピリカルージュ うにめし黒毛和牛ステーキ重〈山葵醤油〉」 

2,894円 (1折) 各日 50折販売予定  特別企画品  

  和牛の飼育・生産・肉卸・焼肉店の経営などを行う、札幌市の精肉店「お

肉のつぼ」が初出店。肉の“ツボ”を知り尽くしたプロが鮮度のいいものを生

産者から直接仕入れ、こだわりの肉を販売。北海道白老町敷島ファームの

和牛「ピリカルージュ」を柔らかく焼き、炊き込んだウニめしと組み合わせた弁

当が登場します。 

 

 

●氏家待合所  実演   通期  

「豪快！盛り盛りかきめし」 (1折) 2,180円 各日 50食限定販売 

  京王百貨店限定販売  

北海道・厚岸駅の名物駅弁「氏家かきめし」。北海道産のカキを通常の氏家か

きめしの 3.5倍の量を盛り付け、さらにホタテ、アサリ、ツブ貝をぎっしり詰め込ん

だ豪快弁当です。 
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●旭川駅立売商会  実演   通期  

「ぼたん海老と毛がにの豪快弁当」 (1折) 3,240円 各日 50折販売予定 

 特別企画品  

旭川駅での駅弁立売販売がはじまりの弁当店「旭川駅立売商会」。イク

ラやカニ、ホタテなどの海鮮や旭川の特産品を味わえる駅弁は、旭川を訪

れる観光客から好評です。ボタンエビ、毛ガニ、ホタテ、ウニ、イクラな

ど計 8 種の海鮮が贅沢に一度で味わえる弁当が登場します。 

 

 

 

 

●道の駅なかがわ  実演   通期  

「黒毛和牛＆北海道牛ステーキ食べ比べ」 (1 折) 2,700 円 各日 50 折販売

予定  特別企画品  

 

旭川から車で北へ 3 時間、北海道の北部に位置する北海道中川郡の道の

駅。黒毛和牛ステーキと北海道牛ステーキの食べ比べが楽しめるボリュー

ム満点の弁当を販売します。 

 

 

 

■北海道で人気のご当地グルメが登場 

釧路発祥のご当地グルメ「さんまんま」が人気の魚政が初出店。15 年ほど前に地元の食材を使用して祭で販売で

きないかと考案されたメニュー「さんまんま」。口コミで話題になり、釧路では観光客に人気の名物となりました。 

 

●魚政  京王百貨店初登場   実演   2週目  

「さんまんま」 (1本) 1,080円 

希少な北海道産サンマを贅沢に一本まるごと使用。骨を取り除き自家製のタレ

に付け込んだサンマにもちっとしたおこわを合わせて炭火で焼いた「さんまんま」

を実演販売します。 
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同時開催 札幌市主催 「札幌オリンピック展」 ９月６日(火)～１９日（月・祝）◆７階大催場 特設会場     

1972 年の政令指定都市移行後の札幌市街の変遷を大会とともに振り返るパネル展を同時開催します。2030 年

の冬季オリンピック・パラリンピック招致に向け盛り上がる札幌の歴史と未来を、多くの写真と選手のコメン

トを交え展示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【7階大催場入場に関するお願い】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場内の通路幅やイートイン店舗の席間隔の確保のほか、施設や備品の清掃・

消毒の強化、従業員の手指衛生・健康管理を徹底します。ご来店の際には下記項目のご理解・ご協力をお願いいたします。 

・混雑時には入場制限をさせていただく場合がございます。 

・会場内ではマスク着用、会場入口での手指消毒にご協力をお願いいたします。 

・お客様同士、ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。 

・状況により、会期や内容の変更・中止の可能性がございます。最新情報は公式ホームページにてご確認ください。

（https://www.keionet.com/） 

 

＜主な展示内容(全 6面)＞ 

◆1972 年札幌大会の名シーン 

◆2030 年大会に向け、変わる都市の変遷 

◆アスリートからの応援メッセージ 

①2018 年平昌オリンピック女子ジャンプ銅メダリスト・髙梨沙羅選手 

②1998 年長野オリンピック男子スピードスケート 500m金メダリスト・清水宏保氏 

 

https://www.keionet.com/


 

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 8 月 22 日 

株式会社京王百貨店 

～北欧・フィンランド最古のテキスタイルブランドの歴史を紐解く、日本初の展覧会～ 

「創業 200周年記念 フィンレイソン展」を首都圏初開催 

◆京王百貨店 新宿店 7階 大催場 
 

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、9 月 21 日(水)～10 月 3 日(月)の期

間、7 階大催場にて首都圏初となる「創業 200 周年記念 フィンレイソン展 －フィンランドの暮らしに愛され続

けたテキスタイル－」を開催します。「フィンレイソン」は、1820 年にフィンランド第 2 の都市・タンペレで設

立した小さな紡績工場で生まれた、寝具等のデザインや生産を手掛けるフィンランド最古のテキスタイルブラン

ドです。その後、紡績工場内に学校や図書館、教会等を作るなど巨大なコミュニティを築き、フィンランド最大

の工業都市として発展させるに至りました。同社の創業 200 年を記念し企画された同展では、当時の貴重な資料

を初公開するほか、色鮮やかなデザイン原画やテキスタイルなどを紹介します。1800 年代の見本帳や製品、1900

年代以降の代表的なデザイン生地や原画などの資料をはじめ、日本でも親しまれている人気のクラシックデザイ

ン、トレンドカラーやモチーフを捉えた現代のデザインなど 260 余点の展示とともに、フィンランドの家庭で愛

されてきたブランドの 200 年の歴史とデザインを紐解き、その多彩な魅力を伝えます。 
 

■「創業 200周年記念 フィンレイソン展」概要 

会期：9月 21日（水）～10月 3日（月） 

営業時間：10時～20時 ※最終日は 17時まで 

     ※入場は各日閉場の 30分前まで 

入場料(税込)：一般  前売券 800円/当日券 1,000円 

     高校・大学生 前売券 600円/当日 800 円 

 

 

 

前売券：ローソンチケット（L コード:31845）、セブンチケット（セブンコード：096-

737）、イープラス、楽天チケットにて 9月 20日(火)まで販売中。そのほか、お

近くのローソン、ミニストップ、セブンイレブン、ファミリーマートでも購入可能。 

【後援】フィンランド大使館、文化服装学院、 【特別協力】フィンレイソン社、  

【協力】タンペレ歴史博物館・フォルッサ博物館、アンドフィーカ、 【企画制作】東映 

 

 

 
 

■フィンレイソンについて 

 北欧の自然や植物、文化に着想を得たデザインは、伝統を守りながら

も常に進化し続けています。象のシルエットが並ぶ「エレファンティ」

や幾何学的なパターンの「コロナ」などのデザインで知られ、作家トー

ベ・ヤンソンによる世界的キャラクター・ムーミンをモチーフにした生

地制作の許諾を得た唯一の企業でもあります。また、1860 年代にフィ

ンランド初の女性雇用の場を提供するなど地域社会や人々の暮らしに

貢献してきた企業理念は、現在、世界的な社会問題に対する取り組みへ

と引き継がれ、サステナブルな活動にも積極的に取り組んでいます。 

 

Finlayson Ⓡ ⓒ Finlayson Oy 

リーサ・コタ作原画（1988年/フォルッサ博物館所蔵） 

©MoominCharacters™ 

 

 

 

※中学生以下は無料（※保護者〈高校生以上〉の同伴が必要です）。 
※高校・大学生の方はご入場の際、学生証をご提示ください。 
※京王パスポートカード・京王百貨店リミテスカード、京王友の会会員証の 
ご提示でご本人様に限り当日入場料から 100円引き 

 

 



 

2 

 

■長く愛される名作がそろうテキスタイルコレクション 

フィンランドを代表するデザイナー、アイニ・ヴァーリをはじめとするデザイナーによる名作の貴重な原画やス

ケッチなどを展示します。 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

＜創業 200周年記念グッズほか＞ ※画像はイメージ 

 

■展覧会オリジナルや創業 200周年記念の復刻柄などのグッズが登場 

   

 

  

 

  

 

 

     

＜左＞ 
アイニ・ヴァ―リ作、 
「オンップ（リンゴ）」原画 
（1972年/フォルッサ博物館所蔵） 

＜右下＞ 
ライナ・コスケラ作、 
「エレファンティ（象）」寝具用生地 
（1969年/タンペレ歴史博物館所蔵） 

＜右上＞ 
ミリヤ・ティッサリ作、 
「アンヌッカ（女性の名前）」原画 
（1976年/フォルッサ博物館所蔵） 

 

 

「ポーチ」  
各 1,540 円 

「巾着トート」(ホワイト/ブラック)  
各 1,980 円 

 

「13.5 ㎝プレート」 「8.5 ㎝ボウル」 
各 1,320 円 

ムーミン ファミリー 
「タオル 30×50㎝」 

各 1,870 円  
※画像は一例 

200周年記念デザイン 
「19㎝プレート アンヌッカ」 

1,430 円 
 

200周年記念デザイン 
「テーブルクロス シュルヴィ」 

9,240 円 

 

＜展覧会公式グッズの一例＞ 

※入場券を購入しなくてもお求めいただけます  ※数に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください 
※すべて税込価格 



 

 
   

 
 

池袋エリアの新しい世代を集客 

西武池袋本店１０年ぶりの改装スタート 
Live×Terminal～くらしに新しい発見と感動体験～ 

 
そごう・西武では、店舗構造改革の一環として、約１０年ぶりとなる西武池袋本店の改装を実施いたします。 

近年、池袋エリアでは再開発が進み、２０１８年には４０年ぶりに豊島区の人口が２９万人を突破。池袋の商圏が  

広域化したことで池袋への来街者が増加するなど、マーケットとしての可能性が期待されています。また、豊島区が   

「国際アートカルチャー都市構想」を策定するなど、文化と多様性に対応した街づくりを進めるなかで、感度の高い    

ライフスタイルを重視する新しい世代が増加、店舗利用客の属性やニーズも変化してきています。 

１０年ぶりの改装にあたっては、リアル店舗ならではの対面コミュニケーションや、体験価値を重視。また、日々のくらしと

街をつなぐ場となることを目指します。 

本年度から来年度にかけて、次世代顧客をターゲットにした食品・化粧品・プレステージ雑貨のほか、アートカルチャー  

都市のプログラムとの連携も視野に入れたアート領域の改装に着手。次世代をターゲットにした売場の改装には、    

同世代の社員が携わるなど、リアルなニーズを反映した売場づくりを進めてまいります。 
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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 

 

【西武池袋本店改装概要】 

■改装オープン予定日： 

［地下１階］ 食品フロア 諸国銘菓「卯花墻（うのはながき）」、諸国名産「味小路」（２０２２年９月上旬） 

［地下２階］ 食品フロア 酒売場「酒蔵」（２０２２年９月下旬） 

［２階］ アート雑貨（２０２２年９月上旬）、化粧品（２０２２年１０月下旬以降）、 

プレステージ雑貨（２０２２年秋以降） 

［３階］ ハンドバッグ（２０２２年１０月中旬）、婦人靴（２０２３年１月中旬） 

■対象面積：約２,９００㎡ 

［食品フロア改装イメージ］ 

諸国銘菓「卯花墻（うのはながき）」・諸国名産「味小路」 酒売場「酒蔵」 

［西武池袋本店概要］ 

■店舗所在地：東京都豊島区南池袋１－２８－１ 

■店舗代表者：㈱そごう・西武 取締役執行役員 池袋本店長 久保田 俊樹 

■売上高：１５４,００２百万円（２０２２年２月期） 



 

 
   

 
 

店頭では難しかった新たな販売手法に挑戦 

メンバーズ払い専用サイト エア イケセイ誕生 
そごう・西武では、西武池袋本店の商品を、新しい切り口でご提案するオンライン売場「エア イケセイ」をスタートしました。

西武池袋本店の従業員がプレゼンターとなり、あえて個人の主観・好みを全面に打ち出したオンライン売場を編集します。

商品在庫は原則店頭との共用。西武池袋本店の商品・人材と昨年１１月にリリースしたクラブ・オン／ミレニアム アプリの

「アプリで在宅払い」のスキームを活用することで、店頭とは違った切り口による、商品価値の発掘をおこないます。 

エア イケセイでは従来制約の多かった「受注販売」「過去のポップアップショップ展開商品販売」などの新たな販売手法 

にも挑戦。プレゼンターの想いが、お客さまの気分、したいコト、といったモノを選ぶきっかけを引き出すサイトを目指します。 

 

 

 

 

 

「エア イケセイ」３つの切り口 
「エア イケセイ」は西武池袋本店の社員が独自の視点や編集方法でつくるオンライン売場です。商品群ごとの陳列では 

なく、使いたい時、場所、使う理由など、「お客さまがモノを選ぶキッカケ」で並べ直してみることで、お客さまが本当に欲し 

かったモノを発見できたり、意外な「ひらめき」や「偶然の出会い」といった新たなお買いもの体験につながることを目指します。

「エア イケセイ」はリアル店舗と相互補完することにより３つの販売手法を実現可能にしました。 

① オンデマンド生産 
クリエイターズ Tシャツなど全ての在庫を用意することが難しい商品を 

受注生産・販売することにより、衣料品ロス削減にもつながります。 

 

 

 

 

② 店頭での期間限定販売終了後にオンライン購入可能 
西武池袋本店で開催した期間限定 POP UP SHOP の一部商品を、 

販売期間終了後に「エア イケセイ」で販売いたします。 

欲しかったのに期間内に売場に足を運べず購入できなかったり、 

継続購入希望のお客さまニーズにもお応えします。 

●左)Broom Craft／国産 棕櫚（シュロ）箒 25,300 円 

●右)The Shop／マルチクロス serafina spice 14,520 円 

 

③ そごう・西武のコミュニティサイト「マニア区」で 
話題になったアイテムが購入可能 
さまざまなカテゴリのマニアが集う、そごう・西武のコミュニティサイト「マニア区」。 

その「マニア区」と連動し、話題のアイテムを「エア イケセイ」でお取り扱いいたします。 

「マニア区」で人気の「カレー区」の商品などを紹介。 

※そごう・西武のコミュニティサイト「マニア区」：https://mania-ku.sogo-seibu.jp/ 

●TOKYO CURRY CULTURE（東京カレーカルチャー）ポケットカレー／ 

朝ポケカレー 5 個セット 2,501 円 
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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 花篭・小室・高田・佐藤 
電話番号：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

【エア イケセイ サイト概要】 

■２０２２年４月サイトリリース    ■商品発送：西武池袋本店から発送 

■お支払方法：クラブ・オン／ミレニアム アプリ決済 

■エアイケセイ サイト URL：https://air-ikesei.sogo-seibu.jp/  

※本リリースの掲載画像はイメージ、税込価格です。 

●左)クリエイターズオンデマンド 【キンシオタニ】／ 

「11 人のすごい人たち」 T シャツ 5,500 円 
●右)【タロアウト】／「WORLD PEACE」iphone ケース 4,950 円 

https://mania-ku.sogo-seibu.jp/
https://air-ikesei.sogo-seibu.jp/


 

 
   

 
 

“服を売らないアパレルブランド”が８都市を巡回 

不要になった服持参で、新たな服を持ち帰る 

服の循環型サービス「CLOSETtoCLOSET」ＰＯＰＵＰ開催 
 
そごう・西武では、服を売らないアパレルブランドenergy closetによる、服の循環型サービス「CLOSETtoCLOSET」の 

ポップアップショップを開催いたします。Ｚ世代の三和沙友里氏が代表を務めるenergy closetは、着ない服を誰かに届ける

体験、新しいファッションへの挑戦の機会として、定期的に“服の循環”をテーマにしたポップアップイベントを開催しています。

今回、energy closetが創立４周年を迎えるタイミングで、８都市をめぐるキャラバンを開催。そごう・西武では、energy 

closetの拠点となる千葉にあるそごう千葉店を皮切りにスタートし、そごう横浜店、そごう広島店でも順次開催いたします。 

当イベントは、事前に入場チケットをご購入いただき、当日不要となった服を３着お持ちいただくと、会場に並んでいる 

古着からお好きな３着を持ち帰ることができる、服の新しい循環型サービスとなっています。今年の１月に西武渋谷店で 

開催した際には、多くの方にご賛同いただき、入場チケットがすぐに完売するなど大きな反響がありました。今回、各地の 

お客さまからのご要望にお応えして、初の地方店での開催となります。また、今回初めての取り組みとしてそごう千葉店では、

energy closetの代表三和さんが、不要になった服で作成したトートバッグやクッションカバーなどのアップサイクル品も   

販売いたします。そごう・西武では、今後もお客さまと一緒に環境に配慮した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 

 

【開催概要】 

■日程：そごう千葉店＝８月２４日（水）～２８日（日）／本館５階パパス脇ＰＯＰＵＰスペース 

そごう横浜店＝９月下旬～２６日（月）／７階特設会場 

そごう広島店＝１１月１８日（金）～２１日（月）／新館５階特設会場 

■展示アイテム数：婦人服、紳士服、服飾品など約２００点以上 

※展示アイテムは順次入れ替わります。こども服、水着、下着、靴、靴下などはお持ち込み対象外です。 

■そごう千葉店チケット販売サイト：https://coubic.com/energycloset/769279 
※そごう千葉店のチケット発売は８月１０日（水）より開始。他の店舗の販売スケジュールは、各店のホームページをご確認ください。 

■そごう千葉店ＨＰ：https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/page/20220824energycloset.html 

■入場料：3,000 円（完全予約制） 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

energy closet 代表・三和沙友里（みわ さゆり）氏プロフィール 

1996 年生まれ、千葉県出身。学生時代より株式会社 CRAZY にてウエディングやカフェ事業に

参画。さらに地元千葉を拠点とした Social Art Labo というチームをつくり、クラウドファンディングを

達成。2019 年に『energy closet』を立ち上げ、エシカルファッションを軸にした活動を行っている。 

■過去の開催の様子 

西武渋谷店（２０２２年１月） 

■アップサイクル品の販売 

そごう千葉店では、不要になった服で作成したトートバッグや、

クッションカバーなどのアップサイクル品も販売いたします。 
 
■日程：８月２４日（水） 

■場所：本館５階 

＝パパス脇ＰＯＰＵＰスペース 

※ご予約不要です。 

 

［写真］ 

アップサイクルトートバッグ 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__coubic.com_energycloset_769279&d=DwMGaQ&c=23nAi7A0phHVaTexJInL6_chi6cpFaE0QssNX5E5JuA&r=zEq54kEEsHyPCQSJvq1k8PATlUbgj_gBQX5onmr9n3g&m=eRY4ajIB2ub89x3SjXd_gCV5Xk5gbJsI8mcTbSCLczg&s=xloSWvuL5Kx8t24fHaMfvCziqAmwihI66xoJPZhUAuE&e=
https://www.sogo-seibu.jp/chiba/topics/page/20220824energycloset.html


 

 
   

 
 

使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアップサイクル 

西武渋谷店で化粧品回収サービス実施 
 
西武渋谷店では、８月２３日（火）～９月５日（月）の期間、使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアップサイクル 

する取り組み「SHIBUSEI Choose the Future COSME no IPPO」を開催いたします。この取り組みは「COSME no IPPO 

（コスメノイッポ）」ディレクター大澤美保氏が、美容業界のゴミゼロを目指す活動として２０２１年秋にスタートいたしました。 

近年、化粧品の空き容器の回収を行っている企業が増えていますが、化粧品の中身も使い切れないまま廃棄される 

ことが増えています。また、徐々に外出する機会が増え、カラーコスメを買い替える方が増えていることを受けて、役目を 

終えたカラーコスメを回収してアップサイクルする取り組みを実施いたします。 

西武渋谷店では、化粧品フロアをはじめとした店内の複数箇所に専用の回収ボックスを設置。また、この取り組みに 

賛同いただいた化粧品約２０ブランドで回収を行うほか、従業員用施設にも回収ボックスを設置いたします。回収した  

化粧品（カラーコスメ）は、画材になる素材を選定した後、クレヨンに加工。アップサイクルされたクレヨンは通常   

「COSME no IPPO」ＥＣサイトのみの販売ですが、今回店頭でも販売することで、実際にお客さまがアップサイクルの   

取り組みを体感できる機会をつくります。そごう・西武は今後も、気軽にサステナブルな活動に参加できる機会をつくることで、

お客さまと従業員と一緒に、環境に優しい百貨店を目指してまいります。 
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【「SHIBUSEI Choose the Future COSME no IPPO」展開概要】 

■会期：８月２３日（火）～９月５日（月） 

■場所：西武渋谷店Ａ館１階＝プロモーションスペース、化粧品約２０ブランド 

■西武渋谷店ＨＰ：https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/220823choosethefuture-cosmenoippo.html 

化粧品回収サービス概要 
■回収場所 

Ａ館１階＝プロモーションスペース、化粧品約２０ブランド 

Ａ館２階＝婦人洋品小物 

Ａ館５階＝モードプラス 

Ａ・Ｂ館３階＝連絡通路 

従業員用施設（社員食堂、従業員出入口） 

■対象品 

アイシャドウ（リキッドタイプ不可）、チーク、ハイライト、リップ（リップグロス、 

リップクリーム不可）、パウダータイプアイブロウ、粉白粉、フェイスカラー 
※パウダーのみではなく、練タイプやペンシルタイプも可能。 
※詳細は西武渋谷店のホームページをご覧ください。 
 

アップサイクルクレヨン「ハロヨン」販売 
収集したカラーコスメが原材料であるため、ラメが入っているなど、既存のクレヨン   

にはない色を楽しめること、箱ごとに異なる色が入っていることが魅力です。 

■価格：税込 1,980 円 

■販売場所：Ａ館２階＝洋品小物、Ａ館５階＝モードプラス 
 

アーティストによるハロヨンで描いたアート展示 
西武渋谷店のコンセプトである「Art meets Life」にあわせて、油絵画家の 

長島伊織さんがアップサイクルクレヨン「ハロヨン」で描いた、アートを展示いたします。 

■会期：８月２３日（火）～９月５日（月） 

■場所：Ａ館１階＝プロモーションスペース 

＜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です。 

https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/page/220823choosethefuture-cosmenoippo.html


                

＜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 

 

［大澤美保氏プロフィール］ 

COSME no IPPO ディレクター。複数のビューティブランドをクライアントに持つ Beauty PR

としての肩書きも持つ。 

慶応義塾大学環境情報学部卒業後一貫して PR 業務に従事し、２０１０年より    

ジョンマスターオーガニックグループにて PR、CSR領域を担当。２０１８年からフリーランスの

Beauty PR として独立し、２０２１年８月合同会社 Maison de Mou（メゾンドムー）   

設立。COSME no IPPO事業を開始。 

同時開催！ナチュラルコスメ「ＨＯＮＥＹ ＲＯＡ（ハニーロア）」POPUP ショップ 

会期中、Ａ館１階プロモーションスペースにて、みつばち・蜂蜜の豊かな能力を見つめ、  

蜂蜜を使った化粧品やナチュラルな素材にこだわったライフスタイルを提案するブランド

「HONEY ROA（ハニーロア）」のＰＯＰＵＰショップを開催いたします。 

■会期：８月２３日（火）～９月５日（月） 

■場所：Ａ館１階＝プロモーションスペース 

■展開アイテム：フレグランス、スキンケア、ヘアケア、リップケアなど 



 
株式会社 東武百貨店 

鹿児島グルメで夏をのりきる！スタミナ満点の黒毛和牛弁当とひんやりスイーツを堪能 

「 」を８月25日(木)から開催！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場・地下１階３番地丸の内コンコース 

 
   2022 年 8 月 18 日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、8月25日(木)から8月30日(火)まで「夏の大鹿児島展」を開催。食と工芸あわせて計66店舗

(実演11舗)が集結。鹿児島県産黒毛和牛・黒豚を使用したスタミナ満点肉弁当や霧島市のうなぎやサーモンなど海の幸がぎ

っしり盛られた海鮮弁当を販売します。イートインでは、こぼれ落ちそうなくらい具沢山なひんやり氷白熊やパフェを東武限定でご提

供。さらに、「軽羹」「かすたどん」といった人気の銘菓や焼酎、さつまあげなどの鹿児島グルメのほか、工芸品も販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初出店 

 

※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。 

 

 
 
 
 

 

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 

 

◆がっつりスタミナ満点！鹿児島県産黒毛和牛・黒豚弁当と海鮮弁当！ 

 

 

 

 

 

志布志市【Dining 萬來】 

夏のスタミナ食べ比べ弁当 

1,944 円(1 折) 
〈各日販売予定 100 点〉 
霜降りが細やかな黒毛和牛ステーキ、

とろとろ黒豚角煮、香ばしい鶏炭火焼

を豪華食べ比べ。 

 

鹿児島市【牛かつ ぎゅう太】 

牛かつとハンバーグの鹿児島肉祭り弁当 

1,890 円(1 折) 

〈各日販売予定 50 点〉 
黒毛和牛の牛かつ、黒毛和牛と黒豚の合い
挽きハンバーグがのったボリュームたっぷり贅沢
肉弁当。 

鹿児島市【貴茶】 
オリジナル日本茶パフェ〈煎茶〉 
イートイン 801 円(1 個) 

知覧産茶葉を使用した煎茶ソフトに、玄

米フレーク、煎茶チョコクランチ、白玉、日

本茶餅どら焼きなど和の魅力がたっぷり詰

まったパフェ。※ほうじ茶ソフト ver.もあります。 

鹿児島市【桜島灰干し家せいせん】 

桜島灰干し熟成海鮮弁当 

2,970 円(1 折) 
〈各日販売予定 70 点〉 
桜島の火山灰で灰干しした霧島うなぎの
白焼き、霧島サーモンなど名物の海鮮が
ぎっしり！ 

 

 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「夏の大鹿児島展」                      
場   所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 350 坪)   営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時 
期   間：2022 年 8 月 25 日(木)～8 月 30 日(火)       店 舗 数：66 店舗 

 

 

 
東武 

限定 

 
東武 
限定 

 
東武 

限定 

 初出店 

※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。 
※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。 

鹿児島市【天文館むじゃき】 
奄美産マンゴー白熊 
イートイン 1,201 円(1 個) 

〈各日販売予定30点〉 

かき氷に奄美産マンゴーの果肉とこだ

わりの練乳で、芳醇な味わいが楽しめ

る南国感満載のスイーツ。 

 
東武 

限定 

実演 実演 実演 

志布志市【芋蔵】 
芋蔵パフェ   

イートイン 901 円(1 個) 
〈各日販売予定 100 点〉 
ソフトクリーム、芋スティック、大学芋、ス
イートポテト、チップスなどさつまいも尽くし
の多彩な味が楽しめる東武限定パフェ。 
 

催事情報！ 

◆ひんや～り！暑い日にぴったりなスイーツ！ 

 

 

 

 

 

イートイン  イートイン 

 初出品  
東武 
限定 

 イートイン  イートイン 



 
 

 
 
 

2022 年 8 月 9 日 

 
 
 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、8 月 11 日（木・祝）から 16 日（火）の 6 日間、8 階催事場にて『沖縄展』と『台湾

フェア』を同時開催します。沖縄展では、伝統的な食や工芸品が 68 店（実演 11 店・初出店 10 店）出店。沖縄県産のパ

イナップル、マンゴー、黒糖をつかったひんやりジュースやスムージー、かき氷など猛暑にぴったりなクールスイーツ、地元で人気の老

舗店が作る『ご当地名物』をご紹介します。また、沖縄の家庭料理としても愛されている『郷土料理』も展開します。台湾フェアで

は、人気のふわもこかき氷や屋台名物、可愛い雑貨など 16 店（実演 9 店・初出店 7 店）が出店します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏休みは、沖縄＆台湾旅行気分を！家庭で愛される沖縄グルメやふわもこ台湾かき氷に注目！ 

『沖縄展』＆『台湾フェア』を 8 月 11 日(木・祝)から開催！ 
 

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。 
 

 
 
 
 

 

◆沖縄県産素材を使ったクールスイーツや地元で愛されるご当地名物 

◆沖縄の家庭料理としても愛されている郷土料理！ 

催事情報 

沖縄市【のぼりや】 

①沖縄県産マンゴーかき氷 880 円 

〈各日販売予定 50 点〉 

②沖縄黒糖ぜんざい 770 円 

〈各日販売予定 100 点〉 
地元で愛されている菓子店。 
マンゴーや黒糖など沖縄県産素材を 
使ったかき氷は夏の定番。 
 

名護市/今帰仁村 
【イリ玉城農園 with 
やんばる smoothie】 

まるごとパイナップルジュース 

1,501 円 

〈各日販売予定 20 点〉 

「屋我地島」の真っ青な海を 

望む畑で作ったパインを 

ジュースに。パイナップルスムー 

ジーやカットフルーツも販売。 

沖縄市【のぼりや】 
ジャーマンケーキ 
2,160 円(ホール) 
〈各日販売予定５０点〉 
のぼりや創業者が米軍基地内の 
ケーキを参考に販売した沖縄の 
ご当地ケーキ。甘さ控えめで、チョコ
バタークリームの美味しさが特徴。 

那覇市 
【うちなーだいにんぐ じなんぼう】 
ゆしどうふそばじゅーしーセット 
1,320 円〈各日販売予定 50 点〉 
にがりを加えて型に入れる前のふわ
ふわな「ゆし豆腐」をトッピングした 
やさしい味わいの沖縄そばと、炊き込
みご飯、もずく酢のセット。 

 那覇市【ななむすび】 

おにポー3 個セット 

1,280 円(ゴーヤチャンプルー・ 

 タコス・ベース) 

 沖縄のソウルフード「ポーク玉子 

おにぎり」のお店。沖縄定番料理 

として愛されています。 

  

那覇市 
【うちなーだいにんぐ じなんぼう】 
いかすみ汁 1,320 円 
〈各日販売予定 50 点〉 
白イカ(アオリイカ)と脂身の 
少ない豚肉、ニラを煮込み、 
仕上げにイカ墨を加えました。 
ベースのスープはかつお出汁。 
 

那覇市 
【山城（やまぐすく）まんじゅう】 
山城まんじゅう 
901 円（3 個入） 
〈各日販売予定 200 点〉 
首里の名物老舗饅頭屋。 
地元の方のおやつとして愛されて 
いる山城まんじゅうは、月桃の 
葉の良い香りが漂い甘さ控えめ。 
■出店期間：８月 14 日(日)まで 
 
 
包みを 
 

那覇市 
【うちなーだいにんぐ じなんぼう】 
やんばるナポリタン 1,100 円 
沖縄そばの麺をトマトケチャップや 
ラフテーのタレで炒めてナポリタンに 
仕上げました。沖縄の家庭料理と
しても愛されている一品です。 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

東武 
限定品 

実演 実演 
 初出店 

 初出店 

 初出店  初出店 

イートイン 
イートイン 

お食事処 

お食事処 お食事処 

① ② 
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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 

＜「沖縄展」概要＞ 
場 所  ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 300 坪)       期間：2022 年 8 月 11 日(木・祝)～16 日(火)   
店 舗 数 ：68 店舗(食：42 店・工芸 26 店、実演 11 店、初出店 10 店) 
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。  
主催   ：沖縄県・(株)沖縄県物産公社   協賛：（一財）沖縄観光コンベンションビューロー   協力：沖縄県酒造組合   

※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。 
 

【同時開催】台湾フェア！エスプーマたっぷりのかき氷や台湾屋台名物に注目 

＜「台湾フェア」概要＞ 
場 所 ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 110 坪)  期間：2022 年 8 月 11 日(木・祝)～16 日(火) 
店舗数 ：16 店舗(実演 9 店、初出店 7 店)  
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。  
                   

◆沖縄の出来たて黒糖に注目！ 

宜野湾市【方舟】 
手編みチェアハンモック 132,000 円 
(フレームサイズ約 H160×W125×D100 ㎝) 

背もたれのついた手編みチェアハンモック。 
ゆりかごのような形状で優しく全身を包み
込みます。※受注にて承り、お渡しは９月下旬頃 

八重瀬町【上地屋】できたて黒糖  

540 円(100g)〈各日販売予定 50 点〉 

沖縄のサトウキビで出来た黒糖、粗糖のみを 

使用し、黒糖本来の味わいを大切にし、 

手作りでまろやかな甘みを出すように仕上げました。 

※各日午前 11 時・午後３時・午後６時販売 

 

【台湾タロイモスイーツ専門店 連珍】 
①タロイモかき氷 1,200 円 
②タロイモプリンケーキ 650 円〈各日販売予定 20 点〉 
タロイモの優しい甘みが魅力の老舗の人気店スイ 
ーツ。タロイモのエスプーマたっぷりのかき氷に注目。 
 
 
 
 

【浅草豆花大王】 

桃の豆花 1,001 円 

〈各日販売予定 30 点〉 

豆花を手作りで提供している 

台湾スイーツ店。桃を丸ごと 

１個たっぷりと入れた限定品。 
 

【台湾佐記麺線】 
佐記麺線 イートイン 770 円 
テイクアウト 756 円〈各日数量限定〉 
台湾式煮込みそうめん。カツオだしの 
とろーりスープが特徴。台湾屋台の名物。 
 

【四ツ谷一餅堂】 
胡椒餅 540 円 
〈各日数量限定〉 
スパイスをきかせた豚肉を生地で 
包んで焼き上げた、台湾屋台の名物。 

◆工芸品も26店出店！ 
 

【台湾カステラ黄白白】 
台湾カステラ プレーン 900 円 
卵のコクと厳選素材で作り上げた 
カステラ生地はふわふわ食感で、 
ほんのりとした甘さが特徴です。 

【街角饅頭店 吉祥天】 
肉野菜焼饅頭 701 円(２個入) 
香ばしく焼いたもっちり生地に野菜 
たっぷりの自家製肉餡を詰め込んだ 
焼き饅頭。 
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イートイン 

チョコレート専門店 
「タイムレスチョコレート」の 
チョコレートとコラボ！ 

【有夏茶房】かき氷マンゴー 
クリーム添え1,100 円 
生クリームをムースのように 
仕上げ軽くふんわりとした 
クリームたっぷりのマンゴー 
かき氷。 
 

 初出店 

イートイン 

東武 
限定品 

イートイン 

 初出品 

① ② 

北谷町【タイムレスチョコレート】 

カカオ黒糖(50g) 

864 円〈各日販売予定 50 点〉 

沖縄のカカオ豆やさとうきびのみ 

を使用したチョコレート専門店 

「タイムレスチョコレート」と、手作りの 

黒糖工房の「上地屋」がコラボした 

チョコレート味の黒糖。 

 

実演 

 



 
  

株式会社 東武百貨店 

報道資料 オープン情報 

 

＜写真＞ 

ショップオープン日には駐日リトアニア特命全権大使(左)が 

駆け付け、池袋本店長(右)に意気込みをお話しされました。 

吸水性・保温性に優れたストール、ブ

ランケット、タオルのバリエーションも豊富 

ショップ概要 

□店 舗 名  ユルガ 東武池袋店 

□場 所  3 階 1 番地 

□オープン日  7 月 28 日（木） 

□坪 数  約 24 坪（約 80 ㎡） 

□展開商品  婦人衣料、ファッション雑貨、ファブリック雑貨  

□価 格 帯  ワンピース3万円台、ストール1万円台～ 

□営業時間  午前 10 時～午後 8 時  

 2022 年 8 月 18 日 

 
 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店では、リトアニアリネンの専門ショップ 『ユルガ』（株式会社オフ

ィステイルウインド）を 3 階婦人服フロアに 7 月 28 日（木）にオープンいたしました。 

『ユルガ』は、日本に向け企画されたブランドです。従来のファッションブランドに飽き足ら

ない女性、毎日をより心地よく過ごしたい女性に向けて提案したいと考え導入しました。

約８０㎡の広々したショップでサステナブルなリトアニアの世界観をご紹介しています。 

ショップオープン日の 7 月 28 日には、駐日リトアニア共和国特命全権大使であるオーレリ

ウス･ジーカス閣下が来訪し「リトアニアリネンの良さを日本の消費者にも知って欲しい」と

意気込みを語られました。 

 

【ユルガのリネンについて】 

ヨーロッパの北東、バルト海に面したリトアニア共和国は古くからリネン（亜麻）の生産

国として知られています。民族衣装にも使われているリネンの栽培や加工業は、リトアニア

の伝統産業です。リネン製品はたっぷり空気を含むため通気性と保温性のバランスに優れ、

オールシーズン着用できます。 

ユルガの製品は熟練した職人のハンドメイドで作られています。ゆとりある暮らしを感じさ 

せる豊かな色使いと奥行きあるプリント、くつろぎとエレガンスを感じさせるデザイン、ストーン

ウオッシュ加工による肌触りの良さが特徴です。 

またほとんどの製品でエコテックスⓇスタンダード 100

認証を受けた生地を使用しており、環境に配慮し 

エシカル消費を意識するお客様にもご紹介したいブラ

ンドです。 

 

 

 

リトアニアリネンの専門ショップ 

「JURGA」（ユルガ）がオープン！ 

東武百貨店 池袋本店 3 階 婦人フロア 
 

ブランドを代表する 

ゆったりしたワンピース 

報道関係者様お問い合わせ 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512 豊島区西池袋 1-1-25 

広報部 広報課 清水・坪田  直通℡：03-5951-5210 

ショップ外観 



 

 
 
 

1 取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部（広報） ０６-６６５５－７０３０ 

2022/07/25  
あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。 

※新型コロナウイルス感染拡大状況等の理由により、変更・中止になる可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

あべのハルカス近鉄本店では、日本各地から 100 種類以上のアイスクリーム・かき氷が集まるイベント

を 3 年ぶりに開催します。「あいぱく」は、アイス評論家として活動するアイスマン福留氏が代表を務める

「日本アイスマニア協会」（全国で約 12,000 名以上の会員が所属）がプロデュースする国内最大規模のア

イスクリームのイベントです。 

【期間】８月４日（木）～15 日（月）※８月８日（月）は 19：00、最終日は 15：00 閉場 

【場所】ウイング館９階催会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトクリームにホイップ

を重ね、さらに全体にみ

かんの果肉を敷き詰め

たスペシャルソフト。 

兵庫＜くりーむ堂＞ 

みかんボンボン 

１個 740 円 

 

〇桃農家が手掛ける絶品ジェラートが登場！ 〇カレーパンが有名な「小麦の奴隷」から 

カレーパン生地を使用したアイスサンドが初登場！ 

 

全国で約 300 万人動員するアイスクリームの祭典を                     

あべのハルカス近鉄本店で３年ぶりに開催！ 

クルトンを貼り付けて揚げ

たザクザクの生地に、バ

タフライピー（青色）を使

用した色鮮やかなバニラ

アイスと濃厚なマンゴーと

クランベリーのジェラート

を信号機に見立てた新食

感のアイスサンド。 

北海道＜小麦の奴隷＞ 

ザックザクシグナル 

１個 700 円 

果実を皮ごと使用し、自社

工房で手づくりした桃チーズ

ジェラートの上に、生クリー

ムにラズベリーソースを混ぜ

た春色クリームをかけ、まる

でケーキのようなアイス。 

山梨 

＜ピーチ専科ヤマシタ＞  

桃モンブラン 

１個 610 円 

〇フルーツたっぷり！ 

韓国発のパフェ「ボンボン」が登場！ 

 
紀州南高梅「梅貴妃」に有

田産みかん蜂蜜を合わせ

た、梅干し好きにはたまら

ない程よい酸味と甘みのか

き氷。 

東京＜トウキョウシェイ

ブアイス ネコゴオリ＞ 

紀州梅南高梅ぜんかい  

１個 1,100 円 

実演！目の前で完成する迫力満点のアイスやかき氷が勢ぞろい！ 

アイスマン福留氏について  

年間 1,000 種類以上のアイスを食べ、2014 年「一般社団法人  

日本アイスマニア協会」設立するなど、アイスクリームを軸に活動。  

〇自家製シロップにこだわった 

「かき氷専門店」が初登場！ 

 

アイスクリーム万博「あいぱく」 



 

 
 
 

2 取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部（広報） ０６-６６５５－７０３０ 
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※新型コロナウイルス感染拡大状況等の理由により、変更・中止になる可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場で仕上げる焼きたてコーン

に、苺大福を豪快にのせたアイ

ス。苺は、しっかりした甘み・酸味

が特徴の香川県産 女峰（にょほ

う）を使用。 

香川＜アイスビストロヒライ＞ 

焼きたてコーンの苺大福ソフ

ト 

１個 850 円 

〇鹿児島名物しろくまを可愛くアレンジ！ 

練乳たっぷりのフローズンアイスの中には、みかん、もも、パ

イン、ぶどう、ブルーベリー、チェリーの６種類のフルーツが

入っています。くまの顔もチョコレートで作られており、見た目

も可愛い一品。 

鹿児島＜パティスリーヤナギムラ＞ 

フローズンしろくま（ブランちゃん） １個 750 円 

朝摘みの採れたて秘伝豆（青

大豆の一種）から作ったずん

だあんと白玉を合わせ、かり

んとうをトッピングしたソフトク

リーム。 

宮城＜ナチュリノ＞ 

ずんだパフェ 

(秘伝の陣太刀)  

１個 900 円  

 

〇アイスクリーム専門店が手掛ける 

写真映え間違いなしのアイス！ 

 

〇宮城の素材をそのまま味わえる！ 

 

手土産やおうち時間にぴったり！持ち帰り用アイスに注目！ 

 〇伊勢神宮 外宮・内宮前の「山村みるくがっこう」で 

大人気の「ぷりんソフト」が冷凍に！ 

山村ぷりんが入ったビンに、濃厚な山村牛乳ソフトクリーム

を巻いてコーンをのせたアイス。冷蔵庫で 30～40 分かけて

解凍することで、より一層美味しさが増します。 

三重＜冷凍プリンソフト＞ 

冷凍プリンソフト １個 700 円 

〇チョコレート専門店が作る、 

生チョコを贅沢にトッピングした「生チョコアイス」 

ベトナム産チョコレートと、生クリームを使用したチョコレート

アイスの上にガナッシュをかけ、最後にダイスカットした生チョ

コを贅沢にトッピング。程よい甘さで、チョコレート好きにはた

まらないアイス。 

愛知＜セルフィーユ＞ 

プレミアム生チョコアイス １個 600 円 



 

 
 
 

3 取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部（広報） ０６-６６５５－７０３０ 
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真夏の暑さを感じながらアイスを楽しむなら 

ウイング館屋上「ハルカスウイングガーデン」がおすすめです！ 

９階催会場は、ウイング館屋上の 

「ハルカスウイングガーデン」とエスカレーター 

で直結しています。 

座って休憩できる場所をご用意しており、 

外の風を感じながらお楽しみいただけます。 

会場は、ピンクやブルーの装飾で気分が上がる雰囲気に！ 

可愛い背景を見つけてアイスと一緒に撮影してみては？ 

会場では、アイスクリームをモチーフにしたオブ

ジェやフォトスポットを設けます。３年ぶりに大阪

で開催する「あいぱく」では、食べて・見て・写真

に収めて楽しんでいただけます。 

会場イメージ 2018 年の会場の様子 

お持ち帰りに最適！ 

あいぱくオリジナル保冷バック（ドライアイス付）も販売 

「あいぱく」会場内で、お土産などご自宅でアイスを楽しんでいた

だけるよう、オリジナル保冷バックをドライアイス付にて販売しま

す。 

１個 500 円 

 

また、保冷バックをご持参いただだき、ドライアイスのみ（150 円）

購入することも可能です。 

 



  

 
 

 
 

1 

2022/08/10  近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

取材等お問い合わせ：株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部(広報担当) ０６-６６５５－７０３０ 

※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がフランチャイズ形態で運営する、台湾発の食・雑貨セレクトショップ「神農生活」

が８月 17 日（水）よりジェイアール京都伊勢丹で開催の「アジアンフード＆餃子フェスティバル」に出店し

ます。京都府内へは初出店となります。 

「アジアンフード＆餃子フェスティバル」は、「神農生活」の出店以外にも、台湾・韓国などアジア各国の

グルメを会場内で楽しめるほか、会場でお買い上げいただいた、できたての餃子とクラフトビールを味わ

える餃子フードコートや、アジア雑貨も勢揃いするイベントです。 

＜出店概要＞ 

【 日 程 】８月 17 日（水）～22 日（月） ※最終日は 18:00 閉場 

【 場 所 】ジェイアール京都伊勢丹 10 階 催物場 

【 営 業 時 間 】10：00～20：00 

【 販 売 商 品 】約 500 品目 

【キャンペー ン】 

●８月 17 日（水）～20 日（土） 1,000 円以上お買い上げのお客様に台湾観光協会提供「光るトラランタン」 

をプレゼント（各日先着 50 名様） 

●８月 21 日（日）・22 日（月） 1,000 円以上お買い上げのお客様に神農生活オリジナルポストカードを 

プレゼント（各日先着 50 名様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は神農生活 近鉄あべのハルカス店 

台湾発食・雑貨セレクトショップ「神農生活」が 

ジェイアール京都伊勢丹で開催の「アジアンフード＆餃子フェスティバル」に出店します 

＜神農生活について＞ 

台湾発のライフスタイルショップ。近鉄百貨店がフランチ

ャイズ形態として、2021 年４月９日に日本一号店をあべ

のハルカス近鉄本店タワー館 10 階にオープンしました。

台湾の家庭料理が味わえる「食習」、日本最大級の品

数を取り揃えた台湾茶のセレクトショップ「Oolong Market

茶市場」も同時オープンし、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。 

ジェイアール京都伊勢丹外観 「神農生活」販売商品一例 



【⼤丸下関店】名物の豊⽥梨をはじめ、⼭⼝県下関市豊⽥町⾃慢の【⼤丸下関店】名物の豊⽥梨をはじめ、⼭⼝県下関市豊⽥町⾃慢の
うまいものが⼤集合！「豊⽥町の道の駅『蛍街道⻄ノ市』がやってうまいものが⼤集合！「豊⽥町の道の駅『蛍街道⻄ノ市』がやって
来た！」来た！」

2022年8⽉26⽇(⾦)〜28⽇(⽇)、⼤丸下関店4階プラグスマーケット2022年8⽉26⽇(⾦)〜28⽇(⽇)、⼤丸下関店4階プラグスマーケット

⼤丸下関店4階プラグスマーケットにて地元の商品をご紹介するカンコレコーナーにて、イベント「豊⽥町道の駅『蛍街⼤丸下関店4階プラグスマーケットにて地元の商品をご紹介するカンコレコーナーにて、イベント「豊⽥町道の駅『蛍街

道⻄ノ市』がやって来た！」を開催いたします。道⻄ノ市』がやって来た！」を開催いたします。

産地直送の秋の味覚、名物豊⽥梨をはじめ豊⽥町産の梨を使った道の駅オリジナル商品、特産品など道の駅スタッフ厳選

の⼈気商品を販売いたします。

●豊⽥梨の味⽐べセット(2個⼊り/豊⽔･20世紀) ⼩：税込400円 ⼤：税込450円

●豊⽥梨ほたる袋(豊⽔または20世紀)4個⼊ 税込600円

※味⽐べセットは⼤丸下関店出店のみの限定セットです。通常、道の駅では販売していません。味⽐べセットもほたる袋

も当⽇、なくなり次第終了いたします。

 

●梨サイダー

PRESS RELEASE

報道関係各位 株式会社 ⼤丸松坂屋百貨店



豊⽥町梨サイダー(200ml) 1本 税込330円

ほかにも、梨ゼリー・梨チーズケーキ・梨ドロップス・梨ジャムを販売いたします。梨ジャムは豊⽥町の⾼校⽣が作りま

した。(⼭⼝県⽴農業⾼等学校⻄市分校)

梨ジャム(豊⽔・20世紀) 税込各330円

道の駅スタッフ厳選の特産品も⼤集合！



●8⽉28⽇(⽇) ほたるかごワークショップ ｢ほたるかごを作ろう｣

ほたるの⾥、⼭⼝県下関市豊⽥町で昔から作られていた｢蛍籠(ほたるかご)｣。蛍籠とは⻨わらを編んで作るホタルを⼊れ

る⾍カゴのこと。昔はそのカゴに捕まえたホタルを⼊れて光る様を楽しみました。

開催⽇/2022年8⽉28⽇(⽇)

場所/⼤丸下関店4階プラグスマーケット特設会場

時間/午前の部11：00〜・午後の部14：00〜の2回

参加定員/各回6名(参加申し込みは、各回開始30分前より会場にて受付いたします)

参加費500円(材料費)

●8⽉26⽇(⾦) 豊⽥町名物ジビエウインナーを販売するキッチンカー登場



8⽉26⽇(⾦)11:00〜15:00、⼤丸下関店1階正⾯⽞関前

販売商品/ジビエウインナー(いのししウインナー･⿅ウインナー) 2本セット 税込300円

 

イベント名：「⼤丸下関店に豊⽥町道の駅『蛍街道⻄ノ市』がやって来た！」

開催期間：2022年8⽉26⽇(⾦)〜28⽇(⽇)、10:00-19:00(最終⽇は17:00まで)

開催場所：⼤丸下関店4階プラグスマーケット「カンコレコーナー」

⾏政と⼤丸下関店が⼿を携えて、地元の魅⼒をお届けする3⽇間です。ぜひお⽴ち寄りください。⾏政と⼤丸下関店が⼿を携えて、地元の魅⼒をお届けする3⽇間です。ぜひお⽴ち寄りください。

アクセス：JR下関駅すぐ

住所：750-8503 ⼭⼝県下関市⽵崎町4-4-10 株式会社⼤丸松坂屋百貨店 ⼤丸下関店

TEL：083-232-1111（⼤丸下関店代表電話）

⼤丸下関店公式サイト：https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

 

株式会社 ⼤丸松坂屋百貨店のプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25003

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社⼤丸松坂屋百貨店 広報担当：林

電話：083-232-1111(⼤丸下関店代表電話)

メールアドレス：chiaki.hayashi@jfr.co.jp

https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/25003


2022年8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 大丸心斎橋店

アートとして、資産継承として、縁起物として約300点が⼤集結。
⼤丸⼼斎橋店＜⾦の祭典＞開催

■2022年8⽉25⽇（⽊）→30⽇（⽕）（最終⽇は17時閉場）
■⼼斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

本館８Fに常設「⼤丸ゴールドサロン」 8/24（⽔） NEW OPEN︕

⼤丸⼼斎橋店グランドオープン後、初企画となる「⾦の祭典」では、⾄⾼の＜⻩⾦アート＞から＜縁起物・
置物＞、また資産継承となる＜仏具、おりん＞など約300点の規模を、会場は⼼斎橋PARCO14F PARCO 
GALLERYにて展開します。また本館８Fには8/24（⽔）「⼤丸ゴールドサロン」がNEW OPEN。⼩判や置
物、仏具、仏像など純⾦/18⾦製の⼯芸品を多彩に揃えています。不要な地⾦・ネックレス・指輪(⾦・プラ
チナ製品) などを当⽇の相場で査定、その場で現⾦にて買い取りを⾏う「買い取りコーナー」も常設。⾦の
価値がさらに注⽬されるこのタイミングで、ぜひ本物の輝き、代々受け継いでいくにふさわしい資産価値あ
る⾦製品の数々に触れてください。

18⾦製 将棋駒
王将(26g /⾼さ25×幅23mm) 税込462,000円
⾶⾞(25g /⾼さ24×幅22mm) 税込451,000円
⾦将(22g /⾼さ23×幅21mm) 税込407,000円
その他、将棋駒各種ご⽤意しております。

報道関係者各位

純⾦製 ⾦閣寺
(350g /⾼さ75×幅80×奥⾏50mm) 
税込9,548,000円

左︓18⾦製 ⼲⽀置物(寅) 
(16.5g /⾼さ20×幅25×奥⾏12mm) 
税込451,000円
右︓ 18⾦製シーサー
(計31.5g /各⾼さ20×幅18×奥⾏18mm) 
税込836,000円

左︓18⾦製トランペットブローチ
(5g /⾼さ15×幅45×奥⾏10mm) 税込176,000円
中︓18⾦製 ホルンピンブローチ
(11g /⾼さ25×幅34×奥⾏20mm 税込330,000円
右︓18⾦製ヴァイオリンブローチ
(5g /⾼さ36×幅12×奥⾏10mm) 税込249,700円

「⾦の祭典」出品⼀例

純⾦製
富⼠に三保の松原
⼤判(100g /⾼さ120×73mm) 
税込1,680,000円
⼩判(30g /⾼さ73×幅43mm) 
税込568,000円

おしゃれな楽器のブローチや縁起物も多彩に。



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ＞
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸心斎橋店 PR広報担当：木村真理子
TEL （06）7711-2463 メールアドレス mariko.kimura@jfr.co.jp

＜特別展⽰＞ハピネスアクアリウムが会場に登場。またアメジストの世界も展開。

2022年のパワーシンボルは「⻩⾦・ゴールド」と提唱する、国際・⾵⽔協会(⼀ 般
社団法⼈)監修による「ハピネスアクアリウム」を会場内に展⽰。気分⾼まる清らか
な⽔の流れをイメージさせる「天然⽯」のコラボレーションをお楽しみください。

本館８Fに常設「⼤丸ゴールドサロン」 8/24（⽔） NEW OPEN︕

百貨店内のショップにふさわしい趣きで「⼤丸ゴールドサロン」が8/24（⽔）オープン。

⼩判や置物、仏具、仏像など純⾦/18⾦製の⼯芸品を多彩に揃えています。不要な地⾦・ネックレス・指輪(⾦・プラチナ製
品) などを当⽇の相場で査定、その場で現⾦にて買い取りを⾏う「買い取りコーナー」も常設。
（お⾒積り無料、受付終了時間︓午後6時30分 ）

＜⾵⽔相談会＞
期間中、午前11時から30分ごとに開催。
所要時間:１組様につき約30分 最終受付:午後6時30分
※各⽇先着順にて受付けます。（事前予約はございません。) 

左︓アメジストフィンガー ヴィーナス ⾼さ17cm 
税込627,000円
中︓アメジストフラワー 紫蓮華 ⾼さ18cm 
税込957,000円
右︓アメジストフラワー 宝船 ⾼さ10.5cm 
税込198,000円

アメジストドーム 理想郷
⾼さ67cm 
税込2,970,000円

＜アメジストの世界＞
アメジストは⻄洋ではスピリチュアルな⾊、東洋では⾼貴な
⾊として扱われてきました。天然の造形美による窪みが、
キャッチャーミットのように財運や幸運を受け⽌める招福の
置物として世界中で⼈気があります。愛と財を象徴するアメ
ジストの中でも『極〜きわみ〜』と呼ばれるハイグレードな
原⽯などがお⽬⾒えします。



2022年8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 大丸心斎橋店

夏休みの⾃由研究を百貨店で体験しよう
「紙の昆⾍たち展 紙技⼯房 ⿑藤卓治・⿑藤健輔」

⼤丸⼼斎橋店 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ
■2022年8⽉24⽇（⽔）→30⽇（⽕）

■⼤丸⼼斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ
紙から⽣まれた昆⾍たちの世界です。樹液のお酒を皆で楽しく飲んだり花⽕を愉しんだり、⼩さなアリンコから⼤きな
カブトムシまで様々な昆⾍たちのユカイな暮らしを紙で表現しました。また、オオクワガタや蚊やキアゲハなどなど、
つつくと動きだしそうな本物さながらの昆⾍たちも沢⼭います。昆⾍が苦⼿な⽅でもお楽しみ頂けますので、是⾮お⽴
ち寄りくださいませ。在廊中はリクエストに応じて簡単なデモンストレーションも⾏います。

「ヒシムネカレハカマキリ」

報道関係者各位

「観察中を観察中」「⼭の学校」

包装紙やトイレットペーパーの芯が昆⾍に⼤変⾝︕エコでアートな昆⾍たちも登場。
⾝の回りにある不要になったものが、「紙技⼯房」の⼿にかかれば、素敵な昆⾍たちの世界に⽣まれ変わりました。
新たな命を吹き込まれて⽣まれ変わった昆⾍たちが「モノの⼤切さ」をメッセージしているようです。

「新作リサイクルレインコート」 「remantis」

実はこれはトイレットペーパー
の芯から⽣まれています。め
くっていくとまるで葉のように
⾒えてきたのでカマキリを歩か
せてみました。
トイレットペーパーの芯も、ま
わりまわって⽣物の糧となる事
を表現しています。

包装紙をひろってきたコガネムシが、オンブバッタ
の夫婦にレインコートを作っています。⾃然物や⼈
が落とした物などを拾いに出掛け、そこからあらゆ
るお洋服を⽣み出すコガネムシの暮らしを想像しな
がらご覧ください。



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ＞
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸心斎橋店 PR広報担当：木村真理子

TEL （06）7711-2463 メールアドレス mariko.kimura@jfr.co.jp

■会期︓2022年8⽉24⽇(⽔)→30⽇(⽕) ※最終⽇30⽇(⽕)は16時閉場
※新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌に向け、イベント内容の変更・中⽌などさせていただく場合がございます。あらかじめご了
承ください。※営業⽇・営業時間が変更になる場合がございます。詳しくは⼤丸⼼斎橋店のホームページでご確認ください。
■会場︓⼤丸⼼斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ

Artglorieux GALLERY OF OSAKA ■⼊場料︓無料

アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカとは
フランス語でart（アール）は芸術、glorieux（グロリュー）は輝かしい、栄光の、という意味。時空を超えて、輝き続けるアート
を発信いたします。⼤丸⼼斎橋店本館で、⼼ふるえる素敵なアートとの出会いをお楽しみください。
アクセス︓Osaka Metro御堂筋線⼼斎橋駅（南改札）より地下道直結
住所︓〒542-8501⼤阪府⼤阪市中央区⼼斎橋筋1-7-1⼤丸⼼斎橋店 本館8階 TEL︓06-6271-1231（代表）
HP︓https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/artglorieux/

夏休みの思い出に︕親⼦で参加できる︕
「紙から⽣まれた昆⾍アートワークショップ」開催

【⿑藤卓治・⿑藤健輔 プロフィール】

⻫藤卓治先⽣と健輔先⽣が来場します。夏休みの⾃由研究にも
ぴったりな「紙技⼯房」の楽しい紙の昆⾍作りを親⼦で⼀緒に
体験してみませんか︖
ワークショプでは「葉にとまるテントウムシ」を作成予定。時間
があればさらにお花や⽔滴などの作り⽅も教えていただけます︕

●開催⽇ 8⽉27⽇（⼟）・28⽇（⽇）
●開催時間 各⽇10時30分〜、14時〜
●所要時間 各回約１時間半
●対象年齢︓⼩学⽣以上の親⼦
●定員︓各回先着順５組
●参加費︓税込550円（作成キット代）

●応募問い合わせ先︓⼤丸⼼斎橋店
アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ
TEL︓０６７７１１７３６６（直通）

【プロフィール】

1988年 ⼤阪⼼斎橋⼤学堂ギャラリーにて個展
以後、全国で個展を催す
1998年 エッシャートリックアートコンペにて優秀賞受賞
2008年 朝⽇新聞「暮らしの⾵」の表紙を飾る
(2008年4⽉〜2009年3⽉)
2013年 ⻫藤健輔が加わり「紙技⼯房」として活動開始
2016年 紙わざ⼤賞にて「東海製紙賞」を受賞(⻫藤卓治)
2018年 クロアチアにて初の海外展⽰
紙わざ⼤賞にて「準⼤賞」を受賞(⻫藤健輔)

⿑藤卓治 ⿑藤健輔

https://www.daimaru.co.jp/shinsaibashi/artglorieux/


 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
松坂屋名古屋店では近江の物産展イベントを初開催します。コロナ禍で 4 度延期となり、約 2 年越しで開催され

る本イベントの注目は滋賀の美味しい食材を使用したグルメです。日本三大和牛である近江牛グルメや話題の

スイーツを味わえる他、人気商品のお取り寄せ商品などを販売します。滋賀県彦根市の人気キャラクター<ひこにゃ

ん>も 1日限定で登場し、彦根市の魅力を元気に PRします。滋賀県の魅力が詰まった物産展イベントをぜひご取

材ください。 出展店舗 合計 39 店舗（食品 23 店舗、工芸 16 店舗） 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     豊かな自然に育まれた滋賀の美味しいグルメが味わえる！  

  近江路 味めぐり・匠展 
期 間：2022 年 7 月 13 日(水)～18 日(月・祝)10 時～19 時 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 7 階 大催事場 

共 催：(公社)びわこビジターズビューロー、滋賀県  

協 力：全国滋賀県人会連合会、名古屋滋賀県人会  他 

※最終日は 18 時閉場 ※イートインは各日 18 時 30 分、最終日は 16 時オーダーストップ 

 

２０２2 年 7 月 6 日  

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

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 

猛暑の夏に食べたい“ひんやりスイーツ” 

イタリアのジェラートフェスティバル

｢Sherbeth Festival 2017 ｣の

日本人初の世界チャンピオンが手が

けたジェラートが初登場 ! 
 
<Gelateria Azzurro> 

グランピスタチオ 1 個  税込 550 円  

初開催 

参加無料  ひこにゃんステージ  
 

7 月 16 日 (土 )12 時～、14 時 20 分～、16 時 30 分～ 

各回 20 分程度  本館 7 階特設会場  

準備お座席数 15 名、イベント会場への入場は 30 分前に 

お並び順にご案内します。  

お立ち見スペースも一部ございます。                ©彦根市  

東海エリア初登場！ 

新鮮なフルーツが 9種類

も入ったフルーツ好きを

唸らせる贅沢ソフト！ 
 
<二葉屋> 

旬ミックスソフトクリーム 

1 個  税込 1,380 円  

その場で実演！ジューシーな“近江牛”！ 

近江牛専門店のサーロインステーキ、

ロースとビーフ、焼肉の 3 種入り！ 
 

<千成亭> 近江牛食べ比べ弁当  

1 個  税込 2,700 円  

近江牛をリーズナブルに提供 !鰻も入

って贅沢でボリュームのある一品です。 
 

<仕出し処  忠真> 近江牛焼きし

ゃぶ＆鰻弁当 1 折  税込 1,800 円  

絶品の鯖棒すしや特製つけそばも！ 

大正元年創業の地元の方に

愛され続けている人気店！ 
 

<すし慶> 鯖棒すし 

1 本  税込 3,780 円  

歯ごたえのある中太麺を、葱た

っぷりのつけ汁でいただくつけそば

はイートインで味わえます 
 

<時雨製麺所>特製つけそば 

1 人前  税込 1,150 円  
※各日 50 人前限り 

曜日限定！人気のお取り寄せ 

ひこにゃんグッズも

登場！(約 50 種類) 
 
ひこにゃんタオルハンカチ 

税込 300 円  

 東海  
初登場  

 東海  
初登場  

 

 

 

 東海  
初登場  

東海  
初登場  

東海  
初登場  

松坂屋  
初登場  

 松坂屋  
初登場  
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会期 7 月 20 日(水)～8 月 8 日(月) 10 時～18 時(最終入場は 17 時まで) 

場所 本館 7 階大催事場 ※最終日は 17 時閉場(最終入場は 16 時まで) 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、人気漫画「黒執事」の連載 15 周年を記念し、「黒執事展 -Rich Black-」を開

催致します。「黒執事」（著・枢やな）」は月刊「Ｇファンタジー」（スクウェア・エニックス刊）で 2006 年 10 月

号より連載スタート。19 世紀末の英国を舞台に、孤高の少年貴族と契約した“悪魔”で執事が繰り広げる物

語は日本のみならず世界中で人気を博し、ＴＶアニメ、劇場アニメ、ミュージカル、実写映画などを経てコミック

スはシリーズ全世界累計 3,200 万部を突破しています。 

新たな試みとなる本展ではテーマカラーの「Rich Black」（黒に様々な色を重ね合わせてつくる、黒より深い

黒）を基調にした世界観でビジュアルを統一し、枢やな自筆の美しいイラストや、「赤執事編」「サーカス編」

「豪華客船編」などの人気エピソードのほか、最新の「青の追憶編」まで、数々の名シーンを振り返る連載原稿

の原画・資料など、約 350 点を展示します。また、展覧会オリジナルグッズも多数販売いたします。 

 

 

 

2022 年７月 12 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  
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■展示内容 

本展覧会では、「黒執事」15 年間の軌跡をあらゆる角度からご覧いただける展示が満載です。 

◇エントランス演出  
 

『黒執事』の八つの章を表したランタンと共に、セバスチャンとシエルがお客様をお迎えいたします。  

◇ストーリー展示 
 

『黒執事』のストーリーを、直筆の生原稿や多彩なカラーイラストと共に第一話から辿っていきます。セクション

毎には枢やなによるコメントも展示いたします。 

◇製作プロセス展示 
 

アナログ作画からデジタル作画へ…直筆ペン画、スケッチブックなど、漫画家・枢やなの作画工程と、その変

遷を貴重な資料と共にご覧いただけます。 
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◇衣装展示 
 

本展覧会のメインビジュアルで描かれた、セバスチャンとシエルのファッションを忠実に再現。特別な衣装デザ

インを 360 度ご堪能いただけます。 

◇映像展示 
 

シエルの過去と真実を辿る、本展覧会のために制作された特別な映像展示。セバスチャンとシエルの録り

下ろしボイスも必聴です。 

◇音声ガイド 
 

展覧会をさらにお楽しみいただける音声ガイドを販売（税込 700 円/前売・当日共通）いたします。 

セバスチャンとシエルが会場内をご案内する音声ガイドは完全録り下ろしです。 

 

キャスト：セバスチャン・ミカエリス：小野大輔様  シエル・ファントムハイヴ：坂本真綾様。 
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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 

■来場特典「インビテーションチケット風カード」 
 

当日の入場券をお持ちの方 1 名様につき、枢やな描き下ろし「インビテーシ

ョンチケット風カード」を会場にて 1 枚プレゼントいたします。 

 

※特典の数には限りがあり、なくなり次第終了です。 

■販売グッズ 
 

展連会開催を記念したオリジナル新作グッズが多種販売されます。貴重なサイン入り複製原画や、展

覧会パンフレット、そして枢やなプロデュースブランド「黒執事  Black Label」の新作アイテムの数々を

ご用意いたします。 ※状況により、ご紹介している商品のお取り扱いがない/お品切れの場合がございます。 

「黒執事展 -Rich Black-」 
 
会期  7 月 20 日(水)～8 月 8 日(月) 10 時～18 時(最終入場は 17 時まで) 

場所  本館 7 階大催事場 ※最終日は 17 時閉場(最終入場は 16 時まで) 

主催  CBC テレビ、大丸松坂屋百貨店 

入場料 一般・大学生 1,300 円(1,100 円) 中高生 900 円(800 円) 500 円(500 円) 

                              ※税込金額  ※（）内は前売り料金  ※一部日程日時指定制入場  
 

展覧会公式サイト https://www.mbs.jp/kuroshitsujiten 公式 Twitter @kuroshitsujiten 

大丸松坂屋展覧会 HP https://dmdepart.jp/museum/nagoya/kuroshitujiten 

■開催概要 
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松坂屋名古屋店では、ジュエラーTASAKI のアイコンジュエリーのひとつである「danger(デインジャー)」の新

作発売を記念して、人気の漫画作品「チェンソーマン」とのスペシャル コラボレーション POP UP「TASAKI 

× チェンソーマン」を開催します。 

POP UP 会場では、食虫植物や自然界に生息する生き物などの神秘的なフォルムの美しさをモチーフとした、

モダンでエッジィな「デインジャー」のジュエリーと、オリジナリティあふれる深遠な世界観で人々を虜にする漫画作品

「チェンソーマン」に共通する、危険でミステリアス、かつアーティスティックな世界観を表現。原作者の藤本タツキ

氏が特別に描きおろした、「デインジャー」のジュエリーやパールを身に着けた作品キャラクターたちのスペシャルビジ

ュアルや、原作ビジュアル、コミックス表紙を想起させるデザインなどで構成された「チェンソーマン」の作品世界の

中で、バリエーション豊かな「デインジャー」のジュエリーが煌めく、これまでにない革新的な美の世界となっていま

す。  

また会場では、作品キャラクター・ポチタのチェンソー部分に贅沢にパールをセッティングしたスペシャルフィギュア

も特別展示します。ぜひご取材にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 7 月 22 日  

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

人気漫画「チェンソーマン」とジュエラー「TASAKI」の 

スペシャルコラボレーション POP UP 

「TASAKI × チェンソーマン」 
 

期 間：2022 年 7 月 27 日(水)～8 月 2 日(火) 10 時～20 時 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 1 階 北入口イベントスペース 

フォント９。 

 

「TASAKI × チェンソーマン」コラボレーション キービジュアル 
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外観イメージ ©TASAKI 

また、コラボレーションを記念して、チェンソーマン、ポチタ、パワーの各作品キャラクターをデザインモチーフとしたスペシャ

ル コラボレーション ジュエリー 4 デザイン・計 7 種を POP UP 会場限定で発売します。（会場毎に数量限定で販売） 

■チェンソーマン 

チェンソーマン ダイヤモンド ペンダント 

税込 3,300,000 円  

チェンソーマン ダイヤモンド ソロ ペンダント 

税込 1,056,000 円  

チェンソーマン ペンダント 

税込 902,000 円  

チェンソー ペンダント ＆ イヤーカフ（片耳用） 

税込 198,000 円  
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■ポチタ 

ポチタ ペンダント 

税込 308,000 円  

ポチタ ペンダント 

税込 187,000 円  

■パワー 

パワー ネックレス 

税込 319,000 円  

©TASAKI 

同 POP UPイベント期間中、TASAKI公式 LINEアカウントに友達登録していただいている方々への来場特典や、

対象商品をお買い上げの方に、「デインジャー」と「チェンソーマン」の世界観のエッセンスを反映したアイテムをご用意

しています（なくなり次第終了）。 

「デインジャー」と「チェンソーマン」のコラボレーションにより生み出された、固定概念を覆し、新たな時代を切り拓く、ア

ーティスティックな美の世界をご堪能ください。 

 

 

 

＜TASAKI 公式サイト スペシャル コラボレーション特設ページ＞ 

https://www.tasaki.co.jp/tasakidanger-chainsawman/ 
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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 

＜「チェンソーマン」とは＞ 

 

チェンソーの悪魔・ポチタと契約し、チェンソーマンとなり、数多くの悪魔に立ち向かうデンジが主人公のダークヒーロー

アクション。「週刊少年ジャンプ」にて第一部を連載し、その既成概念を打ち破るストーリー展開が大きな話題を呼

び、社会現象に。2022 年 7 月 13 日（水）からは漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて第二部を連載開始。コミ

ックス累計発行部数は 1300 万を突破。 

 

 

 

＜「TASAKI」とは＞ 

 

1954 年創業の日本発のラグジュアリージュエラー。パールとダイヤモンドをブランドの 2 大エレメントとし、世界に誇る

素材クオリティ、繊細かつ革新的なクリエイティビティ、磨き抜かれたクラフツマンシップに裏打ちされた、モダンでエッジィ

なジュエリーを生み出し続けている。新進気鋭のクリエイターとともに創り上げる、固定概念を覆す革新的な美の世

界が特徴的なブランド。 

 

 

 

＜「danger」とは＞ 

 

「danger（デインジャー）」は TASAKIを代表するアイコンシリーズのひとつで、食虫植物や自然界に生息する生き

物などの神秘的なフォルムの美しさをモチーフとした、妖艶な雰囲気とパワフルさを備えたジュエリーコレクション。艶や

かに光るフェミニンな印象のパールと、危険を秘めた鋭いトゲの絶妙なコントラストでデザインされている。2022 年 6

月 29 日（水）には、シャープな美しさが際立つダイヤモンドを用いた新作デザインなどが追加され、アイテムバリエ  

ーションがさらに拡充。 

 

■ご取材に関して 

 

TASAKI × チェンソーマンのコラボレーション商品は、大変ご好評につき、POP UP 初日は開店直後に混雑が予

想されますので、ご取材に関しましては、7 月 27 日(水)開店前 9:10 よりご案内いたします。 

※会場が入口付近の為、当日の状況次第で入店規制をする場合がございますので、撮影時間は誠に勝手なが

ら 9:50 までとさせていただきます。（開店後のお客様インタビューは可能です。） 

その他、撮影方法に関してご相談がある場合は事前にご連絡ください。  



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

松坂屋名古屋店では、3 年ぶりに盆踊り大会を開催します！2018 年にスタートし、第 3 回目となる今回は地域や

学校と協業して、名古屋市（西川流）と名古屋ビジュアルアーツ専門学校の協力のもと、作詞作曲から振り付けまで

全てオリジナルの盆踊りを制作しました。伝統的な踊り「松坂屋音頭」と現代風の POP な曲調の踊り「おいでまつざかや」

の 2種類を用意し、老若男女が楽しめる盆踊りを披露します。学生の知見を取り入れることで、盆踊りを通して、浴衣を

着る文化を次世代に向けて発信します。その他、会場を盛り上げるゲストに「にゃんこスター」が登場する他、お子様も大

人も縁日気分が楽しめる出店もあります。都会で楽しめる夏の風物詩＜盆踊り＞をぜひご取材ください！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 7 月 19 日  

J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
テーマは「地域共生」！地域文化に触れながら 

夏の風物詩「盆踊り」を涼しい店内で体験しませんか？ 

Yukata Dancing night 2022 
期 間：2022 年 7 月 29 日(金)15:30～21:00 

場 所：松坂屋名古屋店 南館 8 階 マツザカヤホール 

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 

■スケジュール 

◆15 時 30 分  開場  

◆15 時 30 分～ 「大治太鼓  尾張一座」キッズ太鼓体験会  

体験会参加者の募集  

◆16 時 30 分～ 《イベント 1》 美濃加茂「舞童」キッズ盆踊り 

◆17 時～ 《イベント 2》 「大治太鼓」キッズ太鼓体験  

◆17 時 25 分～ オープニング 

◆17 時 30 分～ 《イベント 3》 「大治太鼓  尾張一座」演奏  

◆18 時 05 分～ 美濃加茂「舞童」盆踊り 

★18 時 40 分～ 《イベント 4》「専門学校名古屋ビジュアルアー

ツ」パフォーマンス＆オリジナル盆踊り POP バ

ージョン「おいでまつざかや」演舞  

◆19 時～ 美濃加茂「舞童」盆踊り  

★19 時 35 分〜 《イベント 5》 ゲスト 「にゃんこスター」 

★20 時～ 《イベント 6》 日本舞踊西川流家元  西川千雅氏

振付「えこまいか」 演舞＆オリジナル盆踊り伝統バ

ージョン「松坂屋音頭」演舞  

◆20 時 30 分～ 美濃加茂「舞童」盆踊り 

◆21 時  閉場  
 

※スケジュールは目安です。変更になる場合がございます。 

 
《プロフィール》 
 
スーパー3 助(ツッコミ)、アンゴ
ラ村長 (ボケ)によるお笑いコン
ビ。2017年 5月結成。同年
10 月 『 キ ン グ オ ブ コ ン ト
2017』で準優勝し、話題に。 
所属：ワタナベエンターテイン
メント 

 

 

 
どちらも作詞作曲は名古屋ビジュアルアーツ専門学校
の 2 年生授業内容として講師指導の元、学生が手が
けました。振り付けは「おいでまつざかや」は名古屋ビジュ
アルアーツ専門学校ダンサーコースの学生、「松坂屋音
頭」は日本舞踊西川流がそれぞれ今回の盆踊りのため
に考案したオリジナルです！ 

 初制作！オリジナルの盆踊り 

スペシャルゲスト＜にゃんこスター＞ 

 

■参加条件  
松坂屋ゆかた売場にて、税込 5,500 円以上お買いあげのお客様に盆踊り
大会入場エントリー券をお渡しいたします。記載の QR コードより申し込み画
面にアクセスしていただきお申し込みください。（先着 200 名様） 

 3 年ぶりの 
開催 

 
2019 年の盆踊りの様子です。
櫓を組んだステージには和太鼓
も登場します！射的、ヨーヨー
釣り、型抜き、ラッキーボールと
いった昔懐かしの出店もあり、
会場は祭ムード全開！ 

■社員も浴衣出勤しています 

松坂屋名古屋店では従業員
が浴衣を着用するゆかた DAY
を 10 日間制定しています。 
＜ゆかた DAY＞ 
7/2,3,9,10,16,17,18, 
23,24,29 

















MBASE サテライト会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M BASE サテライト会場 

 

J.フロントリテイリンググループ 
2022年 7月 30日 

日 

大丸神戸店は、婦人靴・アクセサリー売場を今夏改装リニューアルオープンいたします。 

婦人靴売場は「元町シューズテラス」と名称を変え、自然豊かな神戸を感じさせる、開放感ある環境で、 

お気に入りの一足をお選びいただけます。 

また、アクセサリー売場では、国内外のデザイナーを編集したジュエリーショップや、ジェンダーを超えて提案できる 

アクセサリーブランドを新しく取り揃え、より幅広くお客様にお楽しみいただける売り場へと生まれ変わります。 

 

大丸神戸店 2022年夏 

婦人靴・アクセサリー売場が改装リニューアルオープン！ 

■元町シューズテラス 2022年 8月 31日(水) OPEN 

1階婦人靴売場が「元町シューズテラス」として、リニューアルオープン。 

高質で高級感ある商品が、より選びやすく、お買い物しやすくなりました。 

①自然が身近に感じられ、開放感のあるテラスのような「くつろげる売り場環境」 

②「プレミアムシューズ」「スニーカー」「パンプス&カジュアル」 

アイテムと志向性に分類された 3 つのエリア 

③ブランドの世界感が感じられる７つのショップ 

④お客様のサイズ、足形に寄り添う靴をご提案するコーナー 

元町シューズテラスイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新編集ショップ】プレミアムシューズ 

デザインの美しさ、品質、本物へのこだわりを大切にされる神戸のお客様に向けて、 

イタリアの人気ブランド「ペリーコ」や、世界１美しいデザインにこだわる「ロランス」、 

日本人の足を熟知した、美しいフォルムの「チェンバー」など、大人の女性の美しい足元を彩るシューズを 

一同に集めてご提案いたします。 

 このほか、「スニーカー」ゾーンでも、「フィリップモデル」や「オン」など、人気のインポートスニーカーを拡充いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新しい発見や楽しさがみつかるサービス】 

①ミラー型サイネージを 2台導入し、自分の歩く姿をミラーに移して録画・再生が可能に。 

後姿や服とのバランスなどを複合的にチェックすることができます。 

②シューコーディネーターが TPOやファッションに合わせたシューズのご提案をいたします。 

③3D計測器でお客様の足形を診断し、いつでもアプリでサイズデータがご確認いただけます。 

④iPad等で色、デザイン、好みに合わせた商品をお探しいたします。 

 

 

■アクセサリー売場 2022年 9月 28日(水) GRAND OPEN 

1階アクセサリー売場が、復興オープン以来全面リニューアルいたします。 

「ジェンダレス」「クリエイティブ」など、時代のキーワードを切り口にしたブランドやショップも加わり、 

神戸のお客様に新しい装いを提案します。 

 

〈ペリーコ〉                 〈ロランス〉                   〈チェンバー〉 

〈オン〉                    〈フィリップモデル〉              〈ボイルブランシェ〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 PR広報担当 林 

TEL. (078)331－8121（代表） 

 

【新規導入ブランド】 

●エイジレス・ジェンダレス・タイムレス 

9月 7日(水) OPEN 

〈エル・エー・エイチ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありのままの自分」が主役  

もっと自由に、もっと心地よく、自分らしく 

すべての年齢やジェンダーにフィットする 

上質なデザインのジュエリーを提案します。 

 

●高感度・上質・クリエィティブ 

9月 28日(水) OPEN 

〈アッシュ・ペー・フランス ジュエリー〉全国初登場 

 

 

 

 

 

 

 

アッシュ・ぺー・フランスから国内外を問わず 

新しく生まれるクリエイションを編集したセレクト 

ショップが初登場。自分らしさを大切にする、 

すべての人に向けたショップです。 

 

店内でリニューアルオープンします。 

9月 16日(金) OPEN 〈アガット〉 

 

【アクセサリーイベント】 

話題のクリエイターズジュエリーや、1点ものクラフトアクセサリー、地元神戸のアトリエショップなどをご紹介。 

人気の「イベントスペース」が広がり、毎週、新しいファッションをお客様にお届けいたします。 

〈エテビジュー〉神戸地区初出店 

 

 

 

 

 

 

 

人気の「エテ」が、より上質でモダンな 

ジュエリーが揃う大人の女性のためのライン 

「エテビジュー」を加えて、ショップとしてデビューします。 

〈リンクス オブ ロンドン〉神戸地区初出店 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンドンのモダンスピリットやウィットを 

表現するイギリスを代表するジュエラー。  

クオリティの高い素材、想像力にあふれたデザイン、 

妥協のないクラフトマンシップでタイムレスな商品を作り続ける。 



2022/08/22 11:08 伊勢丹新宿店で、アートを⼊り⼝に新しい⾃分に出逢う「ART Is. TOKYO GALLARY × ISETAN I am ART.」開催。スタイ…
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伊勢丹新宿店で、アートを⼊り⼝に新しい⾃分に出逢う「ART Is. TOKYO GALLARY
× ISETAN I am ART.」開催。スタイリストふくしまアヤ⽒の直感が導くアート×フ
ァッション

ファッションフロアでのアートの展⽰・販売だけでなく、プロのスタイリストふくしまアヤ⽒によるアー
トをきっかけに始まるスタイリングサービス実施で、新しい⾃分に出会える機会を創出

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

■会期︓2022年8⽉24⽇(⽔)〜9⽉6⽇(⽕) 

■会場︓伊勢丹新宿店 本館3階 インターナショナルデザイナーズ 

■特設サイト︓https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f2/iamart_w.html

 

 伊勢丹新宿店は、8⽉24⽇(⽔)から9⽉6⽇(⽕)まで、本館3階 インターナショナルデザイナーズにて、国内外で

活躍するトップスタイリストであるふくしまアヤ⽒が⼼震えたアートを集めた「ART Is. Tokyo Gallery」と伊勢

丹新宿店が初めてコラボレーションした「ART Is. TOKYO GALLARY × ISETAN I am ART.」を開催いたしま

す。

ふくしまアヤ⽒がセレクトしたアート約150点を本館3階 インターナショナルデザイナーズを中⼼にモードフロア

のいたるところで展⽰・販売し、アート×ファッションをお楽しみいただける空間が期間限定で登場します。ま

た、会期中には事前予約制にて普段個⼈のスタイリングを⾏っていない同⽒のスタイリングサービスのイベントも

実施。実際に展⽰されているアートを⼊⼝に、お客さまの潜在的な想いや内側の声を⼀緒に⾒つけ、その声に素直

に従ってブランドの垣根を超えた新しいファッションを楽しんでいただける特別な時間を体験いただけます。

2022年8⽉8⽇ 18時30分 6

素材をダウンロード

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プ

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

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f2/iamart_w.html
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今までを超えて新しい⾃分に出逢うことで、⾃⾝が「ART＝I am ART」となれるよう愛を込めたアート×ファッ

ションの新たな企画を提供いたします。

 

「ART Is. Tokyo Gallery」展⽰販売作品⼀例

 

 

＜カノウ アキ＞浮⼒ (ふくしまアヤ額装スタイリング) 82,500円 

サイズ︓H40.5cm×W40.5cm×D2.4cm、0.94kg(額装含む) 

⼈⼯物は時間の流れとともに⾃然の⼀部となってゆく。その変化の過程で⽣まれ来る抽象的な美しさを端的に表現

することで、鑑賞者の⼼にエモーショナルな余韻を刻む写真。ドイツのハーネミューレ社ジャーマンエッチング

プリントによる100年退⾊しない印刷⽅法を採⽤。世界に5枚限定のプリント。4枚組はふくしまアヤによるスタイ

リングにより、更に各写真の魅⼒を引き出された組み合わせとなっています。
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＜東⾦ 聖＞Crystalcut Teacup With Lion Heads & Saucer (ART Is.別注) 154,000円 

サイズ︓H10.4cm×W15.5cm×D15.5cm、0.26kg 

⼥性の持つ優美で華やかな部分と淫靡な部分、それを“陰陽”と捉え、彫刻として表現。“陽”の部分を象徴する“ティ

ーカップ”は、⼥性美にオマージュをささげたもの。⼝づければ、からだとアートが⼀体になる。東⾦ 聖の作品

は、1点1点異なる⼥性像を反映したような作⾵が魅⼒で、本作もART Is.別注作品となります。 

 

＜⾼橋 美⾐＞Gradation Form （M/P) #02 (ART Is.別注) 77,000円 

サイズ︓ H16cm×W18.5cm×D9.5cm、1.99kg 
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⼼のなかに残っている“とっておきの形“、をデッサンから⽴体へ置き換えて表現するアーティスト。⼼地よい“抽

象性“のような、ふわふわとした感覚で、⾒る⼈に⾃由をもたらす、新たな感覚。このサイズ感はART Is.だけの別

注サイズとなります。

※アートの販売は、オンラインでの決済を承った後、会期後の発送とさせていただきます。

 

ふくしまアヤ⽒によるアートをきっかけに始まるスタイリングサービス

⼀流モード誌のスタイリストとして活躍するふくしまアヤ⽒による、アートをきっかけに始まるスタイリングサー

ビスを実施。普段同⽒が個⼈のスタイリングを⾏うことはないため、ご予約されたお客さまのみが特別感を味わっ

ていただけるスペシャルな機会となります。

「ART Is. Tokyo Gallery」の軽やかで純粋なアートを⼊り⼝に、内に秘めた想いや本当の⾃分の好きを⾒つけ、

ブランドやカテゴリーに縛られない垣根を超えたファッションをご提案いたします。通常のスタイリングサービス

では珍しい、アートを通じたスタイリング提案は、お客さまにセレンディピティな出逢いを提供いたします。

 

 

【スタイリングサービスの流れ】

①事前に三越伊勢丹リモートショッピングアプリよりご希望の⽇時にてご予約をいただく

※応募状況によっては期⽇前に締め切らせていただく場合がございます。

 ↓

②ご予約当⽇、伊勢丹新宿店でお待ち合わせ

 ↓

③ふくしまアヤ⽒とアートを楽しみながらその⼈の潜在的な想いや内側の声を⼀緒に⾒つけます

 ↓

④館内を回りながら、さまざまなブランドのアイテムを⾒ながらスタイリング体験

 ↓

⑤お客さまのご希望があれば、スタイリングしたアイテムのフィッティング

 

プロフィール
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ふくしまアヤ

国内外の⼀流モード誌にて活躍するファッションスタイリスト。既存の服のスタイリングを⾒せる事よりも、⼈や

服から発せられるピュアなメッセージを汲み取り、まだ⾒ぬ先にあるその⼈の「世界観」や「温度感」が伝わるス

タイリングを提案。また、現代アートギャラリー「ART Is. Tokyo Gallery」の代表取締役兼アートプロデューサ

ー。

 

「ART Is. Tokyo Gallery」について

 

代官⼭にあるART Is. TOKYO GALLARYの様⼦
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代官⼭にあるART Is. TOKYO GALLA
RYの様⼦

メデ ザ 新規登録 メデ ザ グイ

スタイリストふくしまアヤが2021年に代官⼭にオープンした“NO BORDE

R”をコンセプトにした現代アートギャラリー。受賞歴、出⾝⼤学、ハンディ

キャップの有る無しなどに関わらず、パリコレ級に魂が震えるアートを展⽰

販売。アートをより⾃分ごととしていただけるように、スタイリストふくし

まアヤによる特別額装や、⼀部の作品にアーティストさんがつけられた原画

タイトルに対して、ギャラリーとしての作品タイトルを付けたり、様々な⼯

夫がされている。

 

開催概要

■「ART Is. TOKYO GALLARY × ISETAN I am ART.」 

会期︓2022年8⽉24⽇(⽔)〜9⽉6⽇(⽕) 

会場︓伊勢丹新宿店 本館3階 インターナショナルデザイナーズ 

住所︓東京都新宿区新宿3-14-1 

アクセス︓東京メトロ丸ノ内新宿三丁⽬駅徒歩1分、JR新宿駅徒歩5分  

■ふくしまアヤさんによるアートをきっかけに始まるスタイリングサービス

□予約会期︓8⽉10⽇(⽔)〜9⽉5⽇(⽉) 

※応募状況によっては期⽇前に締め切らせていただく場合がございます。

□予約枠⽇︓8⽉24⽇(⽔)・28⽇(⽇)・9⽉3⽇(⼟)・4⽇(⽇)・6⽇(⽕) 

※サービスの所要時間は2時間ほどを予定しております。各⽇の時間枠に関してはご予約の際、お問合せください

ませ。

□予約⽅法︓三越伊勢丹リモートショッピングアプリのチャットにて承ります。詳細はページ下部の特設ページを

ご確認ください。

□予約条件︓なし

▶三越伊勢丹オンラインストア特設ページ

https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f2/iamart_w.html

▶伊勢丹新宿店ラグジュアリー公式アカウント インスタグラム︓@isetanluxury 

https://www.instagram.com/isetanluxury/ 

※価格はすべて税込です。

※イベントの内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。予めご了承ください。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2273&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002273.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f2/iamart_w.html
https://www.instagram.com/isetanluxury/
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【三越英国展】本場英国のレシピを再現したスイーツや最新のスコーン＆ティーで今の
英国⽂化を体感。プラチナジュビリーの記念アイテムも登場︕

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

【会期】Part1.2022 年8 ⽉31 ⽇(⽔)〜9 ⽉5 ⽇(⽉) [最終⽇午後6時終了]※9⽉6⽇(⽕)は、三越英国展はお休みとさ

せていただきます。Part2.2022 年9⽉7⽇(⽔)〜9 ⽉12⽇(⽉) [最終⽇午後6時終了]【会場】⽇本橋三越本店 本館7階

催物会場 

⽇本橋三越本店ではスコーンやティーなど英国のグルメ・⽂化をはじめエリザベス⼥王即位70周年プラチナジュビ

リーの記念アイテムを展開し、今の英国を感じられる「三越英国展」を開催します。 「⽇常に英国のくらしを」

をテーマにティータイムの楽しみ⽅や英国屈指のベイカーたちのレシピを再現したスイーツも登場します。まるで

英国のティーパーティーを体感できるような12⽇間です。

最新スコーンをはじめ30ブランド以上のスコーンが集合︕シェフの来場やライブで楽しめる英国菓⼦も

2022年8⽉17⽇ 11時00分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プ

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

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/british_50
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E3%80%90%E4%B8%89%E8%B6%8A%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E5%B1%95%E3%80%91%E6%9C%AC%E5%A0%B4%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%E3%82%92%E5%86%8D%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%84%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%86%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%81%A7%E4%BB%8A%E3%81%AE%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E6%96%87%E5%8C%96%E3%82%92%E4%BD%93%E6%84%9F%E3%80%82%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%8A%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%82%E7%99%BB%E5%A0%B4%EF%BC%81&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002292.000008372.html&via=PRTIMES_JP
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限定【PART1】〈レイジーデイジーベーカリー〉 

左︓トフィーアップルのニッカーポッカ グローリー+ティー2,750円［各⽇30セット限り］ 

右︓ベリーベリートライフル+ティー 2,970円［各⽇30セット限り］ 

ライブカウンターイートインの三越英国展限定メニュー。PART1はパフェが主役。臨場感あるライブで作り⼿の技

を⾒ながらイートインを楽しめます。

NEW【PART1】〈メアリー・ベリー〉 

左上︓レモン・グリストルテ 990円［各⽇60点限り］ 

左下︓キャロットケーキ 990円［各⽇60点限り］ 
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右︓ミニケーキ＆焼き菓⼦セット 2,200円［各⽇200セット限り］ 

1セット(レモンドリズルトレイベイク、ウォルナッツ＆クランベリーティーブレッド、ベリーベスト・ショートブ

レッド各1、紅茶(ポット)) 

“ケーキの⼥王”として称され、『ブリティッシュ・ベイク・オフ』初代審査員として英国でブレイクしたメアリ

ー・ベリー⽒のレシピ本よりピックアップ。

NEW【PART1】〈ザ・グローヴ〉スコーン 各324円 

ノースロンドンのラグジュアリーな五ツ星ホテル。素材にこだわるホテルならではのスコーンは、もっちりとした

⾷感にリッチなバターの⾹りで伝統的な中にも⾰新的な味わいがある。ジンジャーキャンディー、アールグレイ、

ミックスフルーツ、プレーン 4種が登場。
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【PART2】〈メルローズアンドモーガン〉チーズベイクドスコーン サンド 420円

パルメザンチーズ・チェダー・ナチュラルチーズの3種を練り込み上からもミックスチーズをかけて焼き上げまし

た。中にはルッコラ、スイートキューカンバーピクルス、クリームチーズをサンドしたセイボリースコーンです。

伝統的な英国を楽しもう

〈バーレイ〉ブルーキャリコミニティットビット 9,350円、ブルーキャリコプレート⼩ 3,850円、ブルーキャリ

コカップ＆ソーサー 7,700円、プラムアジアティックフェザンツプレート⼩ 3,850円、プラムアジアティックフ
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ェザンツカップ＆ソーサー 7,700円、プラムアジアティックフェザンツティーポットS 15,400円、キャリコタイ

ル 4,950円 

さまざまなデザインを展開するバーレイの⾷器で英国⾵ティータイムを楽しむのはいかがでしょう。

【PART1】〈ミラーズ〉フィッシュ＆チップス 1,728円 

2018年度英国フィッシュ＆チップス協会主催のコンペティションのチャンピオンに輝く。オリジナル揚げ粉とハ

ドック（コダラ）を使⽤し、表⾯はカリカリ、⿂はホクホク、ジューシーなフィッシュ＆チップス。

ティーのバリエーションも進化︕⾒た⽬も味も楽しめる、進化した英国ティー。
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【PART1】〈ダーヴィルス・オブ・ウィンザー〉ハニーコム・ミルクティー&レモンゼスト・ビスケット~ロイヤ

ル・ティータイムセット~880円［各⽇60セット限り］ 

英国の伝統的なハニーコムを溶かしながら飲むアイスティー。ソヴリンの「レモンゼスト・ビスケット」と⼀緒

に。

【PART2】〈ウェルシュ・ブリュー〉 

アイス苺ミルクティーとミニ・ウェルシュケーキ~ウェルシュ・ティータイムセット~825円［各⽇60セット限

り］※ミニ・ウェルシュケーキ1個付き 

アイスティー⽤にしっかりと抽出し、苺ピューレとたっぷりの⽜乳を加えました。「苺ミルク好き」に贈るフルー
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ティーでスッキリとしたアレンジティーです。英国菓⼦研究家、砂古⽟緒⽒が〈ウェルシュ・ブリュー〉に合わせ

て作ったミックススパイス⾹るミニ・ウェルシュケーキのセット。

プラチナジュビリーを記念したアイテムが登場︕

【PART1】〈メリーソート〉クイーンズプラチナジュビリーベア 69,300円［10点限り］ 

1953年の戴冠式で着⽤した王冠とローブを忠実に再現したプラチナジュビリーを記念したベア。
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種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

関連URL

【PART2】〈トレゴスナン〉ザ・クィーンズプラチナジュビリーティ 7,560円［200点限り］ 

エリザベス⼥王のプラチナ・ジュビリーを記念した紅茶。⼿摘みの茶葉に、ジャスミンと薔薇の花びら・⻘いコー

ンフラワーのブレンド。

三越英国展

【会期】Part1.2022 年8 ⽉31 ⽇(⽔)〜9 ⽉5 ⽇(⽉) [最終⽇午後6時終了] 

※9⽉6⽇(⽕)は、三越英国展はお休みとさせていただきます。 

Part2.2022 年9⽉7⽇(⽔)〜9 ⽉12⽇(⽉) [最終⽇午後6時終了] 

【会場】⽇本橋三越本店 本館7階 催物会場 

※価格はすべて税込です。

※諸般の事情により、⼊場制限をさせていただく場合がございます

※掲載内容は、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。

※会期の記載がないものに関しては通期での出店となります。

 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

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

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  【三越英国展】本場英国のレシピを再現したスイーツや最新のスコーン＆ティー

で今の英国⽂化を体感。プラチナジュビリーの記念アイテムも登場︕

イベント

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア ⾷品・お菓⼦

英国展 三越伊勢丹 プラチナジュビリー テディベア スコーン アフタヌーンティー ⽇本橋 紅茶
海外旅⾏
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注⽬作家57名の現代アート作品が銀座三越に集結︕「Art Fair GINZA tagboat ×
MITSUKOSHI」8⽉31⽇（⽔）から開催

秋の始まりは、銀座の真ん中で「現代アート」の魅⼒をたっぷり楽しもう

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

■会期︓Part1 2022年8⽉31⽇(⽔) 〜 9⽉5⽇(⽉)／Part2 2022年9⽉7⽇(⽔) 〜 9⽉12⽇(⽉) ※8⽉31⽇(⽔)、９⽉

7⽇(⽔)は、エムアイカード会員さまとご招待顧客さまの招待⽇になります。  

※Part1、Part2ともに最終⽇は午後6時まで ※9⽉6⽇(⽕)は、催物会場はお休みとさせていただきます。  

■会場︓銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越では、2022年8⽉31⽇(⽔)〜9⽉12⽇(⽉)まで「Art Fair GINZA tagboat × MITSUKOSHI」を新館7

階 催物会場にて開催いたします。今回初開催のこちらのイベントでは、アジア最⼤級のオンラインギャラリーを

運営するタグボートと銀座三越がタッグを組み、タグボートに所属するアーティストの中から厳選した57名の渾⾝

の作品を展⽰・販売いたします。イベントの為に作成された新作を始め、多様な表現を⾒せる現代アートの「今」

をぜひ直接会場でご覧ください。

タグボートと銀座三越がタッグを組んでアートの祭典を開催︕

タグボートは、170名以上の多彩なアーティストを取り扱う、アジア最⼤級のオンラインアートギャラリーです。

アーティストの価値を⾼め、その魅⼒を伝えるため様々な企画で多くの⽅にアート購⼊の楽しみを届けてきたタグ

ボート。その思いに共感し、⼀⼈でも多くの⽅にアートのある暮らしを楽しんでいただきたいという思いから銀座

三越がタッグを組みました。

個性豊かな57名のアーティストが集結︕

2022年8⽉1⽇ 10時00分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プ

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポ
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今回出展するアーティストは、タグボートが厳選し銀座三越も注⽬する57名。油絵、⽴体作品等各アーティストの

個性豊かな表現⽅法で⽬と⼼を楽しませてくれます。現代アートの「今」を余すことなくご堪能いただけます。

 

◇出展作家⼀覧◇ ※50⾳順、敬称略

Part1 

ayaka nakamura/JunKjapunk/TARTAROS JAPAN/VIKI/浅間あす未/有村佳奈/井⼝エリー/市川詩織/今関絵美/

⼤⾕太郎/⼤槻透/カネコタカナオ/⼯藤千紘/⼩池正典/⼩⽊曽ウェイツ恭⼦/後藤夢乃/榊貴美/シムラヒデミ/⽉乃カ

エル/⻄川美穂/⻄島雄志/橋本仁/濱⽥有美/ヒョーゴコーイチ/深澤雄太/福井直⼦/ホリグチシンゴ/増⽥恵助、以上

28名 

Part2 

AKIKO KONDO/Kamihasami/東菜々美/⾜⽴篤史/⽯井七歩/⽯川美奈⼦/オオタキヨオ/カワヲワタル/⽊村美帆/サ

イトウユウヤ/塩⾒真由/清⽔智裕/スガミカ/鈴⽊ひょっとこ/⽥村久美⼦/徳永博⼦/富⽥貴智/中浦情/ナカムラトヲ

ル/額賀苑⼦/濱村凌/林恭⼦/廣瀬祥⼦/フルフォード素馨/前⽥博雅/松森⼠⾨/三塚新司/曄⽥依⼦/吉⽥樹保、以上2

9名 

 

「Art Fair GINZA tagboat×MITSUKOSHI」 

会期︓Part1 2022年8⽉31⽇(⽔) 〜 9⽉5⽇(⽉) 

   Part2 2022年9⽉7⽇(⽔) 〜 9⽉12⽇(⽉)  

※8⽉31⽇(⽔)、９⽉7⽇(⽔)は、エムアイカード会員さまとご招待顧客さまの招待⽇になります。 

※Part1、Part2ともに最終⽇は午後6時まで 

※9⽉6⽇(⽕)は、催事会場はお休みとさせていただきます。  

会場︓銀座三越 新館7階 催物会場 

※出展作家、出展作品は、Part1とPart2ですべて⼊れ替えとなります。 

※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。

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

ご了承くださいませ。

◎ 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 >  注⽬作家57名の現代アート作品が銀座三越に集結︕「Art Fair GINZA tagboat

× MITSUKOSHI」8⽉31⽇（⽔）から開催
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報道関係資料 

2022 年 8 月 18 日 

株式会社小田急百貨店 

  

 

 

 

 

 

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。本館への長年のご愛顧に感謝を込めて、本館営業終了までの期

間、お客さまに改めて本館の魅力をお伝えする「カウントダウンＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫＳ」を実

施しています。 

 第１弾として 8 月 15 日（月）まで実施の、‟本館に眠る”アンモナイトをプレゼントする企画

は予想を上回る反響で、1,900 件を超えるご応募をいただきました。 

 

今回は第 2 弾として、8 月 17 日（水）から、百貨店らしさを印象づける「制服」にスポット

を当てた企画、〈令和のレトロかわいい No.1 を決めよう！「＃小田急百貨店エレベーターガー

ル制服選手権」〉を実施します。 

公式ツイッターでは、新宿店のこれまでのエレベーターガールの制服の人気投票企画を実施す

るほか、店内入口にはエレベーターガールの「歴代制服コレクション」の紹介と「顔出しパネル」

を設置。お子さまから大人の方まで、憧れの‟エレガ”になりきって記念撮影ができる注目のスポ

ットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ▲本館営業終了日まで設置！‟エレガ“気分で撮影が楽しめるスポットが登場 

 
■レトロかわいい！昭和・平成のエレベーターガールの顔出しパネルが登場 

百貨店らしい特徴として華やかなイメージのあるエレベーターガール。新宿店では、全館開店

の 1967 年から 2020 年の夏まで 50 年以上にわたり、いわゆるエレベーターガールと呼ばれる

サービス担当者がエレベーターの操作やご案内を実施していました。それぞれの時代や季節に合

わせた制服のデザインは約 100 種にのぼります。 

  

 本企画では、歴代の制服の中から令和の時代においても‟レトロかわいい！”とイチオシの 3

種類の制服を公式ツイッターで紹介し、人気投票やプレゼント企画を実施します。店内には「顔

出しパネル」を設置するほか、「歴代制服コレクション」と題し、歴代の制服の一部をポスター

にて紹介。新宿店本館の‟エレガ“気分で撮影が楽しめます。 

エレベーターガールのレトロかわいい制服に注目！ 

新宿小田急の‟エレガなりきり”顔出しパネルが登場 

～「本館を楽しみつくそう！＼新宿店［本館⇒ハルク]お引っ越し前の／カウントダウンＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫＳ」第2弾 ～ 



 

紹介する制服 

①「昭和のアイドル的！」（1974 年） 
②「モードな雰囲気漂う！」（1980 年） 
③「バブルの余韻香る！」（1993 年） 
 
 
①         ②         ③ 
 
 
 
 
 
 
 
                             ▲歴代制服コレクションポスター 

                               
 

＜担当者コメント＞ 

当時の制服を覚えている方には懐かしさを共感していただいたり、若い世代の方に

は新宿小田急を知るきっかけとして、SNS の企画で接点を増やしていきたいです。 

新宿店では、2019 年の改元時に「平成・令和」の顔出しパネルを設置し、好評

をいただきました。今回もどなたでも気軽に参加でき、簡単に映える写真が撮れ

て、思わず笑顔になるような企画を実現しました！本館の営業終了日まで多くの

方のお越しをお待ちしてます。 

 

 

＜展開概要＞ 

タイトル：令和のレトロかわいい No.1 を決めよう！「＃小田急百貨店エレベーターガール制服

選手権」 

 

●公式ツイッターキャンぺーン 

期 間：8 月 17 日（水）～9 月 13 日（火） 

内 容：公式ツイッターにて歴代の３種類のエレベーターガールの制服を紹介。期間中にアカ 

     ウトをフォローのうえ、投稿をリツイートいただいた方の中から抽選で３名様にプレ

ゼントを差し上げます。また、8 月 23 日（火）までの期間、紹介した制服の人気投

票を実施し、後日パネル展示エリアにて結果を公開します。 

プレゼント：『アデリアレトロ』グラスセット 

 

●顔出しパネル 

期 間：8 月 17 日（水）～10 月 2 日（日）※本館営業終了日まで 

内 容：エレベーターガールのデザインの顔出しパネルを設置するほか、歴代の制服の一部を

ポスターにて紹介します。 

場 所：本館 2 階モザイク通り口 

 

 

◎「本館を楽しみつくそう！＼新宿店［本館⇒ハルク]お引っ越し前の／カウントダウンＥＶＥ

ＮＴ ＷＥＥＫＳ」については以下リリースをご参照ください。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000329.000035774.html  

 

 

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://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000329.000035774.html


報道関係資料 

2022 年 8 月 19 日 

株式会社小田急百貨店 

▲『シェリーズパイ』 

ミンスパイ（冷凍/1 個） 

432 円 

英国では特別なお祝いに食

べる甘いパイです。  

 

▲『ウィタード』イングリッシ

ュ ロ ー ズ （ リ ー フ テ ィ ー / 

100g /キャディ缶入り) 

3,132 円  

優雅なティータイムにぴった

りの、ばらのはなびらをブレン

ドした紅茶です。 

▲『ロイヤルミント』エリザベス 

女王在位 70 周年 50 ペンス 

白銅貨（ニッケルキュプラ/ 

直径 27.3 ㎜）  

7,700 円【限定 10 点】 

女王が即位されてから 70 周年を迎

えることを記念した 50 ペンス白銅

貨。ジュビリーヒストリーブックレ

ット入りの完全保存版です。 

▲『ジグナーレ』ショップバ

ッグ「ロンドンベア」（ポリエ

ステル 100%/W30×H31×

D13.5cm) 8,800 円 

可愛らしいロンドンベアがデ

ザインされたファスナー付の

バッグです。 

▲『イングリッシュティーショ

ップ』ティーバッグ＆ハウスデ

ザイン缶セット（20 包×2.5g)  

2,376 円 

ティーバッグ 1 箱と左右 2 種類

のデザイン缶から１つを選べる

人気アイテムです。 

▲『ヘブリディアンスモークハ

ウス』手切りスモークサーモン

（解凍/100g）1,501 円 

英国王室の一員のグランヴィ

エル伯爵が所有する北ウイス

ト島のブランドです。 

▲『メリーソート』エドワード; 

クリストファーロビンズ 

テディベア（モヘヤ、ウール 

フェルト/ H45cm) 

45,100 円【限定 5 点】 

くまのプーさんのモデルとな

ったテディベアです。 

▲『ロダス』クロテッドクリー

ム（冷蔵/ 28g) 331 円 

スコーンと相性のいいクロテッ

ドクリーム。便利な食べ切りサ

イズです。 

 40社以上が出店！営業を終了する新宿店本館では最後となる 

「英国展」を 8月 24日から開催 
～ 特別提供品も！紅茶やスイーツから、雑貨アイテムまで展開 ～ 

 

小田急百貨店新宿店本館 11 階の催物場では、8 月 24 日（水）~29 日（月）の期間、「英国

展」を開催します。40 社以上が出店し、英国を代表するグルメのほか、食器やヴィンテージア

クセサリー、服飾雑貨などを展開します。 

 

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。本館営業終了に伴い各対象フロアで実施中の「売りつくしカウントダウンセール」に合

わせ、本館での最後の開催となる「英国展」においても、お買い得な〈特別提供品〉を用意しま

した。 

 

 

■英国を代表するグルメや雑貨アイテムを展開 
 人気ブランドの紅茶やミンスパイやスコーン、スモークサーモンなど英国グルメのほかに、エ

リザベス女王在位 70 年を記念したアイテムや、数量限定販売のテディベアも登場します。 

 

＜展開品一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▲『Morris＆Co. for ピンパーネ

ル』いちごどろぼう ブルー 

ペアマグ＆トレイセット 

（マグ：磁器、トレイ：メラミン樹

脂/マグ：180ml、トレイ W21×

D14.5cm) 

3,850 円【限定 20 点】 

いちごを摘みに来る小鳥を愛らし

く描いた伝説的なデザインです。 

 

▲『ブロンテ･バイ･ムーン』 

ドット柄マフラー 

（毛 100%/W20×L200cm) 

4,950 円【限定 20 点】 

秋のおしゃれにおすすめの、 

長尺で薄手のリバーシブル 

マフラーです。 

 

▲『エインズレイ』紅茶占い

ティーカップ& ソーサー 

（1 客／ファインボーン 

チャイナ/ 200ml) 

6,600 円【限定６色各６点】 

19 世紀初頭に貴族の間で流

行した紅茶占いに供された碗

皿の復刻品です。 

 

▲『セント･アンドリュース』

ゴルフボールセット 

（6 個入り/ゴム他） 

1,980 円【限定 50 点】 

ゴルフ発祥の地を代表する

名門コースのゴルフボール

です。 

 

■新宿店本館での最後の開催！お買い得な〈特別提供品〉を展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「英国展」 

期   間：8 月 24 日（水）～29 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/  

協 力：一般社団法人英友会 

 

 

   

 

 

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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                               2022 年 8 月 株式会社松屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松屋銀座は、今秋１階フロアを改装し、化粧品売場を拡大します。新しく 7 ブランドを迎え、6 ブランドをリニュー

アル。売場面積を約２割拡大します。本格的なアフターコロナを見据えてカラーメイクブランドと、コロナ禍で需要

の伸びたフレグランスを強化。Z 世代を含む新規顧客をジェンダーレスに取り込みつつ、回復を見込むインバウンド

需要にも対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェンダーレスに Z 世代からの若年層をデパコスで取り込む 

コロナ禍の消費動向の変化に対応し、カラーメイクとフレグランス強化 

 

松屋銀座 １階化粧品売場 改装 

2022 年 8 月 17 日(水)最多オープン 

化粧品改装の狙い 

〇カラーメイクとフレグランス強化で Z 世代新規顧客獲得 

〇ユニセックスに支持されるブランド誘致でジェンダーレス化する化粧品市場に対応 

〇店頭体験の魅力向上 接客での新しい発見、ブランドの世界観を堪能し見比べる楽しさを追求 

〇来年以降のインバウンド市場回復を見越し、インバウンド人気ブランドを集積 
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〇“デパコス“は若年層の百貨店エントリーアイテム カラーメイクとフレグランス強化で Z 世代新規顧客獲得 

百貨店利用客が高年齢化する中、コロナ禍においてラグジュアリー部門では若年層の購買が大きく伸びています*。 

松屋銀座化粧品は従来５０代以上を意識した高価格帯スキンケアが強みでしたが、アールエムケー、シュウ ウエム

ラ、ディプティック、オフィリーヌ・ユニヴェルセル・ビュリーといった Z 世代から支持の高いブランドを導入する

ことで、若年層取り込みを狙います。  

＊参考  松屋カードの 20.30 代の買上比率(2021 年度) 

全館 10.3％のところ、ラグジュアリー部門は 38％（コロナ以降の入会者に絞ると 60％超）。 

 

〇ジェンダーレス化する化粧品市場 ユニセックスに支持されるブランド誘致と男性も入りやすい環境演出 

スキンケアを始めとした化粧品への男性需要は年々伸長*。 需要はスキンケアに留まらず、コロナ禍でオンライン会

議の映りを良くするためにコンシーラーを購入する４０代ビジネスマンが増えるなど、男性の化粧品購買は一層のす

そ野の広がりが期待できます。シュウ ウエムラ、MAC といったジェンダーレスな商品ラインナップが浸透し男性に

も人気のメイクアップブランドを１階正面入口付近に誘致し、さらにディプティックやオフィリーヌ・ユニヴェルセ

ル・ビュリーといったユニセックスなケアアイテムが充実するブランドの集積で、男性も購買しやすい環境を整えま

す。ウェブサイトや SNS などで男性社員モデルによる眉毛ケア特集を組むなど訴求も強めます。 

＊参考 松屋カードの男性顧客売上額(2021 年度)は 2017 年比 134％。30、40 代が 110％なのに対し、50 代は 204％。 

 

〇接客での新しい発見、ブランドの世界観を堪能し見比べる楽しさー店頭体験の魅力向上 

EC、ドラッグストアなど、あらゆる場所で化粧品が購入できる中でも、「百貨店で購入することの魅力」はカウンセ

リングやタッチアップを中心とする接客による新しい発見や、ブランドの世界観の体感。改装ショップは、従来の百

貨店化粧品売場らしい統一環境に拘らず、ブランドごとの空間で店頭でしか体験できないサービスを訴求します。 

 

〇来年以降のインバウンド市場回復を見越し、インバウンド人気ブランドを集積 

2019 年には化粧品売上の約半分を占めたインバウンド需要。来年以降の回復を見越し、スック、アールエムケー、シ

ュ ウエムラ、ディプティックといったインバウンド客にも人気の高いブランドを誘致しました。 

 

 

 

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。 

 

【アールエムケー】…8 月 17 日(水)OPEN 

1997 年にデビューした日本発メイクアップアーティストブランド。固定概念にとらわれない斬新さや先進性を取り入れ、プロの仕

上がりをテクニックレスで楽しめるハイクオリティーなアイテムを世に送り出し、常に新しいスタンダードを創出しています。 

 

アールエムケー オープニングキット  

8,470 円から 

オープンを記念して、限定キットが登場。自由に選べる下地と 

ファンデーションの現品に、ミニサイズのスキンケア 2 品を 

セット。スタイリッシュなオリジナルトートバッグ付きです。 

 

カラーメイク強化 

 

オープン記念 

 

狙い 
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【シュウ ウエムラ】…8 月 17 日(水)OPEN 

メイクアップアーティスト・植村秀によって 1968 年の誕生以来、日本のメイクアップ文化に革命を起こし愛され続ける「シュウ 

ウエムラ」。「欠点を隠すのではなく、長所に変えて個性を引き出す」美容哲学に応えるバラエティ豊かな色彩、モードでアーティ

スティックなメイクが人気。ブランドの代名詞といえば一度使ったら手放せないクレンジングオイル。オイル洗顔を日本に広めた

先駆者として数々のコスメ大賞を受賞。国内の素材や職人に拘ったサステナブルな活動は日本の伝統的な美徳の本質を追求し続け

ています。 

 

シュウ ウエムラ オープニングキット 13,200 円 

ブランド売上 NO１の「アルティム８∞スプリムビューティクレンジング 

オイル」他、ブランドを代表する人気アイテムがセットになったオープニン 

グスペシャルキット。 

 

 

【スック】…8 月 17 日(水)OPEN 

ブランド名の由来は「“すっく”とまっすぐな立ち姿」から。「大人の女性を美しく、そのための全て」をコンセプトに、「マチュア

（成熟した）世代向け」として 2003 年にスタートした日本発のコスメブランド。たおやかに自立して、瑞々しく艶やかな、今を生

きる女性にふさわしい旬を提案する。上質なラメ使いやシアーな質感で、上品な大人の女性になれると人気の SUQQU がついに松

屋ファン待望のオープン。 

 

13,200 円以上お買い上げで限定セットプレゼント 

税込 13200 円以上お買い上げの先着 100 名に「コンフォート メルト  

クレンジングクリーム 30ｇ」、「エンリッチ フォーミング ウォッシュ 6g」、 

「ボアクレンジングセラム 6ｇ」、ポーチをセットにしてプレゼント。 

 

 

 

 

 

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（8/31）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。 

 

【ディプティック】…8 月 5 日(金)OPEN 

パリのサンジェルマン大通りに 1961 年にオープンしたフレグランスメゾン。人気のフレグランスキャンドルやオードトワレなど

薫りにはストーリーがあり、ミステリアスでありながら親しみを感じさせる世界観と、品質にこだわり時代を先取りしたものづく

りは世界中に愛されています。 

 

オードトワレ 7.5ｍｌ３本セット 9,900 円  

ブランドのベストセラー10 種類より、お好きな 3 本をお選び 

いただく限定キット。 

 

フレグランス 

 

オープン記念 

 

オープン記念 

 

オープン記念 
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【ノーズショップ】…8 月 29 日(水) OPEN 

「鼻の店」。他の誰でもない、あなたの鼻が主役の店。インディペンデントでハイグレードな 

フレグランス専業メゾンを世界中からセレクトしてお届けするニッチフレグランスのセレク

トショップ。最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさをお伝えします。カジュアルかつポッ

プに、そしてちょっとクレイジーに新しい香りの世界を提案します。自分の嗅覚こそよりど

ころとして、香りにもっと気軽で自由な楽しさを。 

 

【オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー】…8 月 31 日(水) OPEN 

パリ 6 区サントノレ通りに本店を構える 1803 年創業の総合美容専門店。香水、ルームフレグ

ランス、自然派化粧品、植物オイル、美容アクセサリーなどを提供しています。昔ながらのレ

シピを忠実に守りつつ、最先端の美容技術により、自然由来原料の製品を世界 58 ヵ国に提供

しています。 

 

 

【エムティー メタトロン】…8 月 12 日(金)OPEN 

お客様の肌の悩みに真に応える製品の実現をコンセプトに、美容クリニックおよびエステティックサロン専売のスキンケアブラン

ドとして 2004 年にスタート。原料にこだわりを持ち、常に美容医療の先端を見つめ、理想の肌へ近づく次世代の機能性コスメブ

ランド。 

       MT プラチナセレクション 19,600 円 

MT プラチナ・ローション 30ｍｌと MT プラチナセラム現品が 

入った松屋銀座限定セット 

 

 

 

 

 

商品を売るだけではなく、接客で気分を盛り上げ、新しい発見を提供することが百貨店の価値。アフターコロナは百

貨店での買い物体験価値を一層磨き、一人ひとりのお客様との関係を深めていきます。 

 

■オープン記念イベントも売場を楽しみ、新しい自分に出会える参加型企画 

①SHARE＆TRY！スタンプラリー ８月１７日（水）-２１日（日） 

 ・松屋銀座化粧品の公式インスタグラムをフォローし、投稿に「いいね」をつけて、「オータムコスメティック 2022」

の投稿にお気に入りコスメをコメントいただいた方にお花を１輪プレゼント 

 ・対象ショップ２店舗で気になるアイテムをお試しいただいた方に様々なブランドのアイテムからなるサンプル 

セットをプレゼント 

②パーソナルカラー診断サービス ８月１７日（水）午後３時-8 時 ２０日（土）・２１日（日） 

午前１１時-午後 7 時（所要時間約２０分）受付：１階カネボウ横 

お一人おひとりのパーソナルカラーを診断し、お似合いになるカラーをご提案。 

③フォトサービス ８月２０日（土）・２１日（日）午前１１時―午後６時 

プロのカメラマンによる撮影サービス。 

スキンケア 

 

体験価値の向上 ビューティーアドバイザーのタッチアップでプラスアルファの体験や発見 

 

オープン記念 
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■毎月開催！メイクアップレッスン ８月開催：８月１７日（水）－２１日（日） 

化粧品各ショップにてメイクアップレッスンを毎月実施。月ごとに共通テーマを設け、ブランドごとに募集します。 

【８月のテーマ】ベースメイクのお直し 

 メイク崩れが気になるこの時期、お好みのブランドのメイク直しテクニックを伝授します。 

 〇所要時間 約 15 分  〇料金 無料  〇申込 各ショップにて先着順 

 〇８月実施ブランド ＊ブランドにより実施日時は異なる 

アールエムケー/アンプリチュード/イヴ・サンローラン/エスト/カネボウ/資生堂/ランコム/MAC 

 

■松屋銀座化粧品売場のファンを育成する “コスメサークル” トライアル始動 

ブランドの枠を超え、松屋銀座の化粧品売場のファンになっていただくための活動をトライアルで実施します。 

〇活動内容 実施前のレッスンや新商品プロモーションのモニター活動や個人 SNS での発信 

〇メンバー 当面は松屋銀座化粧品公式インスタグラムなどで声かけした 10 名程度でクローズドに活動 

〇目標   公募組織としてのファンコミュニティ形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


