
 

                       

  

2022年 9月 22日 

                     （一社）日本百貨店協会  

 

【京王百貨店】 

[「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。 

[京王百貨店新宿店にて「ミッフィーzakka フェスタ」を初開催（9/21～）]  

京王百貨店新宿店では｢ミッフィーzakkaフェスタ｣を初開催。2017年以降、毎年内容をリ

ニューアルしながら開催する人気イベントで、今展は 2022年版ニューバージョンで登場。 

[9 月 21 日、新宿店改装の一部を先行オープン]  

京王百貨店新宿店では、新宿再開発に伴う周辺環境の変化を見据えて行う改装の第一弾と

して、今秋、2～7 階フロアの一部をリニューアル。 

【阪急阪神百貨店】 

[「阪急阪神百貨店のおせち料理 2023」] 

阪急阪神百貨店は、2023 年の「おせち料理」の予約受付を開始。阪急 9 月 21 日午前 10

時、阪神 9 月 27 日午前 10 時にスタート。 

 [食欲の秋は“北海道”の美味からスタート「秋の北海道物産大会」（9/21～）] 

「秋の北海道物産大会」では、北海道ならではの旬の食材を使用した海鮮やスイーツ、豪

華お弁当まで秋の北海道を食べ尽くす約 70 店舗、900 種類が集結。 

【髙島屋】 

[「タカシマヤのポイント投資」サービス開始（9/15～）]  

タカシマヤのポイントがお買物でも投資でもたまる・使える「タカシマヤのポイント投

資」サービスを 9月 15日から開始。 

[「グッドプライスコート」 販売スタート（9/7～）]  

髙島屋オンラインストアでは、百貨店クオリティでありながらお手頃価格のオリジナルコ

ート「グッドプライスコート」を、全品、グッドプライスの 12,980 円で販売スタート。 

[2023 年新春 髙島屋 おせち料理（オンライン 9/16～、各店 9/21～）]  

髙島屋全店の店頭で約 900種類、オンラインストアで約 1,150種類と、業界最多級のおせ

ち料理のラインアップをご用意し、お客様の幅広いニーズに応える。 

【そごう・西武】 

[「集い」をテーマに家族で一緒に楽しめるおせちを提案（西武池袋本店 9/28～）]  

そごう・西武では「集い」をテーマにお子様からご年配の方までご一緒にお楽しみいただ

けるおせちを提案する。（「e.デパート」9/22～、西武池袋本店 9/28～） 

[西武・そごうショッピングサイト「e.デパート」リニューアル（9/7～）]  

西武・そごうのショッピングサイト｢ｅ.デパート｣は９月７日にリニューアルオープン。リ

ニューアルを記念して限定商品の販売やギフトが当たるキャンペーンを実施。 

各社の直近の重点施策 



[西武池袋本店に新・アート＆雑貨ショップオープン（9/7～）]  

西武池袋本店では、次世代顧客をターゲットにした新・アート＆雑貨ショップ「アート カ

プセル」が 9月 7日にオープンした。 

[西武池袋本店「諸国銘菓・ 諸国 名産」リニューアル（9/8～）]  

西武池袋本店の食品フロアでは、9月 8日に、全国の銘菓・名産が 1,000種類以上集まる自

主編集売場「諸国銘菓・諸国名産」がリニューアルオープンした。 

【近鉄百貨店】 

[あべのハルカス近鉄本店 ファッション改革第二弾（9/3～）]  

ファッションフロア改革第二弾として、ウイング館５階「いろどり Marché」、タワー館４階

「Phare another closet」の２売場が同時オープン。 

[あべのハルカス近鉄本店 食料品売場がリフレッシュオープン]  

あべのハルカス近鉄本店では、食料品売場がリフレッシュオープン。タワー館地下１階菓

子売場では西日本初登場含む５ブランドが新登場。 

 [「どさんこしまんちゅフェスティバル」を初開催（9/14～）]  

どさんこしまんちゅプロジェクト事務局とあべのハルカス近鉄本店は、「どさんこしまんち

ゅフェスティバル」を初開催した。 

[2023 年近鉄百貨店のおせち（店頭 9/16～、ネットショップ 9/9～）]  

近鉄百貨店は、９月 16日より 2023 年のおせちのご注文承りを開始。2023年のおせちは、

「美味なおせち」をコンセプトに様々なおせちをご用意し、お客様の食卓を彩る。 

【松屋】 

[2023 年松屋のおせち（オンライン 9/30～、松屋銀座 10/12～、松屋浅草 10/1～]  

全国配送可能な「冷凍おせち」を強化するなど、ウィズコロナの中でも美味しいおせちを

堪能したいという需要に応える。 

【小田急百貨店】 

[10 月 4 日、小田急百貨店新宿店が改装オープン]  

小田急百貨店新宿店は、新宿駅西口地区開発計画の進捗による本館営業終了に伴い、新宿西 

口ハルクにおける売場再編工事を実施、10月 4日（火）にリニューアルオープン。 

[本館のイルミネーションで、お客さまへのメッセージを発信（～102）]  

「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 3弾！本館の外壁を活用したイルミネーションを実施。 

【三越伊勢丹】 

[オンライン予約スタート！「2023 三越伊勢丹のおせち」（三越 9/28～、伊勢丹 10/5～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでおせちの予約受付がスタート。2023年の年始におすすめの 

大人数向けのおせちや、おせちにプラスして食卓を彩るグルメもご用意する。 

[ISETAN 靴博 2022（9/21～）]  

国内最大規模の靴の祭典「ISETAN靴博 2022」。第 6回目となる今回は「Meets Your 

Needs!!」をテーマに、各国ブランドやコミュニティとつながる企画をご用意している。 

[ISETAN ARTS ＆ CRAFTS（9/27～）]  

伊勢丹新宿本店では初となるイベント。さまざまな時代、さまざまな地域の作り手たちに

敬意を込め、世界中から集められた衣食住にまつわるアイテムを展示・販売する。 



【東武百貨店】 

[「令和五年 東武のおせち」承り開始（9/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、9月 15日から、「令和五年東武のおせち」の承りを開始。47都道府 

県の味が楽しめるおせちが登場。 

[第 2 回『47 都道府県にっぽんのグルメショー』開催（9/8～）]  

東武百貨店池袋本店は、9月 8日から 13日の 6 日間、8階催事場にて第 2回『47都道府県 

にっぽんのグルメショー』を開催。87 店（実演 25店、初出店 19店）が出店した。 

[「ぐるめぐり 秋の大北海道展」開催（9/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、9月 15日から 27日までの 13日間、「ぐるめぐり 秋の大北海道

展」を開催。前半と後半で会期を分け、切り口を変えて展開する。 

[「2022 東武のクリスマスケーキ」予約承り開始（10/6～）]  

テーマは「full of smile～笑顔いっぱいのクリスマス～」。東武百貨店池袋本店では、10

月 6日より「2022 東武クリスマスケーキ」の予約受付を開始する。 

[「北陸・信越展」池袋東武にて開催（10/4～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 4日から 8階催事場にて「北陸・信越展」を開催する。石

川・福井・富山・長野・新潟 5県のグルメを扱う同催事は 4回目となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
 

【京王百貨店】 
[「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。 

「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） 

[京王百貨店新宿店にて「ミッフィーzakka フェスタ」を初開催（9/21～）]  

京王百貨店新宿店では｢ミッフィーzakka フェスタ｣を初開催。2017 年以降、毎年内容をリ

ニューアルしながら開催する人気イベントで、今展は 2022年版ニューバージョンで登場。 

イベント限定品をはじめ 1,000 点以上がそろうほか、会場内には「miffy’s dream」の絵本

をモチーフにしたフォトスポットなども登場。会場でしか買えない、普段使いしやすいステー

ショナリーやトートバッグなどナチュラルカラーの限定グッズがそろう。（リリース） 

[9月 21日、新宿店改装の一部を先行オープン]  

京王百貨店新宿店では、新宿再開発に伴う周辺環境の変化を見据えて行う改装の第一弾

として、今秋、2～7階フロアの一部をリニューアル。 

今春のゴルフ・アウトドアゾーン改装に続き、8月末から 11月にかけて新たに計 28店のショ

ップと 2 種のサービスを導入。来年度以降には、「食」「ギフト」などの好調カテゴリーを中心

とした段階的な改装を予定している。本改装は「FUN と FAN が集まる場」をテーマにサー

ビス・情報・体験を通じた“コト消費”“トキ消費”に対応するライフスタイル提案を強化。西口

エリアの商環境を支える一翼を担うべく、より多くのお客様に愛される店づくりを目指す。（リリ

ース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[「阪急阪神百貨店のおせち料理 2023」] 

阪急阪神百貨店は、2023年の「おせち料理」の予約受付を開始。阪急 9月 21日午前 10

時、阪神 9月 27日午前 10時にスタート。 

「阪急」は、美味しいものを贈りたいニーズに対応するため、広域配送可能な「冷凍おせち」

や「真空おせち」の品揃えを前年の２１種類から４４種類に拡充する。「阪神」には、２０２２年

４月にグランドオープンした阪神梅田本店に出店の中華料理店「空心」のおせちが初登

場！その他、料理人にスポットをあてたおせちも。 【阪急のおせち料理】店頭・オンライン 9 月

21日午前 10時～ 【阪神のおせち】店頭・オンライン 9月 27日午前 10時～ （リリース） 

[食欲の秋は“北海道”の美味からスタート「秋の北海道物産大会」（9/21～）] 

「秋の北海道物産大会」では、北海道ならではの旬の食材を使用した海鮮やスイーツ、豪

華お弁当まで秋の北海道を食べ尽くす約 70店舗、900種類が集結。 

阪急うめだ本店で屈指の人気を誇る「北海道物産大会」。秋といえば、“食欲の秋”。今回は、

そんな食欲の秋を存分に楽しんでいただこうと、13日間のロングラン開催が決定。前半後半

に分けて、北海道ならではの旬の食材を使用した海鮮やスイーツ、豪華お弁当まで秋の北

海道を食べ尽くす約 70 店舗、900 種類が集結。●阪急百貨店 9 階催場 9 月 21 日～10

月 3日 （リリース） 

 



【髙島屋】 

[「タカシマヤのポイント投資」サービス開始（9/15～）]  

タカシマヤのポイントがお買物でも投資でもたまる・使える「タカシマヤのポイント投資」サー

ビスを 9月 15日から開始。 

積立金額に応じてタカシマヤポイントがたまるプログラムを提供している「タカシマヤのカード

積立」。この度、特定の金融商品・サービスの利用に応じてタカシマヤポイントがたまり、髙島

屋の店頭およびオンラインストアなどのお買物や投資でためたポイントを投資信託の購入に

使うことができる「タカシマヤのポイント投資」を開始。 （リリース） 

[「グッドプライスコート」 販売スタート（9/7～）]  

髙島屋オンラインストアでは、百貨店クオリティでありながらお手頃価格のオリジナルコート

「グッドプライスコート」を、全品、グッドプライスの 12,980円で販売スタート。 

食品やモノの値上げが相次ぐなか、オリジナルでモノづくりをすることによって、上質な品質

を保ちながらコストは抑えたお手頃価格でご提供する“グッドプライス”が実現。今秋冬は、

外出需要も復活の兆しがみられるなか、季節に合わせて使い分けや着回しが可能な 3WAY 

コート、秋から春先まで長く活躍するキルティングコート、真冬に活躍するウール混コートや

ダウンコートなど、“お出かけアイテム”のコートを幅広いラインアップで展開。 （リリース） 

[2023年新春 髙島屋 おせち料理（オンライン 9/16～、各店 9/21～）]  

髙島屋全店の店頭で約 900種類、オンラインストアで約 1,150種類と、業界最多級のおせ

ち料理のラインアップをご用意し、お客様の幅広いニーズに応える。 

お正月を祝う「おせち料理」は、「家庭で作る時代から、購入する時代へ」というライフスタイ

ルの変化を受け、髙島屋では「おせち＝家族が集うお正月のコミュニケーションツール」とし

て捉え、食生活の多様化に対応したバラエティ豊かなおせちを今年もご用意。本年は“自分

だけのオリジナル”がつくれる「カスタマイズおせち」や「パティスリーおせち」「高たんぱくお

せち」など、多様化するおせちのニーズに対応したラインアップを提案する。（リリース） 

 

【そごう・西武】 
[「集い」をテーマに家族で一緒に楽しめるおせちを提案（西武池袋本店 9/28～）]  

そごう・西武では「集い」をテーマにお子様からご年配の方までご一緒にお楽しみいただけ

るおせちを提案する。（「e.デパート」9/22～、西武池袋本店 9/28～） 

今年は和・洋・中と多彩な味を一度に楽しめるおせちの商品数が昨年より約２割増。中でも

「海老料理」「肉料理」など人気の具材を一段に詰めたおせちが新たに登場する。他にも自

宅で料亭の味が楽しめる「料亭・名店のおせち」は商品数をさらに充実、人気の「おばあちゃ

んのおせち」は三段重を中心に品目数を増やすなどリニューアル。家族の一員である「ワン

ちゃんのご褒美おせち」も登場し、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えた。（リリース） 

[西武・そごうショッピングサイト「e.デパート」リニューアル（9/7～）]  

西武・そごうのショッピングサイト｢ｅ.デパート｣は９月７日にリニューアルオープン。リニューア

ルを記念して限定商品の販売やギフトが当たるキャンペーンを実施。 

｢ｅ.デパート｣が９月７日にリニューアルオープン。サイトのデザインも刷新し、スマートフォン

の操作性を踏まえて、お客様により快適にお買い物して頂けるサイトになった。リニューアル

を記念した限定商品やお得なキャンペーンも開催。（リリース） 

[西武池袋本店に新・アート＆雑貨ショップオープン（9/7～）]  

西武池袋本店では、次世代顧客をターゲットにした新・アート＆雑貨ショップ「アート カプ

セル」が 9月 7日にオープンした。 

次世代顧客をターゲットにした新・アート＆雑貨ショップ「アート カプセル」が９月７日にオー

プン。２０代の若手社員が自ら発掘した若手作家と共に、展示するテーマから作品のイメー

ジまで一から作り上げる、従来のアートギャラリーにはない手法で運営する新しい売場。（リリ



ース） 

[西武池袋本店「諸国銘菓・ 諸国 名産」リニューアル（9/8～）]  

西武池袋本店の食品フロアでは、9月 8日に、全国の銘菓・名産が 1,000種類以上集まる

自主編集売場「諸国銘菓・諸国名産」がリニューアルオープンした。 

次世代顧客である若年層もターゲットとし、老舗・名店の味を気軽に楽しめる売場に生まれ

変わる。老舗のごちそうやマニアックな調味料、旅先で出会った銘菓や故郷のお菓子まで、 

幅広い世代のニーズにお応えする食の新しいスポットが誕生。（リリース） 

 

【近鉄百貨店】 
[あべのハルカス近鉄本店 ファッション改革第二弾（9/3～）]  

ファッションフロア改革第二弾として、ウイング館５階「いろどり Marché」、タワー館４階

「Phare another closet」の２売場が同時オープン。 

あべのハルカス近鉄本店では、ファッションフロア改革第一弾として３月にオープンした

「Salon de GATE」（タワー館４階）に続き、第二弾として、新売場「いろどりMarché」（ウイン

グ館５階）と「Phare another closet」（タワー館４階）が９月３日に同時オープン。アパレルだ

けでなく雑貨やフードを含めた「スクランブル MD」の売場とし、アイテムやブランドの枠を超

えたライフスタイルの価値を提案する。（リリース） 

[あべのハルカス近鉄本店 食料品売場がリフレッシュオープン]  

あべのハルカス近鉄本店では、食料品売場がリフレッシュオープン。タワー館地下１階菓子

売場では西日本初登場含む５ブランドが新登場。 

菓子売場の新登場ブランドは、バターにこだわった菓子が人気の西日本初登場「ザ・マスタ

ー by バターバトラー」、大阪・天満の人気カヌレ店の新業態であり百貨店初登場の「カリヌ

ゥ」、可愛い缶に入ったおかきと米粉クッキーが人気の大阪初登場「あげもち Cocoro」のほ

か、「ア・ラ・カンパーニュ」「THE KAEN」の計５ブランド。また、この他、５ブランドが移設な

どによりリフレッシュオープンする。（リリース） 

[「どさんこしまんちゅフェスティバル」を初開催（9/14～）]  

どさんこしまんちゅプロジェクト事務局とあべのハルカス近鉄本店は、「どさんこしまんちゅフ

ェスティバル」を初開催した。 

「北海道と沖縄がＭｅｅｔ!」をコンセプトに、日本の端（北海道）と端（沖縄）から日本の真ん中

（大阪）へ、食や文化をはじめ様々な両道県の魅力を届ける。「食にＭｅｅｔ!」では、それぞれ

独特の文化を持つ北海道と沖縄のグルメを味わえるほか、両道県のコラボメニューも販売、

両道県合わせて約 50 社が出店。「旅にＭｅｅｔ!」「文化にＭｅｅｔ!」では、北海道と沖縄の魅

力を発信し、それぞれの文化に直接触れることができる機会を提供する。（リリース） 

[2023年近鉄百貨店のおせち（店頭 9/16～、ネットショップ 9/9～）]  

近鉄百貨店は、９月 16 日より 2023 年のおせちのご注文承りを開始。2023 年のおせち

は、「美味なおせち」をコンセプトに様々なおせちをご用意し、お客様の食卓を彩る。 

【2023年近鉄百貨店のおせち 特徴等】 

〇ここ数年トレンドである「個食おせち・少人数おせち」の充実。〇近鉄特急あをによしおせ

ちが初登場するほか、包括連携協定を結ぶ近畿大学とのコラボおせちなど「近鉄百貨店限

定おせち」を今年もご用意。〇昨年は前年比約 90％増と好調の「広域配送（冷凍、冷蔵）」

おせちを本年も販売。〇おせちは料理だけじゃない！「スイーツおせち」の提案 （リリース） 

 

 

 

 

 



【松屋】 
[2023年松屋のおせち（オンライン 9/30～、松屋銀座 10/12～、松屋浅草 10/1～]   

全国配送可能な「冷凍おせち」を強化するなど、ウィズコロナの中でも美味しいおせちを堪

能したいという需要に応える。 

【2023年松屋のおせち 特徴】 

１．「冷凍おせち」 … 全国に送れるおせちを強化 ２．「多様化」 … 和・洋・中の多彩なニ

ーズに応える ３．「お値段据え置き」 … 原料高でも同価格キープおせちも ４．「プラス一

品需要」 … 大勢で過ごすお正月に「新春の味」を （リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[10月 4日、小田急百貨店新宿店が改装オープン]  

小田急百貨店新宿店は、新宿駅西口地区開発計画の進捗による本館営業終了に伴い、

新宿西口ハルクにおける売場再編工事を実施、10月 4日（火）にリニューアルオープン。 

「Smart」をテーマに掲げ、新宿駅利用者や来街者はもちろん、特に新宿周辺で働く女性に

向けて、「私のお気に入りがある店、行きたくなる場所」となることを目指す。地下２階～地上

2 階、7 階の計６フロアでのコンパクトな展開で、百貨店の提案力を活かしながら、デジタル

コミュニケーションを強化することで、「新たな発見や感動」「充実した心豊かな生活」「自分

時間を充実させる利便性」を提供し、お客さまのご要望にスマートに応える。（リリース） 

[本館のイルミネーションで、お客さまへのメッセージを発信（～10/2）]  

「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 3弾！本館の外壁を活用したイルミネーションを実施。 

10 月 4 日に新宿西口ハルクにてリニューアルオープンする小田急百貨店新宿店。新宿店

本館への長年のご愛顧に感謝を込めて、お客さまに本館の魅力をお伝えする「カウントダウ

ンＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫＳ」を実施中。今回は第 3弾として、本館の外壁を活用したイルミネーシ

ョンを実施。これまでのご愛顧への感謝の気持ちとハルクでのあたらしい新宿店に期待して

いただきたいという気持ちを込めて「小田急百貨店 LOVE YOU」 のメッセージを発信。（リ

リース）  

 

【三越伊勢丹】 
[オンライン予約スタート！「2023三越伊勢丹のおせち」（三越 9/28～、伊勢丹 10/5～）]  

三越伊勢丹オンラインストアでおせちの予約受付がスタート。2023 年の年始におすすめ

の大人数向けのおせちや、おせちにプラスして食卓を彩るグルメもご用意する。 

久々の再会や集まりなども予想される 2023 年の年始におすすめの大人数向けのおせちや、

「年末年始のごちそう」と題してお肉やお鍋、お蕎麦や麺類など、おせちにプラスして食卓を

彩るグルメもご用意。※店頭ご予約は、三越：9 月 28 日～12 月 24 日、伊勢丹：10 月 5 日

～12月 23日（リリ－ス） 
https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/isetanmitsukoshi_osechi_f 

[ISETAN靴博 2022（9/21～）]  

国内最大規模の靴の祭典「ISETAN 靴博 2022」。第 6 回目となる今回は「Meets Your 

Needs!!」をテーマに、各国ブランドやコミュニティとつながる企画をご用意している。 

お客さまより生まれたニーズを一つひとつ叶えるため、物・人・文化が生む興味や関心にフ

ォーカスし、各国ブランドやコミュニティとつながる企画をご用意。お客さまからのリクエストを

製品化した約 30 ブランド約 70 型の圧巻の別注・先行・限定品の品揃えに加え、注目の浅

草新鋭ブランドによるパーソナルオーダー会、全国から腕利きが集うシューシャインサービス

など、様々な切り口から楽しんでいただける多彩なコンテンツが集結。 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f3/kutsuhaku_m 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/isetanmitsukoshi_osechi_f
https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f3/kutsuhaku_m


[ISETAN ARTS ＆ CRAFTS（9/27～）]  

伊勢丹新宿本店では初となるイベント。さまざまな時代、さまざまな地域の作り手たちに敬

意を込め、世界中から集められた衣食住にまつわるアイテムを展示・販売する。 

人の手によって生み出されたもの、時代を超えて受け継がれてきたもの。そんな品々を通し

て、わたしたちの生活と美を考えるきっかけになれば、との思いを込め、複数のキュレーター

が次世代に残したいお薦めアイテム約 2,000点をご紹介する。 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/art_craft_10 

 

【東武百貨店】 
[「令和五年 東武のおせち」承り開始（9/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、9 月 15 日から、「令和五年東武のおせち」の承りを開始。47 都

道府県の味が楽しめるおせちが登場。 

コロナ禍でお正月はおうちでゆっくり過ごすことが見直された今、おうち時間を楽しんでいた

だくために、旅行気分を味わえるおせちなど、東武オリジナル商品を昨年より 3 割増やして

展開。また、家族やご来客の人数に合わせて対応できる「個食」と「オードブル」を組み合わ

せたおせちにも引き続き注目している。（リリ－ス） 

[第 2回『47都道府県にっぽんのグルメショー』開催（9/8～）]  

東武百貨店池袋本店は、9月 8日から 8階催事場にて第 2回『47都道府県にっぽんの

グルメショー』を開催。87 店（実演 25店、初出店 19店）が出店した。 

「全国各地の絶品グルメを一堂に味わいたい」というお客様の声から、今年 3 月初開催し大

好評だった『47 都道府県にっぽんのグルメショー』。第 2 回目は、初出店となる鯛焼きモナ

カ、桃やブドウなどの秋のフルーツを使用した注目のかき氷や、ご当地牛を贅沢に使用した

東武限定弁当を紹介。そのほか、鮑・牡蠣・かになどの各県を代表する海鮮弁当、秋の味

覚「栗」を使った和菓子も展開した。（リリ－ス） 

[「ぐるめぐり 秋の大北海道展」開催（9/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、9 月 15 日から 27 日までの 13 日間、「ぐるめぐり 秋の大北海

道展」を開催。前半と後半で会期を分け、切り口を変えて展開する。 

1 週目は、ウニ、まぐろ、時鮭、カニ、新物じゃがいも、メロンなど新鮮な道産食材を使用した

弁当や惣菜、スイーツをご提供。また、北海道の新鮮な農産物も販売する。2 週目は、“プリ

ン特集”として北海道のミルクを使用したプリンが勢ぞろい。そのほか、スタミナ満点な豪華

肉弁当、濃厚チーズグルメも販売する。(1 週目：9/15～9/21、2 週目：9/22～9/27)（リリ－ス） 

[「2022 東武のクリスマスケーキ」予約承り開始（10/6～）]  

テーマは「full of smile～笑顔いっぱいのクリスマス～」。東武百貨店池袋本店では、10

月 6日より「2022東武クリスマスケーキ」の予約受付を開始する。 

今年の東武限定のケーキは、クリスマス気分を味わえておうちパーティを盛り上げる「クリスマ

スモチーフケーキ」、お集りパーティを盛り上げるビッグケーキやマカロンツリーを展開。また、

思わず笑顔溢れるアートのような「有名パティシエケーキ」も販売するほか、人気パティシエ

や有名ホテルが手掛ける「冷凍ケーキ」も展開する。（リリ－ス） 

[「北陸・信越展」池袋東武にて開催（10/4～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 4日から 8階催事場にて「北陸・信越展」を開催する。石

川・福井・富山・長野・新潟 5県のグルメを扱う同催事は 4回目となる。 

「北陸・信越展」は、海の幸や山の幸を使った弁当やスイーツなどを取り揃え、77 店舗で展

開する（食品・工芸含む）。今回の目玉は、金沢グルメ。旬の黒いちじくを使った東武オリジ

ナルのパフェや、苺をふんだんに使ったかき氷のほか、金沢名物であるソウルフード「どじょ

う蒲焼」などが登場。（リリ－ス） 

  以上 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/art_craft_10


 

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 
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■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 
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2022 年 9 月 8 日 

株式会社京王百貨店 
 

 

 
 

 

 

   
 

株式会社京王百貨店(本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀)新宿店では、9 月 21 日(水)～10 月 3 日(月)

の期間、「ミッフィーzakka フェスタ」を初開催します。 

2017 年以降、毎年内容をリニューアルしながら開催する人気イベントで、今展は 2022 年版ニューバー

ジョンで登場します。イベント限定品をはじめ 1,000 点以上がそろうほか、会場内には「miffy’s dream」

の絵本をモチーフにしたフォトスポットなども登場します。 
 

■会場でしか買えない注目のイベント限定グッズ 

普段使いしやすいステーショナリーやトートバッグなどナチュラルカラーの限定グッズがそろいます。 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

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

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

京王百貨店新宿店にて 「ミッフィーzakka フェスタ」を初開催 

 会期：9月 21日（水）～ 10月 3日(月) 

会場：京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ※最終日 17時閉場 

 

 

(写真右下) 
「缶ミラー」 
[全３種](径 7.6㎝)各 550円  
 
 

（写真左下） 
「アクリルキーリング」 
(約タテ 7.5×ヨコ 9.0㎝) 825円 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(写真中央) 
「メモパッド」 
(約タテ 13.0×ヨコ 12.0㎝) 660円  
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■会場内にはフォトスポットも 

ミッフィーグッズに囲まれた会場内には「miffy’s dream」の

絵本をモチーフにしたデザインをはじめとしたフォトスポット

も。 

 

■お買い上げプレゼント 

会期中、会場にて 1 精算税込 3,300 円以上お買い上げの各日先

着 100 名さまに「オリジナルラッピングペーパー(A4 サイズ、4 枚

入)」をプレゼントします。 

 

  

  

① タオルハンカチ（約タテ 25.5×ヨコ 25.0㎝） ６６0円 

② ミニトレー(約タテ 19.5×ヨコ 27.0㎝) 1,540円 

③ クリアマスキングテープ［全 2種］（約幅 2.0×長さ 500cm）各 594円 ※お一人さま各 2点まで 

④ サーモス真空断熱ケータイマグ(径 6.5×高さ 16.8cm)4,345円 ＜限定 300点＞※お一人さま 1点限り 

⑤ ブランケットインクッション（クッションサイズ 約タテ 32.0×ヨコ 33.0㎝） 3,850円 

⑥ カラートートバッグ［全 2種］（約タテ 38.0×ヨコ 35.0㎝、マチ 5cm） 各 2,200円 

⑦ Wポケットクリアファイル（A4サイズ） 495円 

 

⑤ ⑥ ⑦ 

③ ④ ①  ② 

※デザインはイメージ 

※お一人さま１日１回限り 

※なくなり次第終了 

※レシート合算不可 

※デザインはイメージ 

＜ご入場について＞ 
 
※初日 9月 21日（水）、10月 1日(土)は会場の混雑が予想されるため入場制限と整理券配布をさせていただく場合
がございます。 詳しくは京王百貨店新宿店公式ホームページにてご確認ください。 

裏デザイン 
内側デザイン 

表デザイン 

※価格はすべて税込です 
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  2022年 9月 16日 

株式会社 京王百貨店 

 

  新宿再開発を見据え、今秋、計 28店と 2種のサービスを導入 

9月 21日(水)、新宿店改装の一部を先行オープンします 

 
 
京王グループの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、新宿再開発に伴う

周辺環境の変化を見据えて行う改装の第一弾として、今秋、2～7階フロアの一部をリニューアルします。今春の

ゴルフ・アウトドアゾーン(5階)改装に続き、8月末から11月にかけて新たに計28店のショップと2種のサービス

を導入。9月21日(水)、その一部を先行オープンします(同日オープンが7店、8月からの累計は計14店)。また、来年

度以降には、「食」「ギフト」などの好調カテゴリーを中心とした段階的な改装を予定しています。 

 本改装は「FUN（よろこび・楽しさ）とFAN（ファン・愛好者）が集まる場」をテーマに、①顧客(ファン)

を多く持つ人気ブランドの誘致、好調な非アパレル拡大によるカテゴリーバランスの見直しを通じたエリアニー

ズへの対応、②コワーキングスペースを併設しセミナー等のイベントを定期開催するカフェラウンジの立ち上げ

などサービス・情報・体験を通じた“コト消費”“トキ消費”に対応するライフスタイル提案を強化します。30

～50歳代の次世代顧客の取り込みを狙うとともに、世界有数の乗降客数を誇る新宿駅上に位置し西口オフィス街

をつなぐ往来の要衝にある立地利便性をさらに追求。西口エリアの今後10年の商環境を支える一翼を担うべく、

8年ぶりとなる全館にわたっての大規模改装を足がかりに、より多くのお客様に愛される店づくりを目指します。 

 

■改装のポイントと各階の主な新規導入ショップ  
 

 2階 婦人服フロア（マイセレクト）  

2～4階にまたがる婦人服フロアの中でも、オフィスカジュアルを中心としたキャリア向けセレクトショップ

などを置き 30～40歳代の利用が多い 2階には、アパレル複合型の旗艦店を出店する「ラシット」をはじめ、関

東百貨店初出店、新宿エリア初出店を含む計 9店舗を導入。若年層向けのハンドバッグやアクセサリーを中心と

したファッション雑貨、ライフスタイル雑貨を拡充し、フロア内の買い回り促進を図ります。 
 

●ラシット New！  

軽量で使いやすい多様なデザインとカジュアルシックなテイストを両立した、

使うほどになじむバッグが人気の「ラシット」。全国 53 店舗の中でも数少ない

アパレル複合型店舗の旗艦店としてオープンします。                                 

 

●クラスカ ギャラリー＆ショップ “ドー” New！  新宿地区初出店  

伝統の手仕事で作られる工芸品からデザイナーによる新しいプロダクトま

で、幅広いアイテムがそろうライフスタイルショップ。洗練されたデザインながら

手に取りやすい価格帯で展開します。 

 

 

そのほか、関東百貨店初出店の「イア パピヨネ」、新宿エリア初出店の「トワミー＆バルーン(8/25オープン済)」、「マザー

ハウス」「WISP」「BLOOM」などがニューオープン。 
 
 

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

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

 

報道関係資料 

「ラシット」店舗イメージ 
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 3階 婦人服フロア（美×ファッション）  

長らく「働く女性」をターゲットに管理職の多い 40～50歳代向けビジネスファッションを集積してきた 3階

婦人服フロアは、2019年の改装にて、多様化するライフスタイルを持つターゲット層に対し、「①流行に左右

されない ②上質でこだわりの素材やデザイン ③着心地のよい 自分のための服」を扱うショップを集積した「エ

ターナルコンフォートゾーン」と、ランジェリーやビューティー施術ショップを集積するビューティーゾーンを

設置。以降も、目的購入やリピート利用が多いカテゴリーを強化し、30～60歳代まで幅広い利用が進んでいま

す。本改装では、ファンを多く持つ婦人服ブランド、ビューティー施術ショップやコンサルティングサービス等

をさらに充実させ、新客獲得と来店頻度の向上を図ります。 
 

●加圧ビューティテラス New！ ☆8月 26日（金）オープン済 

表参道に本店を置く、加圧トレーニングとエステ施術を専門にする女性専用パーソナル加圧トレーニングサロン。 

●オンワードクローゼットセレクト ※サービス拡充 ☆8月 30日（火）オープン済 

今年 3月、紳士フロアに導入した「オンワードクローゼット」。オンワード社の複数のブランド商品が並ぶ店頭に加え、オンワ

ード公式サイト「オンワードクローゼット」の全商品※を取り寄せ、試着可能な「クリック＆トライ」サービスを婦人服フロアにも導

入します。 ※一部対象外商品あり 

●ワコール 3Dスマート＆トライ ※新サービス導入 ☆10月 6日（木）オープン 

３Dボディスキャナーで全身を計測し、AIを用いて最適な下着選びをサポートするデジタルサービスを導入。気楽に試すこ

とができるセルフ計測と、ご要望に応じてコンサルティングを併用することができます。 
 

そのほか、「シビラ(10/6オープン)」、「ズッカ（8/25オープン済）」、「スーパーハッカ(9/8オープン済)」などの婦人アパレル

ショップもオープンします。 
 
 

 4階 婦人服フロア（日々の暮らしを楽しむ）  

ミセス・シニア向けの衣料品に加え、フロアターゲットに合わせた美容・健康、ハンドバッグ、雑貨などをワ

ンフロアで展開し、利便性とお買い物の楽しさの提供に取り組んできた 4階。次世代顧客の取り込みを目指す次

なる一手として、フロアの一番奥に、コワーキングスペースとカフェを併設した新業態のカフェラウンジを新設

します。週末にはセミナーやワークショップを開催するコミュニケーションスペースとしての側面も持つなど、

近年高まる“コト消費”“トキ消費”需要に対応し、フロア内の客層拡大・にぎわいの向上に努めます。 

 

●LOUNGE
ラ ウ ン ジ

 K
ケー

 New！  新業態  

☆11月下旬オープン 

買い物以外の“時間を過ごすため”の空間を提案する「LOUNGE 

K」。「心地よく過ごせる自分時間」をテーマに、カフェスペースとコワ

ーキングスペースを併設し、各種アプリから事前席予約も可能で、「1

時間の利用料＋１ドリンク」から利用できます。定期的に一新するトレ

ンドやこだわりのフードメニューを楽しめるほか、週末には「美」「趣味」

「スキルアップ」等のさまざまなセミナーを開催。「時間帯別」「平日/

週末」ごとの異なる需要に対応した空間の最大活用と同時に、“京王

百貨店の FAN”が集うコミュニケーションスペースを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご利用方法】 

・席種：オープンスペース（カフェ）、コワーキングスペース（間仕切り付席/半個室席） 

・利用料：「1時間利用料＋１ドリンク付 」(1,000円～)。オープン席・半個室など使用目的に合わせた席種を用意します。 

その他、フード・スイーツの単品メニュー（700円～）も有。 

・予約方法：「京王百貨店新宿店 LINE アプリ」「Keio BEAUTY LINE アプリ」、または、コワーキングスペース予約サイト 

「いいオフィス」アプリから予約可能 ※空きがあれば予約なしでも利用可 

 

「LOUNGE K」イメージ 
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 5階 紳士服・スポーツ・趣味のフロア  

今春のゴルフ・アウトドアゾーンのリニューアルに続き趣味領域の強化を進める同フロアには、デザイン性の

高い文具を取り扱う大型ショップ「伊東屋」を導入します。長らく「紳士のフロア」だった 5階は、性別や年齢

を軸とした従来型のフロアづくりを改め、年々深化していく個人の趣味・思考に対応する「自分らしさを楽しむ

ためのフロア」を目指していきます。 
 

●伊東屋 New！ ☆10月 13日（木）オープン 

1904年創業の老舗文具店。同社の旗艦店である「銀座 伊東屋」と同じ“買う

場所から過ごす場所へ”をコンセプトとして商業施設のフロアに出店するのは関東

初となります。店舗面積約 330 ㎡に、筆記具を中心とした日常の「クリエイティブ

な時」をサポートする約 1万 5千種類の商品を展開します。                               

 

 

 6階 生活雑貨ショップ売場  

近年、調理用品・調理家電強化や作家作品の展示販売など、イエナカ需要に対応したリニューアルを行ってき

た 6階フロア。コロナ禍を機に百貨店の強みとして再認識した「ライフスタイル提案」「ギフト提案」をさらに

強化すべく、3店舗のライフスタイルショップを新たにオープンします。 
 

●ホットマン(写真左) New！ ☆10月 4日（火）オープン 

1868年創業。高度な技術で仕上げる吸水性に優れた「１秒タオル」を中心に、生活を豊かにするアイテムをそろえます。 

●ワイズフォーリビング（写真中央） New！ ☆10月 6日（木）オープン 

「シンプルな生活空間」を背景に、ベーシックなトーンや素材を基本としたパジャマやホームウェアなどをそろえます。 

●アフタヌーンティー・リビング（写真右） New！ ☆10月 20日（木）オープン 

キッチン雑貨、インテリア、ギフト雑貨など幅広くそろえ、季節ごとに入れ替わる豊富な品ぞろえが支持されています。 

    
 

 7階 ベビー・こども服売場/書籍  

幅広い世代の集客がある物産展やイベントを行う大催場と同フロアに置き、親子 3世代での買い回りも多いベ

ビー・こども服売場。今回の改装では、小さなお子様を持つ親世代が、利用する商業施設を決める際の決め手の

一つとなるベビー休憩室をリニューアルするほか、隣接する書籍コーナーの面積を約 2倍に拡大し、絵本コーナ

ーのさらなる充実と知育玩具、これまでなかったコミック本の取り扱いをスタートします。家族で安心して過ご

すことができる空間を整え、若い世代の取り込みを目指します。 
 

●ベビー休憩室 ※リニューアル 

子育て中のお父さんも気兼ねなく利用できるよう、完全個室の授乳室を導入。そのほか、離乳食用のベビーチェアや、つ

かまり立ちの姿勢でおむつ替えできる着替え台を新たに設置し、プレイスペースもリニューアルします。2022年中には、HP

上から授乳室の空き状況が確認できるサービスの導入も予定しています。 

●丸善（書籍） ※リニューアル ☆9月 3日(土)オープン済 

子供服フロアに隣接することからギフト需要を含め支持を獲得してきた絵本コーナーに加え、単行本や趣味雑誌・書籍な

どを中心に品ぞろえ。約 350㎡に店舗面積を拡大し、新たにコミック本や、新刊書籍の品ぞろえを拡充することで、新宿駅

すぐに位置する書店としてのエリア需要・利便性向上に対応します。 

 

そのほか、子供服の「リボンハッカキッズ」も同日オープンします。 

※画像はすべてイメージ 

※店舗イメージ 
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■新ショップ（28店）と新サービス（2種） 一覧 
 

 新ショップ              ※…9/22(木)以降のオープン日 新サービス/サービス拡充 

 

2階 

マザーハウス（バッグ/雑貨）、ラシット（バッグ/雑貨）、ゲンテン（バッグ※9/29）、

イアパピヨネ（バッグ/雑貨）、クラスカギャラリー＆ショップ“ドー”（ライフスタイル雑

貨）、WISP（アクセサリー）、BLOOM（アクセサリー）、ビアズリー（婦人服※10/6）、

トワミー＆バルーン（婦人服） 計 9店舗 

 

3階 スーパーハッカ（婦人服）、シビラ（婦人服※10/6）、ズッカ（婦人服）、銀座マギ

ー（婦人服）、エヘラ（婦人服）、M＆KYOKO（婦人服）、ゲラルディーニ（バッグ 

※10/6）、加圧ビューティテラス（美容施術） 計 8店舗 

オンワードクローゼットセレクト（ク

リック＆トライ）、ワコール３Dス

マート＆トライ（３D計測※

10/6） 

計 2種のサービス 

4階 LOUNGE K（カフェラウンジ※11月下旬）、ローズティアラ（婦人服※10/6）、レリア

ンプラスハウス（婦人服※10/6） 計 3店舗 

 

5階 伊東屋（ステーショナリー※10/13）、TUMI（バッグ※10/13）、ダーバン（紳士服 

＊再導入）、ポロ ラルフローレン（紳士服※11/24） 計 4店舗 

 

6階 アフタヌーンティー・リビング（ライフスタイル雑貨※10/20）、ホットマン（タオル※

10/4）、ワイズフォーリビング（ホームファニッシング/ライフスタイル雑貨※10/6） 

計 3店舗 

 

7階 リボンハッカキッズ（子供服） ベビー休憩室改修、書籍の拡

大 

 



 

 

２０２２年９月１３日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

 

「阪急阪神百貨店のおせち料理２０２３」 

阪急９月２１日(水)午前１０時、阪神９月２７日(火)午前１０時スタート 
 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は、２０２３年の「おせち料理」の予約受付を開始します。阪

急百貨店の公式通販サイト「HANKYU E-STORES」では９月２１日（水）、阪神百貨店の公式通販サイ

ト「阪神百貨店 E-STORES」では９月２７日（火）にスタートします。 

「阪急」は、美味しいものを贈りたいニーズに対応するため、広域配送可能な「冷凍おせち」や「真空おせ

ち」の品揃えを前年の２１種類から４４種類に拡充します。「阪神」には、２０２２年４月にグランドオー

プンした阪神梅田本店に出店の中華料理店「空心」のおせちが初登場！ その他、料理人にスポットをあて

た「京都の割烹おせち」や「人気シェフのおせち」、神戸学院大学と共同で作った阪神百貨店限定「神戸

学院大学コラボ開花
か い か

円満
えんまん

」など、幅広い世代に向けた多彩な商品をご用意しています。 

 

●予約承り期間 

阪急のおせち料理 

インターネット：「HANKYU E-STORES」https://web.hh-online.jp/ 

９月２１日（水）午前１０時～１２月１９日（月） 

※）一部の商品と配送地域で、受付期間が異なります。 

店     頭：阪急うめだ本店､千里阪急､川西阪急､宝塚阪急､西宮阪急､神戸阪急､高槻阪急 

９月２１日（水）～１２月２２日（木） 

※）都筑阪急：１０月２７日（木）～１２月２２日（木） 

大井食品館：１０月２８日（金）～１２月２２日（木） 

博多阪急：１０月  ７日（金）～１２月２０日（火） 

阪神のおせち 

インターネット：「阪神百貨店 E-STORES」https://web.hh-online.jp/hanshin/ 

９月２７日（火）午前１０時～１２月１９日（月） 

店     頭：阪神梅田本店：９月２７日（火）～１２月２２日（木） 

あまがさき阪神、阪神・にしのみや：９月２８日（水）～１２月２２日（木） 

        阪神・御影：１１月９日（水）～１２月１３日（火） 

●お渡し方法 

店頭お渡しは１２月３１日（土）、午前１０時～午後３時。 

お届けの場合、１カ所ごとに配送料をいただきます｡（店頭予約：税込み６６０円､ネット予約：税込み３３０円） 

商品により受け取りいただける店舗、配送地域が異なります。 

 

 

 

 

＜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 

 

 

 

 

https://web.hh-online.jp/
https://web.hh-online.jp/hanshin/


 

 

職人技を気軽に堪能できると人気。本格的な京料理をお楽しみい
ただけます。 

想像できないほどの「出来栄え」と「美味しさ」をコンセプトに、安
全・安心にこだわった冷凍の和風おせち。関西では阪急うめだ本店
のみに売場がある「驚きの冷凍食品 Z's MENU」がお届けします。ク
オリティの高さは納得。 

素材を生かし、旨味を引き立てる“なにわの味”を伝承。味わい、
縁起の良さ、美しさ、十分な食べ応え、家族みんなで囲む食卓にぴ
ったりな和風・洋風・中国風おせちです。 

＜ご参考＞ 

「阪急のおせち料理」（全４４３種類）の商品一例 

 

 いいものを少しずつ、贅沢に美味を集めた「吉盛りおせち」                                 

 

 

 

 

 

 

  

 伝統の味で新年を迎える「料亭・名店のおせち」                                           

   

 

 

 

 

 

 

 大人数で楽しむ阪急のおせち                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 おいしさをそのまま冷凍しました。広域配送可能な「冷凍おせち」                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都・京料理「たん熊北店」和風おせち（２人前） 

税込み２万１６００円＜販売予定数２１０＞ 

安土桃山時代から続く老舗料亭や、文人たちに愛された京料理の

名店など、伝統を受け継いできたお店のおせちです。地元の素材にこ

だわったお料理や、和・洋の組み合わせなど、９４種類ご用意しました。 

阪急百貨店限定 「秀梅」吉盛りおせち(４人前) 

  税込み３万４５６０円＜販売予定数１１０＞ 

すべて国産にこだわった素材、なにわの料理の技が冴える、阪急オリ

ジナルのおせち・秀
しゅう

梅
ばい

。贅沢な味わいを少しずつ、種類豊富に贅沢に楽

しみたいというお客様の声にお応えして作られました。 
※調味料・香辛料などは、国産以外のものも使用しています 

遠方に住む大切な人に美味しい料理を届けたいというニーズにお応

えし、広域に配送できる冷凍おせちを、昨年２１種類だったのを今年は

３４種類に拡充。ご注文は各店店頭でも承れます。 
 

京都・京料理「熊魚菴 たん熊北店」和風おせち（２人前） 

税込み１万８９００円（送料込み）＜販売予定数２５＞ 

「Z's MENU」和風おせち（２～３人前） 

税込み３万５００１円（送料込み）＜販売予定数１０＞ 

「宝梅」和風・洋風・中国風おせち（６人前） 

税込み３万９９６０円＜販売予定数７２＞ 



 

 

「阪神のおせち」（全３３０種類）の商品一例 

 

 取り分ける必要のない、それぞれが好きなおせちを堪能できる“１人前おせち”                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 梅田本店 9階フードホールの人気店「空心」から本格的な中国料理のおせちが登場！                 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 神戸学院大学との共同開発おせち第６弾は、幅広い世代に届けたい「開花円満」が誕生！              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しい生活様式にあわせ、取り分けを気にすることなくそれぞれ
が楽しめる“１人前おせち”の阪神百貨店限定商品を今年は９種
類ご用意いたしました。 
 
 
阪神百貨店限定 和風・洋風おせち一段重 

（１人前）税込み１万３５００円 ＜販売予定数６００＞ 
 
蟹の甲羅盛りや、あわび旨煮など豪華な食材をふんだんに盛
り込んだ華やかでボリュームたっぷりの一段重です 

阪神百貨店限定 

大阪「空心」渾身 中国料理おせち 二段重 

（３～４人前）税込み２万７０００円 ＜販売予定数１００＞ 

阪神百貨店限定 神戸学院大学コラボ 

「開花円満」（４人前） 

税込み２万７０００円＜販売予定数２５０＞ 
 

 おせちの名前は「開花
か い か

円満
えんまん

」 

縁起の良い食材を各段に取り入れ、家族で囲み明るく賑や

かな一年の始まりにしてほしいという願いを込めたおせちです。 

 
阪神百貨店と神戸学院大学との産学連携取り組み

第６弾。今回は、花々が一斉に開花するようにエネ

ルギーにあふれ、明るく希望に満ちた日々を家族

みんなが過ごせるようにという思いが込められてい

ます。商品名の「開花円満」にちなんでお重を花型に

し、花型に飾り切りした人参や水引をあしらうなど、全

体を通して“開花”を感じられるように工夫。和風の段

は伝統料理が中心。洋風の段は、彩を意識した料理

が中心。中華風の段は若者が満足できるように食べ応

えを重視しました。 

大阪市西区新町で１０年にわたり多大な人気を誇ってきた「空
心」。オーナーシェフは２０１４年に中国料理世界大会の日本代
表で銀賞入賞を果たすなど、高い評価を受けている大澤広晃さ
ん。「おいしいおせちを食べてほしい」というこだわりと思いを込
め、縁起の良い伊勢海老やあわび、ふかひれなど贅沢な食材を
使い、新しいレシピのソースで仕上げた豪華なおせちです。 
「空心」名物・空心麻婆豆腐もセット。名店渾身の味をご堪能

いただけます。新年のお祝いの席が一層華やぎます。 
 

秋 
 

 
 
 
 

 

冬 
 

 
 
 
 

 

二の重：洋風の段 
 

 
 
 
 

 

一の重：和風の段 
 

 
 
 
 

 

三の重：華の段（中華風） 
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食欲の秋は“北海道”の美味からスタート！！

「秋の北海道物産大会」
9月21日（水）〜10月3日（月）／9階催場　※9月27日（火）と催し最終日は午後6時終了

阪急うめだ本店で屈指の人気を誇る「北海道物産大会」。秋といえば、さまざまな表現がありますが、

何といっても外せないのが“食欲の秋”。今回は、そんな食欲の秋を存分に楽しんでいただこうと、13日間

のロングラン開催が決定。前半後半に分けて、北海道ならではの旬の食材を使用した海鮮やスイーツ、

豪華お弁当まで秋の北海道を食べ尽くす約70店舗、900種類が集結。ぜひ、ご取材ください！
※一部、北海道以外の県（地域）で生産または原材料を使用した商品がございます。

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

■前半の27日（火）までは、秋の味覚や海鮮、ミルクを生かした美味が充実！
〇「らーめん つけ麺NOFUJI」

特製北海道産ミルクのきのこクリームつけ麺

(1人前)1,000円[各日限定200]

ラーメン激戦区の札幌市豊平区で行列ができる人気店がイートイン

で登場。じっくり炊き上げた豚骨白湯に数種類の煮干しと道産昆布

で取った和出汁が決め手のスープに、道産ミルクのクリームスープ

と、秋の味覚“きのこ”をたっぷりと使用したつけ麺はぜひ、ご賞味い

ただきたい逸品。道産小麦を使用したモチモチ、ツルツルの麺との

相性も抜群です。
「らーめん つけ麺NOFUJI」

特製北海道産ミルクのきのこクリームつけ麺

(1人前)1,000円[各日限定200]

「幸寿司」

初秋の幸(1人前、9貫)2,860円

チーズケーキ専門店「どるちぇ ど さんちょ」

とろまーじゅ(1個)291円

「十勝野フロマージュ」

カマンベールチーズソフト（(1個)440円



■後半28日（水）からは、希少種“マンガリッツァ豚”と“あんこスイーツ”で決まりです！
マンガリッツァ豚は、ハンガリー固有の希少種の豚のことで、1991年に191頭まで激減したものの、国を

挙げての保護策で絶滅の危機を免れ、2004年にはハンガリーの国宝に指定されました。そのおいしさ

に魅せられてマンガリッツァ豚の生体を輸入し、育てることに成功した「十勝ロイヤルマンガリッツァファー

ム」のマンガリッツァ豚を贅沢に豚丼や加工品、ピザなどでお楽しみいただきます。さらに、明治の開拓

期から作られてきた道産小豆を使用したあんこスイーツも充実しています。

「掛村」

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚

バラ・ロース盛り合わせ豚丼

(バラ・ロース肉、ともに醤油味、1人前)

6,600円[各日限定30]

「十勝VALLEYs」

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚

ジャンボンブラン(90g)2,349円

ウインナーソーセージ(90g)1,728円

スモークベーコン(100g)2,511円

コットサラミ(90g)2,052円

リエット(60g)1,296円

「北海道ピザ ジョコーソ」

十勝ロイヤルマンガリッツァ豚と

道産きのこの

“十勝ロイヤルマンガリッツァ”

(1枚)1,981円

「川西製餡所」

5色鯛焼き

(大納言・光黒豆・とら豆・きたろま

ん・大正金時、1個)121円から

「壺屋総本店」

あんプルチーズパイ

(1個)551円

「セルクルファクトリー」

あずきたっぷりのシュークリーム

(1個)432円

ほかにも、十勝産小豆の風味を存分に味わえる「十勝ヒルズ」オリジナルあずきソフトクリーム（1個）451

円や、小豆の味がしっかりとした“きたろまん”とマスカルポーネチーズをサンドした「ベイクド・コンフェ」あ

んチーズサンド～マスカルポーネ～（3切入）781円など、あんこ好きにはたまらない逸品です。



■ほかにも、開催期間中通して楽しめる豪華弁当に週替わりスイーツの数々！

「肴や一蓮 蔵」

三大エビ食べ比べ弁当

（1人前）2,700円［各日限定150］

「札幌蟹工船」

五大ガニ食べ比べ弁当

（1人前）3,240円［各日限定100］

「豊平館厨房」

十勝和牛昆布熟成ロースステーキ

と帆立ステーキ弁当

（1人前）2,916円［各日限定50］

「小樽洋菓子舗ルタオ」

北海道ジャージーミルクと苺のタルト

（1個）486円［各日限定700］

※27日（火）までの販売

「とみたメロンハウス」

とびきりメロンパイシュー

（1個）486円［各日限定400］

※27日（火）までの販売

「ISHIYA」

白い恋人シェイク

（ベリー、1個）750円［各日限定100］

※27日（火）までの販売

※スイーツは、28日（水）からメニューが変わります。

ほかにも、果汁がはじけ出すみずみずしさで、生でもおいしいとうもろこし「SNOW JEWELS」しろみつと

ろきび®（１本、27日（火）まで）432円や、「北のハイグレード食品」のラクレットと３種類のじゃがいもとの相

性抜群の「十勝プライド」ラクレットチーズ×いももちボール（4個入り）880円など、食欲の秋のスタートに

ふさわしい北海道グルメが満載です！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

 

 

 

2 0 2 2 年 9 月 1 5 日 

株 式 会 社 髙 島 屋 

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 

株 式 会 社 S B I 証 券 

 

タカシマヤのポイントがお買物でも投資でもたまる・使える 

「タカシマヤのポイント投資」サービス開始のお知らせ 

 

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

社である髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

末吉武嘉、以下「TFP」）と株式会社 SBI 証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、

以下「SBI 証券」）は、金融商品仲介サービス「タカシマヤの投資信託」において、タカシマヤポ

イントがたまる・使える「タカシマヤのポイント投資」サービスを 2022 年 9 月 15 日（木）から

開始いたします。 

 

お客様の資産形成や資産承継サポートを目的に、TFP が 2020 年 6 月から開始したファイナンシ

ャルカウンター事業では、SBI 証券との提携による「タカシマヤの投資信託」を通じて、SBI 証券

が取り扱う投資信託などの金融商品・サービスを提供しております。またタカシマヤカードによる

投資信託の積立サービス「タカシマヤのカード積立」では、積立金額に応じてタカシマヤポイント

がたまるプログラムを提供しております。 

 

そしてこの度、「タカシマヤの投資信託」の新サービスとして、特定の金融商品・サービスの利

用に応じてタカシマヤポイントがたまり、髙島屋の店頭およびオンラインストアなどのお買物や投

資でためたポイントを投資信託の購入に使うことができる「タカシマヤのポイント投資」を開始い

たします。 

髙島屋グループと SBI 証券は、本サービスにより、お客様の利便性とタカシマヤカードの魅力を

向上させるとともに、髙島屋グループのポイント経済圏を拡大し、百貨店事業と金融事業の双方の

活性化につなげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タカシマヤのポイント投資 URL】 

https://www.takashimaya-fp.co.jp/fund/point_investment/ 

 

お買物でもたまる 投資でもたまる 

タカシマヤ
ポイント

タカシマヤ
ポイント

https://www.takashimaya-fp.co.jp/fund/point_investment/
https://www.takashimaya-fp.co.jp/fund/point_investment/


■「タカシマヤのポイント投資」サービス 

（１）タカシマヤポイントが「たまる」 

 「タカシマヤの投資信託」における投資信託の保有残高のほか、特定の金融商品・サービスの 

利用に応じてタカシマヤポイントがたまります。 

対 象 条 件 

投資信託 

通常銘柄 

・月間平均保有額 1,000万円未満：年率 0.1% 

・月間平均保有額 1,000万円以上：年率 0.2% 

（一部の投資信託の加算率は年率 0.1%未満） 

SBI プレミアム 

チョイス対象銘柄 

・月間平均保有額 1,000万円未満：年率 0.15% 

・月間平均保有額 1,000万円以上：年率 0.25%  

国内株式手数料 
月間合計手数料の 1.1%相当 

※スタンダードプラン手数料および現物 PTS取引手数料が対象となります。 

金・銀・プラチナ 月間合計手数料（積立含む）の 1.0%相当 

新規口座開設 口座開設完了後に 100 ポイント 

移管入庫（国内株式） 1回の移管入庫につき 100 ポイント 

SBI ラップ 月間平均運用資産の 0.1%相当（1,000万円以上は 0.2%） 

カード積立 

（2020年 7月から） 

・開始 1年目から：積立金額の 0.1% 

・開始 3年目から：積立金額の 0.2% 

・開始 5年目から：積立金額の 0.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）タカシマヤポイントを「使う」 

 タカシマヤポイントを、「タカシマヤの投資信託」における投資信託の購入に使えます。 
 

利用条件 2,000 ポイントで投資信託 1,000円分の購入が可能 

交換単位 2,000 ポイントごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※タカシマヤポイントはカード積立に使うことはできません。 

 

タカシマヤポイント 

8,000ポイント 

基本ポイント率 

8％（※1） 

髙島屋で 

10万円のお買物 

投資信託 

4,000円分 

2,000 ポイントで 

投資信託 1,000 円分 

（例）タカシマヤカードの場合 

（例）投資信託（通常銘柄を 1,000 万円保有）の場合 

1 カ月で 

1,698ポイント 

投資信託 

1,000万円分を保有 

1年間で 

約 20,000ポイント 

12 カ月で 
1,000 万円×0.2％ 

×31 日/365 日 

髙島屋でのお買物 10万円で、4,000円分の投資信託の購入が可能 

※1.一部ポイント対象外･ポイント率の異なる店舗・商品・サービス・お支払い方法がございます。 

投資信託1,000万円分を保有していると、毎年約20,000 ポイントがたまる 



 

■対象カード 

 タカシマヤカード、タカシマヤカード《ゴールド》 

 

 

 

 

 

※「タカシマヤのポイント投資」でポイントを獲得・利用するためには、SBI 証券サイト内でメインポイント

設定を行う必要があります。 

 

■「タカシマヤのポイントで投資をはじめよう！」キャンペーン 

 「タカシマヤのポイント投資」のスタートを記念して、期間中にポイント投資および対象カード

をご利用いただいたお客様のうち、抽選で 100 名様にタカシマヤポイント 10,000 ポイントが当

たるキャンペーンを実施いたします。 
 

キャンペーン期間：2022年 9月 15日（木）～2022年 11月 30日（水） 

※キャンペーンの詳細は TFP の WEB サイトにてご案内いたします。 

 

 

 

【髙島屋ファイナンシャル・パートナーズの会社概要】 

商号 髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 

設立 1986 年 8 月 28 日 

本社所在地 東京都中央区日本橋 2-4-1 

資本金 1 億円 

代表者 代表取締役社長 末吉 武嘉 

事業内容 クレジットカード業、貸金業、金融商品仲介業、信託契約代理店業、保険代

理店業、銀行代理業、その他 

 

【SBI 証券の会社概要】 

商号 株式会社 SBI 証券 

設立 1999 年 10 月 1 日 

本社所在地 東京都港区六本木 1-6-1 

資本金 483 億 23 百万円 

代表者 代表取締役社長 髙村 正人 

事業内容 オンライン総合証券 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜金融商品取引法に係る表示＞ 

商 号 等：髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 金融商品仲介業者 

登録番号：関東財務局長 (金仲) 第 905 号 

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。 

当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはあ 

りません。 

 

所属金融商品取引業者：株式会社 SBI 証券  

登録番号：関東財務局長（金商）第 44 号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引

業協会、一般社団法人日本 STO 協会 

 

＜手数料等及びリスク情報について＞ 

SBI 証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。 

SBI 証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担い

ただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信

用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所 CFD（くりっく株 365）では差し入

れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際し

てご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券

WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確

認ください。 

 

以 上 
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今秋も、生活用品の値上げが相次ぐ中、家計応援！ 

全品グッドプライス（税込み）12,980円！ 

「グッドプライスコート」 販売スタート 

髙島屋オンラインストア 9月7日（水） 10時 から販売 
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/FA15859/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=internal_pr&utm_campaign=goodprice 

 

髙島屋オンラインストアでは、百貨店クオリティでありながらお手頃価格のオリジナルコート「グッドプライスコート」

（レディス、メンズ 計17種類）を、全品、グッドプライスの12,980円（税込み）で販売をスタートいたします。今秋も

食品やモノの値上げが相次ぐなか、オリジナルでモノづくりをすることによって、上質な品質を保ちながらコストは

抑えたお手頃価格でご提供する“グッドプライス”が実現しました。今秋冬は、外出需要も復活の兆しがみられるなか、

季節に合わせて使い分けや着回しが可能な3WAYコート、秋から春先まで長く活躍するキルティングコート、真冬に

活躍するウール混コートやダウンコートなど、“お出かけアイテム”のコートを幅広いラインアップで展開いたします。 

 

■ 販売期間：  2022年9月7日（水）10時 ～ 2023年3月31日（金） 
※品数に限りがございますので、売切れの節は販売終了とさせていただく場合がございます 

■ お届け：    10月中旬以降 （一部、11月上旬以降） 

■ 展開種類：  17種類  ※メンズ3型、レディス14型（うち、5型は10月以降順次展開） 

■ 価格：      すべて、12,980円（税込み）  ※お届けには別途送料を頂戴します 

 

 グッドプライスコートの 一例   全品 グッドプライス 12,980円（税込み） 

 

フェイクムートン×ダウンの異素材ミックス 

「フェイクムートン切り替えダウンコート」  

リアルな素材感や仕立てを追求したフェイクムートンと、微光沢のあるタフタダ

ウンを切り替えたデザイン。女性らしい繊細さと、アクティブなイメージがマッ

チしたアウターです。  （カラー： アイボリー、ベージュ、カーキ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェルト素材のぬくもりをエレガントなデザインで 

「ウールライクコート」  

肌にチクチクしにくい厚手のウール調フェルト素材で着心地も快適。 

ゆったり着られる長めの丈で、テーラード風の襟がシンプルなひとつボタン

のデザインを引き立てます。 （カラー： ブルー、ベージュ、紺） 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/FA15859/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=internal_pr&utm_campaign=goodprice
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/FA15859/?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_content=internal_pr&utm_campaign=goodprice
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高品質な尾州産ウール混生地を使用した洗練コート 

「ウール混ツイードコート」  

ふんわりとした起毛感とミックス調の色合いが魅力のツイードコート。 

重ね着のしやすいゆったりシルエットで、袖口や襟元からのぞく別生地のチェック

柄がポイントです。 （カラー： ピンク、グレー、ベージュ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量感たっぷり、グログラン生地の暖かダウン 

「メモリーグログランダウンコート」  

光沢感が程よいハリのあるグログラン素材を使用。両脇で切り替えた 

縦キルトがすっきりシルエットを演出します。ボリューミーなフード風襟の 

ファスナーを開けると、かぶれるフードに変化します。 

（カラー： オフホワイト、黒、ベージュ） 

 

 

季節やコーディネートに合わせて着回せる、便利な３ウェイ仕様 

「3ウェイコート」  

シーズンに合わせて3通りの着回しが可能なコート。ハリのある綿混生地のロースタンドカラーコートと、カットソーのフー

デッドベストをセットにしました。ウエストのドローストリングでシルエットをアレンジできます。  

（カラー： テラコッタ、ベージュ、紺） 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

    

コート＋ベスト（テラコッタ）          コート（ベージュ）           べスト（ベストは共通色） 
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秋から春先まで長く活躍するキルティングタイプ 

「襟リブ中わたキルトコート」  

ざっくりとしたリブ襟で首元まで暖かく、軽く羽織れる中わたコート。 

共布配色パイピングと両脇スリットのドットボタンがカジュアルな印象です。 

二重仕様の袖口で冷気も防ぎます。  

（カラー： 紺、オフホワイト、ベージュ、カーキ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

シーンを問わず着用できる汎用性の高さが魅力 

「コーデュロイ切替えフード付ダウンコート」  

コーデュロイの部分使いがアクセントのシンプルなデザイン。 

カジュアルなテイストながら、ビジネスシーンにも対応できて便利です。 

フードを外せばジャケット感覚の着こなしに。 

（カラー： ブラック、ネイビー） 

 

 

 

 

防寒性と収納力を備えた、はっ水加工ダウンコート 

「フェイクレイヤードダウンコート」  

ダウン90％の高混率で、軽くボリューム感のある１着に仕上げました。 

襟元は風の進入を防ぎ防寒性に優れたレイヤード仕様。 

大小9個の便利なポケット付なので、カバン要らずで外出できます。 

（カラー： チャコールグレー、ネイビー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

しっかり暖か、軽い着心地のウール調素材 

「ウールライクフード付ダウンコート」  

ほのかな起毛感があり、やわらかなウール調の素材に上品なバーズアイ柄を

プリント。上質なダウンをふっくらと包み込み、保温性に優れた軽い着心地に

仕上げました。 （カラー： ネイビー、グレー） 

 

 

 

以上 
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2023年新春 髙島屋 おせち料理 
髙島屋オンラインストア  9月16日（金）午前10時から予約販売スタート 

髙島屋各店  9月21日（水）から予約販売スタート 
 

 

お正月を祝う「おせち料理」は、「家庭で作る時代から、購入する時代へ」 

というライフスタイルの変化を受け、髙島屋では「おせち＝家族が集う 

お正月のコミュニケーションツール」として捉えており、食生活の多様化

に対応したバラエティ豊かなおせちを今年もご用意いたしました。  

 

髙島屋全店の店頭で約 900 種類、オンラインストアで約 1,150 種類 

（店頭でも販売する約 900 種類＋オンラインストア、通信販売約 250 

種類の合計）と業界最多級のおせち料理のラインアップをご用意し、 

お客様の幅広いニーズにお応えしてまいります。 

 

本年は“自分だけのオリジナル”がつくれる「カスタマイズおせち」や

「パティスリーおせち」「高たんぱくおせち」など、多様化するおせちの

ニーズに対応したラインアップを提案してまいります。 

 

 

 

【2023年新春 髙島屋 おせち料理／基本情報】 

※一部、承り期間、お届け日の異なる商品や、日付指定の承れない商品がございます。 

※商品によりお届け可能地域が異なります。 

 髙島屋オンラインストア   https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/ 

■ご予約承り：9 月 16日（金）午前 10 時～12 月 26日(月) 午前 10 時  

■お届け日：12 月 28日（水）、29日（木）、30日（金）、31 日(土) ※商品ごとに異なります 

■早期ご予約送料無料キャンペーン：11月 12日（土）午前 10 時までのご予約分は送料無料 ※一部除外品が

ございます 

 

 店 頭   

■ご予約承り：9 月 21 日（水）～12 月 25 日（日） 

■お届け日及び店頭でのお渡し日：12 月31日（土）   

https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kanto/book/  ※関東版カタログURL 

https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kansai/book/ ※関西版カタログURL 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/osechi/
https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kanto/book/
https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kanto/book/
https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kansai/book/
https://www.takashimaya.co.jp/base/st/store/special/osechi/kansai/book/
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【おせち料理の一例】  ※価格は全て、税込み表記です 

 “自分だけのオリジナル”がつくれる！カスタマイズおせち  ※「WEB・通販のみ」で受注 

■ 「よりどり彩りおせち」 

30品目の中からお好きな物、食べたいものだけを自由に12品（12マス）選び、1マスことに中身をご自身で

決めることができるおせち料理です。冷凍便にてお届けいたします。 

 

・販売期間：カタログ：9月26日（月）9時～11月11日（金）21時 

     オンラインストア：9月28日（水）10時～11月12日（土）10時 

・お届け日： 12月30日（金）のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※30品目の中からご自由に12品をお選びいただきます。（同じ商品を何点でもお選びいただく事も可能です） 

※商品価格は、お選びいただいた12品の合計金額となります。※盛り付けの順はお選びいただけません。 

※チョイス不要な、「セット済みおせち」（3種）もご用意しております。 

※写真は、「セット済みおせち」（和6点中心のおせち）16,000円です 

 

 パティスリーおせち  

■ 「ピエール・エルメ・パリ」 スウィーツおせち三段重 36,300円 

 

代名詞とも言われるマカロンをはじめとした 

スウィーツの数々を、フラワーアーティスト東 信氏 

がアレンジを施した箱と、風呂敷に包みました。 

冷凍便にてお届けいたします。 

 

 

 

■「トシ・ヨロイヅカ」 スウィーツおせち二段重 16,200円 

 

 

うさぎをデザインしたケーキや、お正月料理を 

かたどったスウィーツの詰め合わせ。 

五感を刺激する鎧塚俊彦シェフの傑作です。 

冷凍便にてお届けいたします。 

 

 

■ 「モンサンクレール」 スウィーツおせち一段 9,001円 

 

 

彩りも味わいも見事な、辻口博啓シェフこだわりの 

おせち。抹茶バスクやバターサンドなどパティスリー 

ならではのスウィーツを華やかに。 

冷凍便にてお届けいたします。 
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髙島屋・阪急阪神共同企画 

 ヘルシートレンド、おいしくて栄養たっぷり！“機能性おせち”  

■ 髙島屋 ラグビー応援おせち 和・洋・中 二段重 28,080円  

栄養あふれるおせちで、2023年も元気にトライ！ラグビー熱が高まりそうな2023年。紅白ようかんでデザイ

ンしたラグビーウェアやチョコのラグビーボールなど、見ているだけで気持ちがあがるメニューに加え、栄養面

でも「高たんぱく」にこだわったお料理を詰め合わせ。ラグビーW杯3大会連続出場の田中史朗選手と共にメ

ニュー開発をしたおせちです。 ※たんぱく質 約18,2ｇ／100ｇあたり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© GREEN ROCKETS TOKATSU 

 

 

 

■ 管理栄養士が監修した「家族三世代で楽しむ栄養おせち」 39,960円 

 

・  

管理栄養士がプロデュースした、健やかさをテーマにしたおせち。 

一の重、二の重には、食の基本とされる「たんぱく質」を考慮したお料理

を。三の重には、第六の栄養素ともいわれる「食物繊維」にこだわったメニ

ューを詰合せました。  

※たんぱく質／100ｇあたり 一の重約18,9ｇ、二の重約17,9ｇ   

※食物繊維／100ｇあたり  三の重3,1ｇ 

 

 

 人気の「肉づくしおせち」！ラインアップが豊富になってバージョンアップ！  

■名古屋名物みそかつ 矢場とん「勝つ」おせち 30,000円 ※「WEBのみ」で受注 

 

昭和二十二年創業。お客様の笑顔とみそかつへのこだわりを積み重ねた歴史

が矢場とんの味。ふっくらと柔らかい南九州産ひれとんかつや、お祝いの場

にふさわしいずわいがに甲羅フライなどをぎっしりと詰めたお重に、一年半

熟成させた天然醸造の豆味噌から作る秘伝の味噌だれを活かした変わり種の

お重、昔ながらのおせち料理を中心に詰合せたお重との三段で、矢場とんら

しさを詰め込んでつくりました。冷凍便にてお届けいたします。 

 

■「レストラン明治亭 洋一段」 16,200円 

 

合鴨とポークのテリーヌや、スペアリブ、ホエー豚のスモークロース

ト、フォアグラと鶏レバーのムース、スモークビーフ、ローストビー

フ、ハンバーグ、鶏砂肝のコンフィ、ソーセージのブリオッシュ包み 

など、全14種類の肉メニューを詰め合わせたおせち。 
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■「ローストビーフの店 鎌倉山 洋一段」 21,600円 

 

看板料理のローストビーフをテーマに、黒毛和牛サーロインロースト 

ビーフをはじめ、味わいの異なる６種類のローストビーフを盛り込み 

ました。 

 

 

 

 ハレの日のお正月こそ！“高級お取り寄せグルメ”として楽しむおせち   

 

～お家で贅を尽くした高級グルメを味わう、人気レストラン、名店コラボレーションおせち～ 

■「夢の饗宴おせち」和・洋・中 三段重 97,200円 

料理界のスペシャリスト3人が挑む、豪華饗宴おせち。東京・銀座に店を構える日本料理「銀座 和久多」、 

山形のイタリアン「アル・ケッチァーノ」、東京・六本木の「中國名菜 孫」による、豪華絢爛のスペシャル三段

重をご家庭でお楽しみいただけます。（※3～4人前） 

 

 

 

 

 

～海外旅行の気分が味わえる、海外名店のおせち料理。華やぎの美食をヨーロッパから～ 

■「ペック」 洋一段 15,120円 

イタリア旅行の気分が味わえるおせち。イタリアの豊かな文化に磨か

れた、ミラノの高級食料品店「ペック」。1883年の創業以来、伝統の

味を守りつつ、ヨーロッパ中に素晴らしい食材を提供し続けていま

す。冷製アンティパストを中心に、多彩に盛り込みました。 

 

 

 

■「ダルマイヤー」 洋二段重 28,080円 

ドイツの気分が味わえるおせち。かつてバイエルン王国の中心として文化が花開いた、ドイツ・ミュンヘンの老

舗美食ブランド。贅をつくした伝統のデリカテッセンをはじめ、こだわりの美味をご用意いたしました。 
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 ファミリーで集うお正月は、家族 3世代で一緒に楽しめるおせちを！  

 

■「髙島屋×セサミストリート」和・洋 おこさま 二段重 21,600円 

セサミストリートに登場するキャラクターは、なんと100種類以上。それぞれが様々な個性やプロフィールを

持ちながら、仲良く遊んだりともに学んだりしています。新しい年を迎えたテーブルで、お子さまに多様性を理

解する心を育んでいただけるよう、かわいいキャラクターたちをデザインしたおせちをつくりました。重箱も風

呂敷もオリジナルのデザインです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「髙島屋家族三世代おせち」和・洋中・おこさま 三段重 30,240円 

 

 

昭和・平成・令和と時代を超えて愛され続ける、 

国民的ヒーロー「ウルトラマンシリーズ」が髙島屋 

のおせち料理に登場。※お重の蓋はオリジナルデザ 

イン。風呂敷と、祝箸もセットでお届けします。 

 

 

 

 

 

■「髙島屋干支おせち」和二段重 21,600円  

 

 

来年の干支「卯」にちなみ、中の陶器や重箱は 

うさぎを模したデザイン。ご馳走のあとにおすすめ 

の、うさぎ型のチョコレートスウィーツやムースも 

詰合せました。 

 

 

 

■ 鉄道で日本を旅するおせち 二段重 29,160円 ※「WEB・通販のみ」で受注 

 

 

全国の郷土料理をにぎやかに盛り込んだおせちで、 

“楽しい旅気分”を満喫できます。北海道の松前漬から

沖縄県のサーターアンダギーまで、日本各地の郷土料理

や名産品16品目を加えた、華やかな50マスのおせちで

す。付属の、鉄道カードゲームを楽しみながら、心なご

む家族団欒のお正月をお過ごしください。 

冷凍便にてお届けいたします。 

 

 

 

 

髙島屋限定販売 
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■ ペットも家族の時代、「ペットと一緒にお正月を祝うおせち」16,956円 ※「WEB・通販のみ」で受注 

 

 

ペット用のお料理を詰め合わせた、迎春の祝いをペットとご一緒に楽しめるおせち料理です。華やかなおせち料

理37品目に加え、ペット用のお料理5品を詰め合わせました。冷凍便にてお届けいたします。 

※珪藻土など国産天然素材からできた球体の入った「ROZAI（ロザイ）」（ペット用のサプリメントウォータ

ー）のボトル付き。水道水を注ぐだけで、天然ミネラルバランスの優れたおいしい水ができ上がります。 

 

 
左：ペットと一緒にお正月を祝うおせち（犬） 右：ペットと一緒にお正月を祝うおせち（猫） 各16,956円 

 

 

 おいしくサステナブル！を意識したおせち  

■「髙島屋和・洋・中おせち」 和・洋・中 三段重 32,400円 

 

 

「髙島屋ブランドのおせち」（PB）の一部では、 

お重の中で使用している「プラスチックカップ」を「紙」へ仕様変更し、

環境に配慮したおせちを提案しております。 

 

 

 年末にも、迎春にも！人気のオードブル特集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は洋風や中華の“少人数おせち”を、年末年始に召し上がるオードブルとしてご注文をされるニーズが増加

したことを受け、また、23年のお正月は帰省する方や、家族や親族など大勢で集うシーンが増加するとも予測

されるなか、「オードブル風おせち」を特集しました。 

 

左：「一富士」 洋・中 一段 14,040円  右：「ANAクラウンプラザホテル富山」和・洋 一段 15,500円 

 

 

以上 
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一段丸ごと「海老料理」、「肉料理」のおせちが初登場 

家族で一緒に楽しめるおせちを提案 
 

そごう・西武は「集い」をテーマにお子さまからご年配の方までご一緒にお楽しみいただけるおせちをご提案します。今年は

和・洋・中と多彩な味を一度に楽しめるおせちの商品数を昨年よりも約２割増やしました。中でも「海老料理」「肉料理」

など人気の具材を一段に詰めたおせちが新たに登場します。他にも昨年人気のご自宅で料亭の味が楽しめる「料亭・名

店のおせち」は商品数をさらに充実、人気の「おばあちゃんのおせち」は三段重を中心に品目数を増やすなどリニューアルし

ました。また家族の一員である「ワンちゃんのご褒美おせち」も登場し、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えました。 

 

そごう・西武のおせち概要 
■店頭会期：西武池袋本店 ９月２８日(水)～１２月２２日（木）まで ※店舗により会期は異なります。 

■西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」会期：９月２２日（木）午前１０時～１２月１５日（木）午後１１時５９分まで 

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

URL：https://edepart.omni7.jp/brand/003947※「e.デパート」対象商品については９月２２日（木）以降サイトをご確認ください。 

■品揃え：約３００種類(前年同程度） 

■売上目標：前年比１１０％ ※既存店ご予約の承りの売上 

家族の集いに選べる楽しさ「美味づくしおせち」（全７種類 ※全て新規商品） 

２０２３年のお正月は家族３世代が集まるシーンが増える事が予想されます。そこで、お子さまにも人気の「海老
料理」や「肉料理」といった具材をふんだんにお詰めした「美味づくしおせち」を今回新たにご用意しました。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武・そごう限定 〈美味づくし〉和洋三段重「福」  

おせちで人気の海老料理をいっぱい詰めた個性派おせち。 

３２,４００円（４人前） 

（３段・縦２０.１×横２０.１×高さ５.３㎝、全４０品） 

西武・そごう限定 〈美味づくし〉和洋中三段重「豊」  

和牛や豚、鶏から合鴨や仔羊まで、ロースト肉の旨味を

一段に敷き詰めました。 

３２,４００円（３～４人前） 

（３段・縦２０.１×横２０.１×高さ５.３㎝、全５３品） 

西武・そごう限定 〈美味づくし〉和洋中三段重「華」  

おせちの定番に加え、どなたにも喜ばれる洋風・中華の

味をふんだんに。 

２１,６００円（３～４人前） 

（３段・縦２０.１×横２０.１×高さ５.３㎝、全５９品） 



 

老舗の味をご自宅で楽しむ「料亭・名店おせち」（全５９種類/前年＋３種類） 

新年を祝うおせち料理は料亭や老舗の味をご自宅でお楽しみいただける数少ない機会です。 
そごう・西武では昨年人気だった料亭・名店のおせちの種類をさらに充実させました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

人気の三段重がリニューアル「おばあちゃんのおせち」（全８種類） 

そごう・西武で毎年人気のおばあちゃんのおせちの三段重をリニューアルしました。近年の傾向として見た目が
華やか、品目数が多く食べ飽きないタイプが人気ということもあり昨年より品目数をさらに増やしました。「京都」
「金沢」「山形」「宮城」と４つの地域の特色ある食材や郷土料理をモチーフにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

かわいい家族と一緒に「ワンちゃんのご褒美おせち」（全３種類/前年＋２種類） 

今年は新たに「キアッケレカーニ」のワンちゃんのための手作りおせちが初登場。選りすぐりのお肉や野菜を使
って、食べ物の好き嫌いが多いグルメなワンちゃんも大喜びで食べること受けあいです。 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
（株）そごう・西武 広報 佐藤・小室・高田・花篭 メール：hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp 
電話番号：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６４１－２８１４ 
 

※本リリースの掲載画像はイメージ、価格は全て税込みです。  

西武・そごう限定 「京都のおばあちゃんのおせち三段重」 （左）  

素材の持ち味を生かし、京都ならではの技で仕上げた懐かしい

味わいです。品目数も昨年よりも６品目増やしてリニューアルしま

した。 

２１,６００円（３～４人前） 

（３段・縦２１.０×横２１.０×高さ４.６㎝、全５１品） 

西武・そごう限定 「金沢のおばあちゃんのおせち三段重」 （右）  

焼ホタルイカや小鯛笹漬けに飴炊き胡桃や加賀麩も加え、北陸

の郷土の味をたっぷりと。金沢のおばあちゃんのおせちは今年初登

場です。 

２１,６００円（４人前） 

（３段・縦１９.６×横１９.６×高さ５.７㎝、全５０品） 

西武・そごう限定 （京都）祇園丸山「特製和風三段重（京風白味噌雑煮付」 

光・音・香など五感に響く京の味。京都の伝統と文化を独自の美意識で表現し

た、名店ならではの祝膳をお楽しみください。 

１６２,０００円（６人前） 

（３段・縦２４.０×横２４.０×高さ７.８㎝、全２８品＋京風白味噌雑煮６人前） 

 

西武・そごう限定 キアッケレカーニ「愛犬のための豪華三段重」 

大きなワンちゃんや多頭飼いの方にもうれしい三段重です。 

２２,８１０円 

（３段・縦１６.０×横１６.０×高さ４.０㎝、全２４品） 

 

mailto:hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp
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ｅ.デパートリニューアルオープン記念 

限定商品の発売とキャンペーンを開催 
西武・そごうのショッピングサイトｅ.デパートは９月７日（水）にリニューアルオープンいたしました。リニューアルを記念して限

定商品の販売やｅ.デパートのお買い物にご利用いただけるｎａｎａｃｏギフトが当たるリニューアルキャンペーンなどを実施しま

す。また、サイトのデザインも刷新し、スマートフォンでの操作性を踏まえて、お客さまにより快適にお買い物をしていただける

サイトになりました。 
 
サイトリニューアル概要 
■リニューアル日時：９月７日(水)午前１０時～ 

■リニューアル後 URL：https://edepart.sogo-seibu.jp 
 

■リニューアル記念限定商品が登場 （商品一例） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
■最大２，０００円分ｎａｎａｃｏギフトがもらえるキャンペーン 
会期：１０月３１日（月）まで 

対象期間中にｅ.デパートで税抜１０,０００円以上お買いあげの方にもれなく１,０００円分のｎａｎａｃｏギフト（ｅ.デパート限

定）をプレゼント。※一部除外商品があります。 

【Ｗチャンス】 

ｅ.デパートにて税抜１０,０００円以上お買い上げいただいた方で、さらに西武・そごう各店舗にて税抜１,０００円以上お買

い物の際、西武・そごうアプリのセブンマイルプログラムの会員バーコードを提示いただいた方、抽選で２万名さまに１,０００

円分のｎａｎａｃｏギフト（ｅ.デパート限定）をプレゼント。 
 

※本リリースの掲載画像はイメージです。  

クレ・ド・ポー ボーテ 

ル・セラムキット  

（税込）２７,５００円 

ル・セラム５０ｍＬ（本体）をお買いあげの

お客さまへ化粧水と乳液の特製サイズを

セットで販売するｅ.デパートリニューアル 

オープンを記念した限定セットです。 

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

 

シュタイフ 

ジャパニーズコレクターズテディベア 

（税込）２８,６００円 

リチャード・シュタイフがテディベアを発明

して１２０年。最初のジャパンベア

「MASAKO」をオマージュしたテディベア

が誕生します。美しいピンクの日本限

定作品です。 

銀座菊廼舎 

登録商標 冨貴寄 特撰缶 

JAPAN（小）風呂敷包み オリジナル 

（税込）３,２４０円 

新ｅ.デパートロゴ入り、めでタイ等オープ

ンに相応しい富貴寄を風呂敷に包み

ました。 

■リニューアル後新ロゴ  

https://edepart.sogo-seibu.jp/


 

 
   

 
 

高まる若年層のアート人気、２０代社員が作家と協同 

西武池袋本店に新・アート＆雑貨ショップオープン 
 
そごう・西武では店舗構造改革の一環として、今年度より西武池袋本店の改装をスタート。９月には次世代顧客   

となるＺ世代・ミレニアル世代をターゲットにした、アート＆雑貨ショップがオープンいたします。 

近年アート市場は年々拡大しており、文化庁が成長産業として「現代アート」を重要視するなど注目が高まっています。

西武池袋本店でも、美術の売上が２０１０年から１０年で約２倍の伸長、２１年度はコロナ禍にも関わらず過去最高の 

売上となり、特に現代アートの売上は前年約３倍と大幅に伸長しました。また、コロナを契機にお客さまの興味や買い方も 

大きく変化し、リモートワークやイエナカ時間の増加で、アートなど生活を豊かにするモノへの興味が拡大したことで、   

若い世代によるアートの購入が増えています。 

今回新しくオープンする売場では、ターゲットと同世代の２０代の若手社員が改装に携わり、自分の足で見つけた   

若手作家と共に、展示するテーマから作品のイメージまで一から作りあげる、従来のアートギャラリーにはない手法で運営 

する新しい売場となっています。また、入りやすい低層階の雑貨フロアで展開することで、アートへの興味が高まる若年層を  

取り込み、今後は雑貨とも絡めて展開し、アートを起点に様々なコンテンツに広げていくことで、アートをもっと身近に    

取り入れていただける売場を目指します。 
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【概要】 

■オープン日：２０２２年９月７日（水）     ■場所：西武池袋本店２階（中央Ｂ７） 

■対象面積：約６３㎡ 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 ＜売場のポイント＞ 

① ２０代の若手社員が作家と一から作りあげる 

ターゲットと同世代の若手社員が、自ら見つけ出した作家と一緒に、展示するテーマから作品のイメージまで、    

一から作りあげるなど、従来のアートギャラリーにはない手法で運営。作家と同世代の社員が運営に携わることで、 

既存の枠にとらわれない、今までにない新しいアートショップを目指します。 

② 新進気鋭の若手作家を先取り・ジャンルにとらわれない作品展開 

あえて従来の百貨店のネットワークを使わず、若手社員が半年かけてＳＮＳや様々な個展に出向き、自分の足で 

作家を発掘。選ぶ基準は同世代の作家、作家の考えに共感できる、自分が本当に好きな作品など、若年層の  

リアルなニーズを反映。ジャンルにとらわれず、常に新しいアートを発信して参ります。いずれは若手作家の登竜門  

となる売場にしていきたいと考えます。 

③ アートを起点に広げていくコンテンツ 

婦人雑貨フロアに展開するアートショップならではの取り組みとして、今後は様々なアーティストとコラボレーションし、 

アートと雑貨を絡めたアイテムを展開してまいります。アートを様々なコンテンツに広げていくことで、美術品として楽しむ

アートだけでなく、様々なアートとの関わり方を発信して参ります。 

＜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 

 

アート＆雑貨ショップイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

 

＜オープニング企画「ＭＯＴＡＳ.」展＞ 
２０１２年にＢＯＹＡとＴＯＭＯの２人によって作られたアートユニット「MOTAS.」。BLEYE（ブライ）という名前の    

“折れ曲がった中指”のキャラクターが、新しいスペースのオープニングをお祝い。新しいお客さまに向けて、       

日常の小さな幸せや優しい温かみを感じるＭＯＴＡＳ .を提案いたします。西武池袋線の路線をモチーフにした    

作品など、ポップで可愛らしいキャラクターが織りなす世界観をお楽しみください。 
 
■会期：９月７日（水）～２７日（火） 

■会場：西武池袋本店２階（中央Ｂ７）＝アート＆雑貨ショップ 

＜今後の展開計画＞ 

鍵井靖章グループ展／会期：９月２８日（水）～１０月１１日（火） 

水中写真家の鍵井靖章さんを中心としたグループ展を開催。ガラス作家など約７名

の気鋭のクリエイターが、鍵井さんの作品から着想を得て新作を発表いたします。  

鍵井さんの独特の世界観を通して、新しい海の色や広がりが展開されます。 

会期中には作家のトークショーも予定しています。 

 

 

カガリユウスケ企画展「TOKYO WALL」／会期：１０月１２日（水）～１１月１日（火） 

「壁を持ち歩く」をコンセプトに活動する、カバンデザイナーカガリユウスケさんの個展を

開催いたします。革に建築材のパテを施し、壁の質感を再現した鞄を        

制作し続けています。「ＳＴＲＥＥＴ」をテーマに、カガリさんの解釈を楽しんでいただける  

内容をお届けいたします。 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 



 

 
   

 
 

全国の銘菓・名産１０００種以上を買いまわれるニュースポットが誕生 

西武池袋本店「諸国銘菓・諸国名産」リニューアル 
 
西武池袋本店の食品フロアでは、自主編集売場「諸国銘菓・諸国名産」がリニューアルオープンいたします。     

全国の銘菓・名産を約１０００種類以上集約し、面積は約２.２倍、品ぞろえも約１.７倍に拡充いたします。 

リニューアルでは、次世代顧客である若年層もターゲットとし、老舗・名店の味を気軽に楽しめる売場に         

生まれ変わります。老舗のごちそうやマニアックな調味料、旅先で出会った銘菓や故郷のお菓子まで、幅広い世代の   

ニーズにお応えする食の新しいスポットが誕生いたします。 
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■諸国銘菓「卯花墻（うのはながき）」 

全国の銘菓を集めた諸国銘菓「卯花墻（うのはながき）」には、懐かしの駄菓子から人気若手職人が作る和菓子、 

トレンドスイーツなどが一堂に集まります。 
 

＜売場の特徴＞ 
① 老舗・有名店の和菓子をおひとつから気軽に 

新たに設ける「おひとつから」コーナーでは、お菓子をばら売りで販売し、１つから購入が可能。老舗の和菓子やご当地

のお菓子をプレゼントやおやつとして、必要な数だけ購入できる利便性を提供いたします。また、銘菓に加え、    

可愛らしいクッキー缶やアソートセットなど、プチギフトや手土産におすすめのスイーツがそろいます。 
 
② 和菓子の歴史・文化を発信 

歳時記や季節の素材を味わう商品を、日替わり・月替わりで展開するほか、歴史や由来などを分かりやすく伝える  

ことで「季節や歳時記に合わせて和菓子を味わう」日本ならではの食文化を知っていただき、和菓子をより身近に    

感じられる提案をいたします。 
 
③ 若手社員の意見を売場に反映 

若年層の和菓子離れに着目し、改装には同世代の社員が携わり、リニューアルに向けて他業態の研究やアンケート

調査を行い、リアルなニーズを売場に反映。見た目の「かわいさ」「映え感」に注目したお菓子や、洋菓子の要素を  

取り込んだ和菓子など、さまざまな新鋭和菓子も展開いたします。また、ラッピングにもこだわり、お菓子を詰めてギフト 

として使えるオリジナルきんちゃく袋を新たに採用。今まで和菓子に興味の無かった層にも刺さる売場を目指します。 

【諸国銘菓「卯花墻（うのはながき）」・諸国名産「味小路（あじこうじ）」改装概要】 

■オープン日：２０２２年９月８日（木）    ■場所：西武食品館地下１階（中央Ｂ７）＝スイーツ＆ギフト 

■対象面積：（改装前）約８３㎡→（改装後）約１８２㎡ 

■品揃え：（改装前）約６７５ＳＫＵ→（改装後）約１１５０ＳＫＵ 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

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

 

＜取り扱い商品一例＞ 

緑寿庵清水 
／焼栗の金平糖（季節限定品） 

実と美／モナカ 
（ミルク餡フランボワーズ） 

清香室町 
／金沢文鳥 加賀紅茶味 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

 

諸国銘菓 「卯花墻（うのはながき）」・諸国名産「味小路（あじこうじ）」売場イメージ 

■諸国名産「味小路（あじこうじ）」 
全国の美味を集めた諸国名産「味小路（あじこうじ）」では、料亭の味や京都の老舗の味などをはじめ、 

日本ならではのごちそう・美味を取りそろえます。全国の自慢の味を、ご自宅でいつでもお楽しみいただけます。 
 

＜売場の特徴＞ 
① 全国名産 

北海道から沖縄まで全国津々浦々の名産品および俚
さ と

びの味を集めました。 
 
② 京の味 

人気の京の老舗の味コーナーでは、はれまのチリメン山椒や三嶋亭の牛肉しぐれ煮など、 

歴史ある京の食文化を象徴する逸品を集積いたします。 
 
③ 銘店の味 

大阪の昆布の老舗の神宗や東京吉兆、菊乃井、紫野和久傳など、各地の老舗料亭の味を取りそろえました。 
 
④ 名産催事・限定品 

期間限定で入れ替わる名産催事コーナーや、曜日替わりでの展開、航空便で取り寄せる限定品など、 

季節・モチベーションにあったマンスリー特集などを展開いたします。 

＜取り扱い商品一例＞ 

神宗／塩昆布 山椒入り 千年鮭きっかわ／鮭の塩引き 菊乃井／ごま塩こんぶ 
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あべのハルカス近鉄本店では、３月よりあべのハルカス開業以来初となるファッションフロアの改革を実施し

ています。第一弾として、タワー館４階に自主編集売場「Salon de GATE（以下サロンドゲート）」を３月にオープ

ンし、多くのお客様にご来店いただいています。 

このたび、改革第二弾として、９月３日（土）に新売場「いろどり Marché（以下いろどりマルシェ）」と「Phare 

another closet（以下ファーレ アナザークローゼット）」が同時オープンします。アパレルだけでなく雑貨やフード

を含めた「スクランブル MD」の売場とし、アイテムやブランドの枠を超えたライフスタイルの価値を提案します。 

「いろどりマルシェ」は、マツオインターナショナル株式会社と共同で企画し、ナチュラルな暮らしをテーマにウ

イング館５階の中央部に位置しています。“大人のたまり場”をコンセプトに、目的が無くてもふらっと立ち寄り

たくなる売場を目指し、新たにコミュニティースペースを設けワークショップを毎日実施します。 

「ファーレ アナザークローゼット」は、タワー館４階のサロンドゲート近くに位置します。サロンドゲートよりさら

にファッション感度の高い方に向け、インポートブランドを中心とした最新トレンドのアパレル・服飾雑貨を展開

します。また、人気ネイリスト山名未紗氏プロデュースのネイルサロン「elro（以下エルロ）」も併設します。 

２売場のオープンにより、新規顧客の獲得、お客様の滞在時間の増加、さらに近隣店舗への買い回りによ

る婦人服のフロア全体の活性化を図ります。 

■新売場の概要 

売場名 いろどり Marché Phare another closet 

オープン日 2022 年９月３日（土） 

場所 ウイング館５階 タワー館４階 

面積 約 237 ㎡ 約 116 ㎡（うちネイルサロンが約 16 ㎡） 

ブランド数 ５ショップ（約 25 ブランド） 約 40 ブランド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あべのハルカス近鉄本店 ファッション改革第二弾について 
９月３日（土）ウイング館５階・タワー館４階に２売場が同時オープン 

いろどり 

マルシェ 

ファーレ 
アナザー 

クローゼット 

サロンド 
ゲート 

ウイング館 

５階 

タワー館 

４階 

↑いろどりマルシェイメージパース 

ファーレ アナザークローゼットイメージパース→ 
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■いろどりマルシェ 

①目的が無くてもふらっと立ち寄りたくなる「大人のたまり場」がコンセプト 

②コミュニティースペースでは、様々なワークショップを毎日開催 

③全国各地のご当地食品を展開する「きしな屋」が百貨店初出店 

④アパレル、雑貨、フードに加え、グリーン（植物）といったアイテムも展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ザ・テーブル＞百貨店初登場 

ハンドクラフトのワークショップを毎日実施するほか、

日本各地のハンドクラフト商品の販売も行います。 

＜ボヤージュホーム＞ 

リラックスして旅気分、ちょ

っ と お し ゃ れ し て カ フ ェ 気

分、などおうち時間の気分

が上がる大人のリラクシン

グスタイルを提案します。 

＜ノネット＞ 

素材と編み技術にこだわ

り、遊び心をプラスした日

本 製 のオリジナルレッグ

アイテムを展開。 

＜エムニプラス＞ 

アパレルのほか、人と環境に配慮したヘアケアブランド

「オリエンステラ」や、花・観葉植物といった植物も扱う

セレクトショップ。 

＜きしな屋＞百貨店初登場 

店主が日本全国を訪ね目利きした各地域自慢の品々

が並ぶ食のセレクトショップが百貨店初登場。商品の背

景にある物語も紹介し、その価値を伝えます。 

アパレル 雑貨 

食 コミュニティースペース 
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インスタグラム公式アカウント 

 

 

 

 
＠harukas_fashion_press 

■ファーレ アナザークローゼット 
①サロンドゲートよりさらにファッション感度が高い方に向けた売場 

②インポートブランドを中心に、最新トレンドのアパレル・服飾雑貨を約 40 ブランド展開 

③著名ネイリストである山名未紗氏プロデュースのカラー診断ができるネイルサロン「エルロ」併設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■改革プロジェクト担当者が SNS アカウントで随時情報を発信！ 

あべのハルカス近鉄本店公式ファッションアカウントに加え、20～30 代のプロジェクト担当者４名が、売場

の情報や、日常で出会ったテンションがあがるモノを個人アカウントで発信。お客様へのアプローチを強

化しています。 

 

 

 

 

 

インスタグラム担当者アカウント 

@mzk_harukas   @rrk_harukas   @arisa_harukas   @aoi_harukas 

＜エルロ＞著名ネイリストの山名未紗氏プロデュースのネイルサロン。パーソナルカラー診断も実施します。 

山名未紗氏 

「ネイリストが選ぶネイリスト」

全国１位に選ばれ、業界紙で

も連載を持つなど人気の高い

ネイリスト。インスタグラムフォ

ロワーは７万人を超える。 

エルロイメージパース ネイル一例 

＜MARNI＞ ＜GANNI＞ ＜N°21＞ ＜PIERRE HARDY＞ 

＜Y-３＞ ＜MM⑥＞ ＜AKIRANAKA＞ ＜beautifulpeople＞ 
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あべのハルカス近鉄本店では、食料品売場がリフレッシュオープンします。タワー館地下１階菓子売場

では西日本初登場含む５ブランドが新登場となります。 

新登場ブランドは、バターにこだわった菓子が人気の西日本初登場「ザ・マスター by バターバトラー」、

大阪・天満の人気カヌレ店の新業態であり百貨店初登場の「カリヌゥ」、可愛い缶に入ったおかきと米粉ク

ッキーが人気の大阪初登場「あげもち Cocoro」のほか、「ア・ラ・カンパーニュ」「THE KAEN」の計５ブランド

です。また、「ハナフル」「ル ビアン」「ケーニヒスクローネ」「フルーツクチュールタカノ」「ブールミッシュ」の

５ブランドが移設などによりリフレッシュオープンします。 

タワー館地下２階惣菜売場では、「咲菜」が新登場。手作りにこだわったお弁当や総菜を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料品売場がリフレッシュオープン！ 
西日本初登場含む５ブランドが新登場 

ザ・マスター by バターバトラー 

あべのハルカス近鉄本店限定 

厳選した国産バターを使用した濃く深い味わいの

バタークリームにラムレーズンを混ぜ込み、さっくり

焼き上げた香ばしいパイと重ねてミルフィユに仕立

てました。最高級ディロンラムが味と芳醇な香りを

引き立てる、至高のラムレーズンバターミルフィユ

です。【各日数量限定】 

ラムレーズンバターミルフィユ    ３個入 1,782 円 

まるでポンドバターのような

姿のバターケーキ。バターク

リームは厳選した北海道産

バターとフランスブルターニュ

産 発 酵 バターを独 自 にブレ

ンドし、くちどけなめらかに。

中にはラムレーズンバターク

リームと軽やかなビスキュイ

の層を閉じ込めました。 

バターケーキ 3,240 円 

ヘーゼルナッツのような豊かな風

味のモンテギューAOP バターを惜

しむことなくたっぷりと使い丁寧に

焼き上げたバターフィナンシェで

す。ナッツは甘みと深みが出るよ

うヘーゼルナッツをアーモンドに合

わせてまろやかな香ばしさに仕立

てました。ナッツの香ばしさとバタ

ーのコクにこだわり抜いて作らせ

たご主人様、自慢の逸品です。 

フィナンシェ ４個入 1,167 円 

～ブランドコンセプト～ 

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子” 
世界を股にかけるご主人様が、 

世界中で出会った様々な風味のバターを厳選し、 

丁寧に、贅沢に、バター菓子に仕立て上げました。 

ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、 

ぜひお楽しみくださいませ。 

西日本初登場 

＜９月 30 日（金）オープン＞ 
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カリヌゥ 

あげもち Cocoro 

初登場 ア・ラ・カンパーニュ 初登場 THE KAEN 

「カリヌゥ」は、フランス語で「かわいい

子」という意味。 

元フレンチシェフが手掛けるかわいい

見た目が特徴のカヌレは、様々な 

フレーバーが楽しめ、食感や味にも 

こだわりました。伝統的なカヌレの良さ

を残しつつ、新しいカヌレの形を追求 

するシェフの思いが詰まった、あべの

ハルカス近鉄本店でしか手に入らない

スイーツです。 

1991 年に神戸で生まれたこだわりタルトの専

門店。南仏プロヴァンス地方伝統の素朴な 

お菓子をコンセプトに、旬のフルーツタルトや

焼き菓子・シーズンギフトを展開します。 

高級果物専門店が手掛ける果物とスイーツのお

店。果物のほか、ケーキやジェラートといったスイ

ーツや、その場で楽しめるフルーツジュースも販

売します。 

揚げおかき専門店の麻布

十番あげもち屋が手掛け

るブランド。 

色々な味と形のおかきと、

ラッキーチャームを象った

米粉入りクッキーを可愛い

缶に詰め込んだ 

「 agemochi Cocoro ミ ニ

缶」が大人気。 

（写真左） 

ミニ缶 各種１缶 1,188 円 

新業態 

大阪初登場 

※写真はイメージ 

※写真はイメージ 

※写真はイメージ 

（写真左） 

シャインマスカット 

のテリーヌ 

１台 2,808 円 

（写真右） 

シャインマスカット 

とレアチーズ 

１個 702 円 
※どちらも 10 月 11 日(火) 

までの限定販売 
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初登場 咲菜（さかな） 

私たち咲菜は、「手づくり・安心安全・健康・出来立て・便利」をモットーに、お弁当やおにぎり、おかずな

どをたくさんご用意してお待ちしています。皆さまの健康な食生活を応援します！ 

＜９月下旬以降オープン予定＞ 

※どちらも写真はイメージ 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

※限定数がある商品があります。 

2022 年８月 31 日 

報道関係各位 

どさんこしまんちゅプロジェクト事務局 

あべのハルカス近鉄本店 

 

日本のはしっこは、こんなにおいしい！楽しい！面白い！ 

「どさんこしまんちゅフェスティバル」を初開催します 

 

 どさんこしまんちゅプロジェクト事務局とあべのハルカス近鉄本店は、９月14日（水）～20日（火）にウイング館９階催

会場、２階北海道どさんこプラザほかにて「どさんこしまんちゅフェスティバル」を初開催します。「北海道と沖縄がＭｅｅ

ｔ！」をコンセプトに、日本の端（北海道）と端（沖縄）から日本の真ん中（大阪）へ、食や文化をはじめ様々な両道県の

魅力を届けます。 

 「食にＭｅｅｔ！」では、それぞれ独特の文化を持つ北海道と沖縄のグルメをそれぞれ味わえるほか、両道県のコラボ

メニューも販売します。両道県合わせて約 50 社が出店します。 

 「旅にＭｅｅｔ！」では、旅行先としても大人気の北海道と沖縄の魅力を発信します。 

 「文化にＭｅｅｔ！」では、北海道と沖縄それぞれの文化にも直接触れることができる機会を提供します。 

 

＜開催概要＞ 

【日時】９月 14 日（水）～20 日（火） 

【場所】あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階催会場、２階北海道どさんこプラザほか 

【時間】10：00～20：00（場所により異なる） ※催会場は、最終日は 15：00 閉場 

 

＜どさんこしまんちゅプロジェクトとは＞ 

端（北海道）と端（沖縄）で力を合わせることで、新たな価値創造や、共通の課題解決に取り組み、北海道・沖縄の

「地域企業・地域経済の発展」を目指すプロジェクトです。 

ロゴは、北海道と沖縄をイメージし、熊とシーサーをモチーフにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コンセプト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どさんこしまんちゅプロジェクトロゴ 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

※限定数がある商品があります。 

 

 

 

北海道・沖縄両方の味の食べ比べ・飲み比べが出来るほか、北海道の出店者が沖縄の食材を、沖縄の出店者が

北海道の食材を使ってこの催事のためだけに作られた「コラボメニュー」も多く登場するなど、本催事ならではの 

グルメを揃えました。 

＜充実のお酒コーナー！＞ 

・沖縄のオリオンビールと北海道のサッポロビールを一緒に楽しめます 

・北海道や沖縄の人気酒メーカーが出店します 

〇厚岸ウイスキー・・・入手困難なウイスキーを会場で販売します。 

〇上川大雪酒造・・・・本催事限定品や飲み比べなど、ココでしか味わえない商品を販売します。 

〇南島酒販・・・・・・・・会場で様々な泡盛が楽しめるほか、47 蔵の泡盛をセットにした商品を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜北海道・沖縄の人気スイーツコーナー！ ～人気銘菓による競演～＞ 

〇ISHIYA・・・・・・・沖縄県産黒糖を使用したロールケーキを新発売します。 

〇御菓子御殿・・・大人気商品の「紅芋タルト」の火付け役ショップが出店します。会場実演商品に加え、 

北海道食材を使用した商品を新発売します。 

〇よつ葉乳業・・・北海道を代表する乳製品メーカーがこのイベントのために開発したデザートを会場限定で販売し

ます。沖縄産黒糖や沖縄産シークワーサーをベースにしたソフトクリームの中に、さらに沖縄産

マンゴーをブレンドした完全オリジナルパフェや、酒好きにおすすめの沖縄のソウルリキュール

「泡盛」を使用した、大人なデザートが登場します。 

〇その他・・・・・・・セルクルは、沖縄県産紅芋と濃厚な北海道産カスタードクリームを使用したシュークリーム、 

パティスリーモンクレアは、北海道産マスカルポーネチーズを使ったティラミスを販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
北海道の出店者は赤字、沖縄の出店者は青字で表記 食にＭｅｅｔ！ お互いの食材を 

使ったコラボメニュー 

（写真左上から） 

「ISHIYA」黒糖ミルクロールケーキ １個 1,458 円 

「よつ葉乳業」沖縄県産マンゴーとシークワーサーの 

ブレンドパフェ １個 800 円 

「セルクル」紅芋クリームと白いカスタードの 

ミニシュークリームセット １セット(５個入)1,188 円 

「御菓子御殿」 

①とうきびチーズタルト １箱(６個入)1,080 円 

②プレミアム紅いもタルト ２個 501 円 

「パティスリーモンクレア」島の恵みキャラメリゼ・ 

ティラミス（北海道産マスカルポーネ使用）１個 1,080 円 

① 

② 

オリオンビール・サッポロビール飲み比べ 
（イメージ） 

「厚岸ウイスキー」厚岸ブレンデッドウイスキー 
牡蠣の子守唄ハイボール １杯 1,001 円 

「上川大雪酒造」①十勝純米大吟醸 720ml 3,741 円 

②純米吟醸３蔵３種飲み比べセット 
１セット（おつまみ付）1,101 円 

① 

② 



3 
 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

※限定数がある商品があります。 

＜できたてを会場で！イートインコーナー＞ 

〇北海道で大人気の担々麺専門店１７５゜DENO 担担麺が近鉄百貨店初登場。会場限定の沖縄産島唐辛子辣油 

を使用した担担麵をイートインで楽しめます。 

〇沖縄と言えばボリューム満点のステーキ！出来立てのアメリカンステーキを会場で味わえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜物産展では大人気！「お弁当」も多数ご用意＞ 

〇沖縄産和牛と北海道サロマ牛を使用した、豪華食べ比べステーキ弁当が登場します。 

〇北海道といえば海鮮弁当。豪快なカニをふんだんに盛り付けた弁当や、うにめしなどを販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、コロッケやザンギ、ラフティ、天ぷらなど北海道・沖縄を代表するグルメが多数集結し、会場でおいしいお酒と

ともに味わっていただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「175゜DENO 担担麵」島唐辛子辣油の白ごま汁なし担担麺 

１人前 1,001 円 

「ジャンボステーキハウス HAN’S」テンダーロインステーキ 

200g（ライス・スープ付） 2,601 円 

「八軒苑」サロマ和牛モモステーキ＆沖縄県産 

和牛イチボステーキ食べ比べ弁当 １折 5,400 円 

「北海工房」かにと道産貝海鮮弁当 

１折 2,916 円 

「うにの世壱屋」半生うにめし 

１折 2,268 円 

「じゃがいも HOUSE」あぐー豚と道産チーズの 

クリームコロッケ １個 497 円 

「カネマサミート」らふてい 

100g あたり 702 円 

「珈琲人 FACTORY」 

ポーク卵おにぎり 各種１個 401 円～ 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

※限定数がある商品があります。 

 

 

 

 北海道や沖縄各地の観光ＰＲを実施し、本催事の会場だけでなく、現地への旅行の際にも役立つ情報や、両道県

の魅力を発信します。また、工芸品の展示・販売など両道県の文化にも触れることができます。 

 ９階催会場内に設けられた特設ステージでは、北海道・沖縄にちなんだクイズ大会や、自治体ＰＲなどのイベントを

随時実施します。 

 

＜観光ＰＲコーナー＞ 

２階「北海道どさんこプラザ」周辺の特設スペースでは、パネル展示や映像で北海道・沖縄の観光ＰＲを展開します。

沖縄は NHK の連続テレビ小説「ちむどんどん」で話題の、やんばる地方を中心に魅力を紹介します。北海道は、2019

年の NHK 連続テレビ小説「なつぞら」の舞台となった十勝地方を中心に魅力を紹介します。さらに、2020 年北海道に

オープンしたアイヌ文化紹介・復興拠点ウポポイ（民族共生象徴空間）のＰＲコーナーも設けます。 

 

＜各種イベント＞ 

 ９階催会場内に特設ステージを設け、北海道・沖縄にちなんだクイズ大会や、自治体ＰＲなどのステージを実施 

します。また、会場内をめぐるスタンプラリーや牛の模型を使った搾乳体験も実施します。 

 

 〇ウポポイＰＲキャラクター「トゥレッポん」による〇×ゲーム 

北海道白老町に 2020 年に開業した先住民族アイヌの文化や世界観・自然観を 

学ぶことができる施設、ウポポイのＰＲキャラクター「トゥレッポん」が登場し〇× 

ゲームを実施します。 

【日時】９月 17 日（土）15：00～ ほか 

【場所】催会場内特設ステージ 

 

〇MILKLAND HOKKAIDO→TOKYO によるイベント 

①疑似搾乳体験 

牛の模型を設置し、搾乳の疑似体験ができます。 

【日時】会期中随時 

【場所】催会場内 

 

②北海道酪農クイズラリー 

北海道酪農に関するクイズラリーを実施します。正解者にはオリジナルグッズを 

プレゼントします。 

【日時】各日 11：00～18：00 

【場所】会場内各所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料の配付先：大阪商工記者クラブ、南大阪記者クラブ、百貨店流通記者会 

以 上 

本件に関するお問い合わせは、 

   どさんこしまんちゅプロジェクト事務局 

事務局長 寺町 （ＴＥＬ：０８０－３２３５－１３２９） 

   株式会社近鉄百貨店 広報・ＥＳＧ推進部（広報担当） 

担当 吉川 （ＴＥＬ：０６－６６５５－７０３０） 

までお願いいたします。 

写真はイメージ 

旅にＭｅｅｔ！文化にＭｅｅｔ！ 

ウポポイ 

写真はイメージ 
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2022/09/08 
近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

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

 

 

 

 

 

近鉄百貨店は、９月 16 日（金）より 2023 年のおせちのご注文承りを開始します。 

おせちは、旅行や帰省を控え自宅でお正月を迎える方、ハレの日に贅沢したいという方の需要から、

売上は年々伸びています。昨年は前年比約８％増と好調な結果となりました。2023 年のおせちは、「美味

なおせち」をコンセプトに近鉄百貨店限定おせちをはじめ様々なおせちをご用意し、お客様の食卓を彩り

ます。 

＜2023 近鉄のおせち承り概要＞ 

【承り期間】店頭：９月 16 日（金）～12 月 25 日（日） 

近鉄ネットショップ：９月９日（金）10:00～12 月 24 日（土）18：00 

【カタログ掲載点数】約 400 点（前年並）※近鉄ネットショップは異なる 

【受け取り方法】店頭お渡し、配送お届け ※商品により異なる 

【中心価格帯】16,500 円～22,000 円（前年並） 

【本年の特徴等】 

〇ここ数年トレンドである、「個食おせち・少人数おせち」の充実。 

〇近鉄特急あをによしおせちが初登場するほか、 

包括連携協定を結ぶ近畿大学とのコラボおせちなど「近鉄百貨店限定おせち」を今年もご用意 

〇昨年は前年比約 90％増と好調の「広域配送（冷凍、冷蔵）」おせちを本年も販売 

〇おせちは料理だけじゃない！「スイーツおせち」の提案 

＜主な販売商品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 近鉄百貨店のおせち 
９月 16 日（金）より店頭受付開始 

個食・少人数おせち 

※期間はあべのハルカス近鉄本店について。各店により異なる。 

個食おせち 

（左）＜下鴨茶寮＞ 

１人用×３セット（和風）21,600 円 

（右）近鉄オリジナル 

１人用×２セット（和・洋）19,440 円 

取り分けて食べることを避けられるよう一人一重にした個食おせちや、帰省や旅行を控え少人数でお

正月を過ごす核家族・ご夫婦などに向けた少人数おせちの需要は伸びており、本年も約 130 点取り揃

えます。新企画として「美味一段おせち」を新設しました。 

少人数おせち 

（左）新企画「美味一段おせち」 

＜二傳＞ 

２人用、一段重「吉祥」（和風）46,440 円 

（右） 

近鉄オリジナル 

２人用、三重折（和風）12,960 円 

初登場 

近鉄限定 

近鉄限定 
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2022/09/08 
近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

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

近畿大学と近鉄百貨店が締結した「包括連携協定」を基とする「近大味めぐりおせち」 

が近鉄限定で昨年に続き登場します。 

 世界初の完全養殖に成功した「近大マグロ」などの海産物、農学部の実習で収穫 

したサツマイモや、学生サークル「ＧＡＶＲｉ（ガブリ）」が今回のおせちのために育てた 

ごぼう・さといもなど、16 種類の近大プロデュースの素材を使用しています。 

おせちは、近畿大学文芸学部芸術学科の学生によるデザインの風呂敷に包んでお届けします。 

近大味めぐりおせち ３人用、二重折（和・洋） 29,700 円【限定数 250】 

※近大の研究成果ではない品目も含まれます。 

※「近大マグロ」「近大マダイ」「ブリヒラ」「近大おいし鴨」は学校法人近畿大学の登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人気の近鉄オリジナル特急列車おせち 

2022 年４月 29 日に運行を開始した、近鉄特急

「あをによし」をモチーフにしたおせちが初登場。

容器は、天平時代に高貴とされた紫色に塗装

し、金のラインや文様をあしらうことで高級感を

演出した「あをによし」の外装を再現しました。 

近鉄特急「あをによし」和洋おせち 

２人用、六重折（和・洋） 

28,620 円 

近大素材を使用したおせち 

新型名阪特急「ひのとり」をモチーフにしたおせ

ちです。容器は、深い艶感のあるメタリックレッド

が特徴の新型名阪特急「ひのとり」の外装を再

現しました。おめでたいおせち由来の伝統料理と

ローストビーフ、合鴨テリーヌなど洋風オードブル

料理が楽しめます。 

近鉄特急「ひのとり」和洋おせち 

２人用、六重折（和・洋） 

28,620 円 

近鉄限定 

初登場 

近鉄限定 

近鉄限定 

左：近大マグロ 

下：近畿大学農学部 

アグリビジネス 

実習の収穫風景 
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2022/09/08 
近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域配送おせち 

遠方の家族への贈り物として、また自宅で楽しむお取り寄せグルメとしても人気の広域配送おせちを

約 30 点取り揃えます。一部離島をのぞき、全国各地へ冷蔵または冷凍でお届けします。 

＜フランス・パリ 

ブノワ フレンチおせち＞ 

２人用、三重折（フレンチ） 

41,040 円 

＜ホテルニドム＞ 

３～４人用、二重折（和・フレンチ） 

45,360 円 

＜たん熊北店＞ 

２人用、オードブル（和風） 

18,900 円 

スイーツおせち 

新年を彩るスイーツを詰め合わせたおせち。ケーキやマカロ

ンなどピエール・エルメ・パリのスイーツを存分に楽しめます。

フラワーアーティストのアレンジメントを使用した華やかな容

器も特徴です。 

＜ピエール・エルメ・パリ＞ 

ドゥスール デュ ヌーベル アン 

約 13 品 36,300 円 

初登場 

和風が主流だったおせちは、洋風だけでなく、スイーツにもジャンルを広げています。今年は、初登場

のピエール・エルメ・パリといった有名ブランドなどのスイーツおせちを５点取り揃えました。 
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前年はコロナ禍の中「巣ごもり消費」が続き、松屋では予約おせちの売上が前年比

約 110%とさらに伸長しました。 
2023 年は、実家へ帰省したり、多人数で集まってゆっくり過ごすお正月になると見

込んでいます。そこで地方でもお楽しみいただけるよう全国配送可能な「冷凍おせち」を
強化するなど、ウィズコロナの中でも美味しいおせちを堪能したいという需要に応えます。 

 

１．冷凍おせち ・・・ 全国配送可能な「冷凍おせち」の強化 
2023 年の正月は、実家に帰省する動きもさらに進むと思われます。コロナ禍の中でおいしいおせちを体験された方
が、今年は帰省することになっても購入されたり、またその美味しさを知人に届けるギフト需要にも期待できます。 
そこで本年は、冷凍おせちを前年比 9 ブランド 12 アイテム増となる 18 ブランド 22 アイテムを展開します。 
 

 

松屋限定 松屋初登場  ＥＣ 

南青山 〈NARISAWA（ナリサワ）〉 

NARISAWA NEW YEAR’S BOX スペシャルセット 

税込 108,000 円 （約 2 人前） 20 セット限り 

世界のベストレストラン 50 に選ばれ続ける名店のシェフによる特製冷凍おせち。シェフ
自らの手で一品一品の美味しさを丁寧に閉じ込めた特別なお重。 
 

 

松屋初登場  ＥＣ 

〈Z’ｓMENU（ジーズメニュー）〉 

COUNTDOWN（カウントダウン）和洋二段重 

税込 35,000 円 （約 2～3 人前） 15 セット限り 

松屋オンラインストアや 8 月にオープンした冷凍食品売場でも人気の高級冷凍食品ブ
ランドが誇る、食材にこだわりぬいた和洋折衷おせち。 

 
 

２．多様化 ・・・ 和・洋・中の多彩なニーズに応える 
  大勢が集まるお正月を迎える中では好みは様々。和・洋・中などバリエーションのそろったおせちが人気です。 
 

松屋初登場  ＥＣ 

四谷 〈の弥七〉 

医食同源おせち 二段重 

税込 59,800 円 （2～3 人前） 30 セット限り 

スパイスや油で奥行きのある味わいを持たせる中国料理の奥深さと、季節感あふれる素
材を使った日本料理の繊細さを融合した体に優しい医食同源のおせちです。 

 
 

2023年は「帰省して、家族みんなでゆっくり過ごすお正月」 

2023年 松屋のおせち 

     ■オンラインストア   9月 30日（金） ～ 12月 25日（日） 
    ■店頭承り  松屋銀座  10月 1２日（水） ～ 12月 25日（日） 
           松屋浅草  10月 1日（土） ～  12月 25日（日） 

【2023 年松屋のおせち  特徴】 

 １．「冷凍おせち」    … 全国に送れるおせちを強化 

 ２．「多様化」     … 和・洋・中の多彩なニーズに応える 

 ３．「お値段据え置き」  … 原料高でも同価格キープおせちも 

 ４．「プラス一品需要」  … 大勢で過ごすお正月に「新春の味」を 
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ＥＣ 

山梨上野原 〈hayari（ハヤリ）〉 

自然派ソーセージおせち 二段重 

税込 24,840 円 （2～3 人前） 40 セット限り 

あらゆる食材を美味しく融合させました。化学調味料に頼らず、食材のうま味を鮮やか
に引き出した自然派ソーセージ尽くしのお重。 

 
 

ＥＣ 

 〈ザ・ペニンシュラ東京〉 

和洋中 三段重 

税込 58,000 円 （約 4 人前） 100 セット限り 

ザ・ペニンシュラ東京ならではの特別なおせち。和洋中のシェフが技を競い、盛り合わせま
した。 

 
 

３．「お値段据え置き」のおせち  
  食材やエネルギーなどの原料高が続く中、多くの商品において 10％前後の値上げが予定されています。そのような
情勢の中、お値段・内容据え置きのを一部用意しました。 
 

目黒 〈八雲茶寮〉 

特製 四段重 【写真の品】   税込 86,400 円 （約 4 人前） 10 セット限り 

白木 二段重       税込 54,000 円 （約 4 人前） 15 セット限り 

 
 

 
 

 松屋限定  ＥＣ 

〈松屋オリジナル〉 

和洋三段重 【写真の品】    税込 21,600 円 （約4 人前）   

和洋中オードブル 二段重 税込 24,840 円 （約4～5 人前） 

和洋二段重        税込 16,200 円 （約4 人前） 

 
 

４．新春の味 ・・・  
  おせちともに、もう一品。全国配送可能な名店のメニューを用意しました。 
 
 
 
 
 

①  ② ③ 
 
①日本橋 〈日山〉 ＥＣ 

松阪牛すき焼セット   税込 10,800 円 （約 3 人前） ※12 月 30 日（金）のみお届け 
 
②銀座〈鮨 かねさか〉  松屋初登場  ＥＣ 

特撰まぐろ三昧セット  税込 21,600 円 （約 8 人前） ※12 月 30 日（金）のみお届け 
 
③奈良 〈柿の葉すし本舗たなか〉  ＥＣ 

迎春すし 20 個入   税込 8,100 円 （約 4～5 人前） ※12 月 31 日（土）のみお届け 
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〈 2023 年 松屋のおせちデータ 〉 
 ■予約受付 【インターネット】 9 月 30 日（金）11 時～12 月 25 日(日) 17 時 
               https://store.matsuya.com 
       【店頭】 松屋銀座： 10 月 12 日（水） ～12 月 25 日（日） 地下 1 階特設会場 

      松屋浅草： 10 月 1 日（土） ～12 月 25 日（日） 1 階特設カウンター 
      【電話注文】     10 月 15 日（金） ～12 月 25 日（日） 
 

■おせち点数   カタログ 194 点(うち松屋限定 11 点 WEB：191 点) 
■新規店舗    12 店舗 
■中心価格    2～3 万円台 最低価格：10,800 円  （一段重各種） 

               最高価格：242,000 円 （なだ万「本店山茶花荘おせち 三段重」） 
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報道関係資料                                          2022 年 9 月７日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

 
 

小田急百貨店新宿店は、新宿駅西口地区開発計画の進捗による本館営業終了に伴い、新宿西口ハ

ルクにおける売場再編工事を実施してきましたが、いよいよ 10 月 4 日（火）にリニューアルオープンします。 
 

今回「Smart（スマート）」をテーマに掲げ、新宿駅利用者や来街者はもちろん、特に新宿周辺で働く

女性に向けて、「私のお気に入りがある店、行きたくなる場所」となることを目指します。地下２階～地上 2

階、7 階の計６フロアでのコンパクトな展開で、百貨店の提案力を活かしながら、デジタルコミュニケーションを

強化することで、「新たな発見や感動」「充実した心豊かな生活」「自分時間を充実させる利便性」を提供し、

お客さまのご要望にスマートに応えます。 

中心カテゴリーとなる「食品」「化粧品」「ラグジュアリーブランド」においては、「デパコス」と「スイーツ」をワンフ

ロア展開とした買い廻りしやすい地下 1 階の化粧品＆和洋菓子売場や、好調な高級時計を強化した１階

のインターナショナルブティックなど、個性豊かなフロアとなります。加えて、ハルクスポーツで好評のゴルフウェアや

ゴルフ用品も継続展開します。情報発信基地としての役割を担うべく、リアル店舗の提供価値として支持の

高いイベントスペースやポップアップスペースも開設。コンパクトでありながら選ぶ楽しさを保ち、見やすく買いや

すい新生新宿店を実現します。 
 

また、お得意様サロン、レディスクラブカウンターなど百貨店ならではのサービス施設も継続するほか、カジュ

アルギフトアイテムの品揃えを増やし EC と連携した新しいコンセプトのギフトサロンを開設します。 

さらに、新宿店での取り扱いを終了するアイテムについては、EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピン

グ」での取り扱いを強化するほか、町田店や小田急百貨店ふじさわで展開するアイテムを電話注文しオンラ

インで決済できる「リモート注文サービス」を拡充するとともに、外商顧客を各ブランドの直営店にアテンドして

お買い上げいただく取り組みなども進めてまいります。 
 

加えて、12 月には、小田急グループが運営する「小田急エース北西館」への食品売場の出店により、菓

子や弁当・パンなど当店の強みである「デパ地下」のさらなる強化を図ります。 

この秋スタートする新しい小田急百貨店新宿店にご期待ください。 

「食品」「化粧品」「ラグジュアリーブランド」を中心に、私のお気に入りがある店に！  

10 月 4 日、小田急百貨店新宿店が改装オープン 
～新宿西口ハルクの６フロアで、EC などを活用した“Smart（スマート）”な百貨店へ～ 

 

＜地下 1 階 化粧品売場イメージ＞ ＜地下 1 階 和洋菓子売場イメージ＞ 
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◆各フロアの概要について 

地下２階 ●食料品（生鮮・惣菜・弁当・パン・グロサリー・酒） 

これまでの生鮮食品を中心とした展開に加え、本館から惣菜・弁当・パン等のショップを移設し、あわせて

45 ショップを展開。「食」へのこだわりや感度の高い方へ、いつもと少しだけ違う日常を提供していきます。 
 

New Shop 『西洋銀座』＜新宿地区初出店＞、『キンタン イン ザ ハウス』＜新宿地区初出店＞、『叙々苑 キッチン』 
 

※12 月には、小田急グループが運営する「小田急エース北西館」への出店により食品売場を拡大。小田急

百貨店による「デパ地下」の展開を拡充してまいります。詳細については、あらためてお知らせします。 

 

地下１階 ●化粧品、ネイルサロン ●食料品（和洋菓子）●免税・サービスカウンター 

コスメとスイーツをワンフロアで展開する、毎日忙しく過ごす方々にとって利便性の高い「美」と「食」のフロア。

SDGs の観点から、化粧品売場では環境に配慮した素材を使用した店装のショップを展開するほか、和洋

菓子売場ではフードロス削減につながる商品の販売を行います。 
 

【化粧品売場】 

フレグランスやネイルサロンを含めたビューティーゾーンとして 46 ショップ（51 ブランド）を展開します。女性

だけでなく男性の美容もお手伝いすべく、フレグランスやヘアケアなどジェンダーレスブランドを拡充するほか、非

接触型肌診断などコロナ禍にあわせたサービスを提供します。また、卵の殻から生まれた壁紙や、リサイクル材

の化粧板など、一部のショップでは店装に、環境に配慮した素材を使用します。 
 

New Shop 『ジョー マローン ロンドン』、『アヴェダ』、『belif』、『フレグランス』（リニューアル） 

 

 

 

 

 

 

【和洋菓子売場】 

化粧品売場を訪れる自身のこだわりを持つ感度の高い女性の関心を引く展開を目指し、「普通の毎日を

ちょっと彩る“プチハレ”」をテーマに、大切な誰かへのちょっとしたギフトはもちろん、自身のご褒美として単品で

購入できる商品の提案も強化します。団子の一本売りスタイルが愛される和菓子店などを導入し、あわせて

25 ショップを集積。定期的に内容を入れ替えながらおすすめスイーツを紹介する「おかし日和」コーナーなども

設置します。 

◆リニューアルのポイント 
 「食品」「化粧品」「ラグジュアリーブランド」を中心に、店頭での展開内容を集約 

 情報発信基地となる「イベントスペース」や「ポップアップスペース」の開設 
 

◆テーマは『Smart（スマート）』 
 店頭で取り扱う商品カテゴリーを絞り込み、各売場はコンパクトでスマートに！ 

 お客さまとのデジタルなコミュニケーションもより一層スマートに！ 

 百貨店の提案力で、お買い物をより一層スマートに！ 

 

＜卵の殻から生まれた壁紙とタイルを使用した『メイクアップソリューション』イメージ＞ 
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「おかし日和」では、ここでしか手に入らない「限定商品」の販売に留まらず、「ブランドの垣根を超えた商品

アソート」の展開なども目指します。オープン特別企画として、人気ブランドのクッキー缶を EC で事前に注文・

決済いただき、店頭で商品をお渡しする連携企画などを行うほか、こわれおかきやロールケーキの切れ端、カ

ヌレのクリーム注入の際くり抜く部分を活用したティラミスなど、フードロス削減につながる商品が登場します。 
 

New Shop 『銀座甘楽（かんら）』＜百貨店は当店のみ＞、『深川伊勢屋』＜百貨店は当店のみ＞、『Made ㏌ ピエール・エルメ』 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
・フードロス削減につながる商品（販売期間：10 月 4 日(火)～18 日(火) ※状況により延長） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

１階 
●インターナショナルブティック ●アクセサリー・雑貨 

＜外周路面店舗 ●ゴルフ用品 ●ベーカリー＞ 

世界から価値ある「本物」をご紹介する「インターナショナルブティック」を中心に、アクセサリー売場を併設す

るほか、外周の路面店区画の一部にも当社による展開を広げ、ゴルフ用品店とベーカリーを出店します。 
 

【インターナショナルブティック】 

コロナ禍においても好調だった時計ブランドを、従来の時計売場での展開からグランドフロアに移設しショッ

プ化することで、ブランドとしてのステータスを確立しました。また、『銀座・和光』の新業態を導入し、バッグやハ

ンカチを展開。銀座の代名詞ともいえる時計塔の外壁をイメージした什器を３D プリンターで再現したショップ

内観にも注目です。 

また、時計だけでなくショップ内のインテリアや調度品も販売する『フランク ミュラー』、数百万円の万年筆な

ど高級筆記具はもちろん、レザーグッズを展開する『モンブラン』、ブランド初となるレザーグッズオンリーショップ

『ジョルジオ アルマーニ』といった個性豊かな新ブランドを含め、あわせて 14 ショップを集積します。 
 

New Shop 『和光サイト』＜百貨店初出店＞、『フランク ミュラー』、『ジョルジオ アルマーニ』、『モンブラン』 

 

 

 

 

 

 

＜『フランク ミュラー』イメージ＞ ＜『和光サイト』イメージ＞ 

『銀座甘楽』 『深川伊勢屋』 『Made ㏌ ピエール・エルメ』 

『ラ・スール』カヌレの穴ティラミス 『パティスリー モンシェール』 

堂島ロール端っこ 

『赤坂柿山』こわれおかき 
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【外周路面店舗】 

「パリで最もおいしいクロワッサン」といわれるベーカリー『ゴントラン シェリエ』。

新宿西口エリアで働く方々をターゲットに、クロワッサンを中心に販売するほか、

コーヒーも提供します。 

また、新しいコンセプトの『有賀園ゴルフ eStand＋』を開設します。オンライ

ンショップとのオムニチャネルにより在庫を共有し、ネットで選んでその場で購入で

きるサービスを導入します。 
 
New Shop 『ゴントラン シェリエ』＜日本国内 2 号店＞ 
 

Ｍ２階 ●ゴルフウェア ●カフェ 

これまでのハルクの強みであったスポーツアイテムの中から、ゴルフウェア９ブランドを展開。AR サイネージで

バーチャル試着が体験できるショップなども登場します。1 階の外周路面店舗で展開するゴルフ用品との買い

廻りに便利です。 
 

２階 ●ハンドバッグ ●婦人靴 ●婦人服飾雑貨 ●POP-UP スペース 

「自分の目と手で選ぶ楽しさ」「フィッティングによる安心感」を提供するフロアとして、ハンドバッグ、婦人靴、

婦人服飾雑貨を展開。13 ブランドが揃うハンドバッグ売場では、レザーマイスターが常駐してレザーケアのサ

ービスを行うブティックなどが登場します。婦人靴売場の一部のコーナーでは、３D 計測器による足型測定で

お客さまの足に合う靴を提案。店頭にないデザインも購入することができます。また、エスカレーター正面には

ポップアップスペースを設置します。 
 
New Shop 『アンテプリマ／ワイヤーバッグ』 
 
【POP-UP スペース】 

情報発信基地、また、新たな発見を提供する場としての役割を担い、定期的に内容を入れ替えながら展

開します。2 階の取り扱いアイテムに留まらず、ブランドプロモーションやシーズンモチベーションにあわせた提案、

テーマ性を持たせたイベントなどを行うほか、物販以外のプロモーションにも取り組んでいく予定です。 
 

７階 

●イベントスペース ●宝飾・メガネ ●ギフトサロン・商品券 ●学生服・ランドセル 他 

●インテリアコンサルティングカウンター ●ゴルフスクール受付 

●お得意様サロン ●OP カードカウンター ●小田急レディスクラブカウンター 

「百貨店」に信頼を寄せる顧客に向けたフロアとして、外商顧客やカード顧客に向けたサービス機能のほか、

各種催事を行うイベントスペース、進物のご相談を承るギフトサロン、宝飾やメガネの売場等を展開します。 
 
【ギフトサロン】 

 EC と連携した新しいギフトサロンに生まれ変わります。冠婚葬祭などフォーマルギフトだけでなく、誕生日や

母の日・父の日などカジュアルギフトアイテムの品揃えを拡充し、「ｅギフト」商材も提案。便利で自由な購買

プロセスの実現を目指して OMO 化を進め、商品ごとに QR コードを設置して EC への誘導を図り、商品の

詳細やストーリーを EC 上で紹介するなどの取り組みを行います。 

また、百貨店らしさを活かし、ギフトサロンで展開する商品を対象に、包装紙やメッセージカードを自由に選

んで「カスタマイズラッピング」を行うサービス（有料）も実施し、EC でも承る体制を整えます。 
 
【イベントスペース】 

 館全体の集客機能としての役割はもちろん、「発見」「出会い」「体験」といったリアルコミュニケーションの場と

して活用します。「食品」「美容」「健康」を強化カテゴリーとし、近年トレンドの”特化型“のグルメ催事や、女

性の美と健康をテーマにした企画などを実施。また、中元・歳暮ギフト受注最盛期はギフトセンターとなるほか、

バレンタイン時期はショコライベントを開催します。 

『ゴントラン シェリエ』 
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◆新生新宿店の店舗概要 

名 称：小田急百貨店新宿店 

所 在 地：新宿区西新宿 1 丁目５－１ 

店 長：取締役 林 幸一 

営業フロア：新宿西口ハルク 地下２階～地上 2 階、7 階 

 

※フロアガイドについては、以下の URL をご参照ください。 

https://www.odakyu-dept.co.jp/shinjuku/renewal-open/index.html 

 

＜リニューアルオープンに関する販促施策について＞ 

9 月 7 日（水）～10 月 2 日（日）の期間、カード会員・SNS フォロワーや食料品売場・化粧品売場

でお買い上げいただいた方などを対象に、10 月 4 日（火）以降、あたらしい新宿店でご利用いただける

「INVITATION クーポン」を差し上げます。 
 

また、10月4日（火）から、リニューアルオープン企画として、各ショップにて「特別企画品」の提供や、「お

買い上げプレゼント」などを行います。詳細は、9 月 28 日（水）から小田急百貨店ホームページで紹介す

るほか、公式 SNS にてご案内します。 
   

 

 

【ご参考】 

・小田急リモートサービス（「リモート注文サービス」「リモート接客サービス」）について 

新宿店、町田店、小田急百貨店ふじさわの対象ショップで取り扱いのある商品を電話で注文し、オンラインで決済でき

る「リモート注文サービス」と、ビデオ通話を通じて自宅などからも店頭同様に販売員の接客を受けられる「リモート接客サ

ービス」を展開します。 

https://www.odakyu-dept.co.jp/remote-service/index.html?iref=HP_topics_s 

 

・ブランド直営店お買い物アテンドサービスについて 

外商顧客を対象にしたサービスで、当社外に直営店などを構える対象ブランドの商品について、外商担当者のアテンド

のもと直営店で購入いただくと、当社の通常のサービスが受けられます。 

 

 

以上 

 

 

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/shinjuku/renewal-open/index.html
https://www.odakyu-dept.co.jp/remote-service/index.html?iref=HP_topics_s


報道関係資料 

2022 年 9 月 12 日 

株式会社小田急百貨店 

▲アルミパネルのデザインが特徴的な新宿店本館の外観 ▲2017 年のクリスマスイルミネーションの様子 

  

 

 

 

 

 

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、10 月 4

日（火）に新宿西口ハルクにてリニューアルオープンいたします。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。 

  

今回は第 3 弾として、9 月 7 日（水）から 10 月 2 日（日）本館営業終了日までの期間、本館

の外壁を活用したイルミネーションを実施します。これまでのご愛顧への感謝の気持ちとハルク

でのあたらしい新宿店に期待していただきたいという気持ちを込めて「小田急百貨店 LOVE 

YOU」のメッセージを発信します。 

 

 

       

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ▲新宿店本館の営業終了日までメッセージを発信 

 
■一面に窓が配置された本館ならではの特徴的な外壁を活用し、メッセージを発信 

1967 年に完成した新宿店本館は、２つのビルの外観を同一のアルミパネルで統一し、一つの

建物のように見えるデザインが特徴的です。モダニズム建築で知られる坂倉準三氏によってデザ

インされました。一面に窓が配置されたこの特徴的な外壁を活用し、これまでも季節に合わせ、

新宿駅西口を彩るイルミネーションを実施してまいりました。 

今回は、本館のイルミネーション企画としては初めてとなる、窓のライトを活用したメッセー

ジを公開します。高さ約 30m、幅約 115m に広がる一面を利用し、当社のストアカラーである

ブルーとピンクを基調とし、「小田急百貨店（社紋）＋LOVE（ハート）＋YOU（Ｕ）」を表示し

ます。 

新宿店をご利用の方はもちろん、新宿駅西口を利用する方々にも、イルミネーションを楽しん

でいただくことで、あたらしい新宿店に親しみを持ってお越しいただきたいという想いをお届け

します。 

 

 

 

 

 

 

 

新宿店本館営業終了日の１０月２日まで実施！  

本館のイルミネーションで、お客さまへのメッセージを発信 

～「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3弾 ～ 



 

◇ニコニコマークと呼ばれる社紋 
通称ニコニコマークとも呼ばれる当社の社紋は、マルに小田急の「小」の字を

目鼻に見立てて、誰にでも愛され親しまれる顔、つまり小田急百貨店の表情を表

しています。マルの下半分が大きく開いているのは、「たくさんのお客さまのお

越しをお待ちしています」という当社の気持ちを示すものです。 

                                      ▲社紋 

 

■新宿店は新宿西口ハルクにて 10月 4日（火）にリニューアルオープン 
 本館の営業終了後、新宿店は 10 月 4 日（火）に新宿西口ハルクにてリニューアルオープンい

たします。「Smart（スマート）」をテーマに掲げ、地下２階～地上 2 階、7 階の計６フロアに「食

品」「化粧品」「ラグジュアリーブランド」を中心に展開いたします。 

詳細は以下リリースをご参照ください。 

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000335.000035774.html  

 

 

＜展開概要＞ 

タイトル：＼新宿店[本館⇒ハルク]お引っ越し前の／新宿店本館イルミネーション 

期 間：9 月 7 日（水）～10 月 2 日（日）※9 月 27 日（火）を除く 

時 間：各日 18 時 00 分～22 時 30 分 

内 容：本館の外壁にメッセージを公開 

「小田急百貨店（社紋）＋LOVE（ハート）＋YOU（U）」 

場 所：新宿店本館外壁 

 

 

 

 

◎本館 2 階モザイク通り口では、「カウントダウンＥＶＥＮＴ ＷＥＥＫＳ」の第 2 弾の企画と

して、新宿店のエレベーターガールの顔出しパネルを設置しています。詳細は以下リリースをご

参照ください。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000035774.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/000000335.000035774.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000332.000035774.html


【オンライン予約スタート︕2023三越伊勢丹のおせち】⼀年の始まりは⼤切な⼈たちと
特別なひと時を。

【オンラインストア会期】三越︓2022年9⽉28⽇(⽔)〜12⽉17⽇(⼟) 伊勢丹︓2022年10⽉5⽇(⽔)
〜12⽉17⽇(⼟) 

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

2023三越伊勢丹のおせちオンラインストア︓

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/isetanmitsukoshi_osechi_f

三越伊勢丹オンラインストアではおせちの予約受付がスタートします。2023年の年始は久々の再会や集まりなど

も予想され、⼤⼈数向けのおせちや、「年末年始のごちそう」と題してお⾁やお鍋、お蕎⻨や麺類など、おせちに

プラスして⾷卓を彩るグルメもご⽤意しております。

年始の集まりにおすすめのおせち＆グルメ

【三越伊勢丹限定】〈三越伊勢丹オリジナル〉「寿ぎ」和洋三段 57,240円※限定100セット 4〜5⼈前 

上質な素材を丹念に華やかに。 美味を追求した贅沢づくしの三越伊勢丹オリジナルの三段重。

2022年9⽉21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

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
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新登場〈⽇⼭〉国産⿊⽑和⽜肩ロースすき焼 12,960円（600g）※画像はイメージです。 

⾁質にこだわる和⽜専⾨店より、きめ細やかな⾷感と柔らかく上品な⽢みがあるすき焼き⽤のお⾁をご⽤意。

新登場【三越伊勢丹限定】〈麺処 井の庄〉つけめん3種セット 5,508円  4⼈前

「2021年お取り寄せラーメン・オブ・ザ・イヤー つけ麺⼤賞」を受賞した3種（つけ麺、⾟々⿂つけ麺、ホタテ

の塩つけ麺×2）のつけめんをセットに。 

 

三越限定のおせち

0
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【Creating traditional food 〜⾷の伝統を守り、創造し続ける〜】をテーマに先⼈が⼤切に伝え続けてく

れたその想いを受け継ぎながら創造し続けるおせちをご提案。 久しぶりの再会に華やぎを添える、⼤切な

⼈と祝える幸せを味わう。そんな特別な時間が過ごせますようにという想いを込めて。

【三越限定】〈⽇本料理 よし⾢〉「⾢楽（ゆうらく）」四段重 64,800円※限定70セット 4⼈前 

⽇本料理の基本となる五味五⾊五法にこだわり、四季折々の素材の旨みを存分に引き出す調理法に定評がある〈⽇

本料理 よし⾢〉。特に⼒を注いだのが得意とする鰻料理。鰻巻⽟⼦は、愛知県産の鰻を炭⽕で⽪⽬部分はパリッ

と⾝はふっくらと焼きあげ、⽟⼦でとじました。⽟⼦焼きは、⽢みの濃い味つけと、おろしだれでさっぱりいただ

く2種類の味を楽しめます。⼋幡巻きは⽜蒡を軸に活〆鰻を巻き付け、⻑年継ぎ⾜している鰻タレを3回かけて焼き

あげ絶妙な味付けに。
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【三越限定】〈ポンドール・イノ〉フレンチおせち⼆段（ローストビーフ付） 69,120円※限定50セット 4⼈前 

フレンチレストラン〈シェ・イノ〉の姉妹店の〈ポンドール・ イノ〉。シャンパーニュやワインとお楽しみいた

だける、オマール海⽼のサラダ仕⽴てやローストビーフ、和⽜ほほ⾁の⾚ワイン煮込みなどのおせち。

 

伊勢丹限定のおせち

【At the frontline of food〜傾けた情熱が⾷の最先端を創る〜】をテーマに料理⼈やシェフたちが情熱を

傾け、その想いが⾒事に昇華したおせちを提案。伝統に敬意を払いながらも、新たな調理法を試み、⼰の⽬

利きを信じて、⾷材の可能性を追い求め、その真摯な想いが⾷の最先端を創ります。
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重箱︓⼈⼯⼤理⽯製

 

【伊勢丹限定】〈六雁〉源⽒⾹四段重 316,250円※限定10セット 4⼈前

銀座並⽊通りの⽇本料理店〈六雁〉。おせちを彩る新作の器にもこだわりを持ち、源⽒物語五⼗四帖のうち「桐

壺」と「夢の浮橋」を除いた52の図柄で構成される「源⽒⾹ の図」をモチーフにした〈六雁〉のデザインを具現

化したのは、〈⽇の出 ⼯芸〉（代表取締役 三輪 昌博⽒）。詳細なCAD データを作成し、⼤理⽯のような重厚感

のある素材を0.1mm単位の精緻な加⼯で削り出し、秋⼭⽒の想い描くイメージを⾒事に表現しています。この美

しい意匠に盛り込まれたのは、源⽒物語五⼗四帖にちなんで⽤意された、54種類にもおよぶ圧巻の美味。⿊⾖や⼤
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⾖などの福⾖とドライフルーツを⽥作りのように仕上げたスペ シャリテの“福⾖のかりんとう”をはじめ、まるで

源⽒物語絵巻さながらの世界で、私たちを⽬でも⾆でも喜ばせてくれます。

【伊勢丹限定】〈⽇本料理 ラ・ボンバンス〉 和⾵おせち三段重 86,400円※限定50セット 4⼈前 

ジャンルを超え、新しい発想で⽇本料理を⼿ がける岡元信⽒がオーナーシェフを務める〈⽇本料理 ラ・ボンバン

ス〉。“秘伝 のタレ”に漬け込み、じっくりと10時間⽕を⼊れたローストビーフをはじめ、今回のスペシャリテと

もいえる⾃家製のカラスミは、塩漬け・焼酎漬け・京麹味噌漬けの三段仕込みで⼿間を惜しまず丁寧に仕上げた⼀

品です。

 

三越伊勢丹限定のおせち

 

【三越伊勢丹限定】〈有名シェフのコラボレーションおせち〉 「響（HIBIKI）」和洋中三段 44,820円 3〜4

⼈前

和⾷、洋⾷、中華の料理界の三⼈の有名シェフが ⼀段ずつ監修。⼀段⼀段に料理⼈としての感性が光る、 お正⽉

にふさわしい⼀品。和⾷は〈⽇本料理 鈴なり〉 店主 村⽥ 明彦⽒、洋⾷は〈ソンブルイユ〉総料理⻑ 若⽉ 稔章

⽒、中華は〈飄⾹〉店主 井桁 良樹⽒が⼿掛けた贅を極めたコラボレーションおせちです。
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メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

【三越伊勢丹限定】〈ガリバルディ〉 イタリアンおせち⼆段重 34,560円 2⼈前

1958年イタリア・パルマに創業した〈ガリバルディ〉。美⾷の街パルマで愛され続ける本店の味わいを再現し、

⽇本の⾷材や⾷⽂化に合わせて、おせちに仕⽴てました。ふんだんに盛り込まれたイタリアの味覚をお楽しみくだ

さい。

■2023三越伊勢丹のおせち 

オンラインストア https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/isetanmitsukoshi_osechi_f 

・オンラインストア会期

【三越】９⽉28⽇(⽔)〜12⽉17⽇(⼟) 

【伊勢丹】10⽉5⽇(⽔)〜12⽉17⽇(⼟)  

・カタログ掲載商品の店頭での受付期間

【三越】9⽉28⽇(⽔)〜12⽉24⽇(⼟) 

【伊勢丹】10⽉5⽇(⽔)〜12⽉23⽇(⾦) 

・おせち予約受付店舗

【三越】⽇本橋三越本店、銀座三越

【伊勢丹】伊勢丹新宿店、伊勢丹⽴川店、伊勢丹浦和店

 

◎ 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。
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https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=2321


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 9 月 21 日(水)～10 月 4 日(火) 

伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階 プロモーション 

伊勢丹新宿店 メンズ館地下 1 階 紳士靴 

 

昨年、緊急事態宣言下という状況の中で、規模を大幅に縮小して開催された「ISETAN 靴博」。

そんな中でも初日は 150 名を超える入場待ちの行列ができるなど大盛況のうちに幕を閉じまし

た。今年もまだまだ「ISETAN 靴博」は前進します。Instagram などで数多く集まったお客さま

からの期待、要望。2022 年は「Meets Your Needs!!」と題し、昨年よりも会場・ブランドを拡

大して開催します。 

2022 年 9 月 21 日(水)、9 月 23 日(金・祝)の入場方法はこちら 

 

 

最新情報 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 伊勢丹新宿店/MEN’S SHOES でも情報発信中！ 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057205194.html#1
https://instagram.com/isetanmens_shoes
https://instagram.com/isetanmens_shoes
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特集記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪華ラインナップを揃えた、総勢 40 ブランド以上の靴博別注モデル。 

毎回人気の別注企画。今回は数多く集まったお客さまの声をヒントに商品製作を行いました。 

わくわくドキドキするような靴たちが大集合。＜JOHN LOBB/ジョンロブ＞、＜EDWARD 

GREEN/エドワード グリーン＞、＜CROCKETT&JONES/クロケット&ジョーンズ＞、＜

Stefano Bemer/ステファノ ベーメル＞、＜Le Yucca's/レ ユッカス＞、＜F.lli GIACOMETTI/

フラテッリジャコメッティ＞など、総勢 25 ブランド 60 型を超える伊勢丹新宿店先行販売商品

や限定品がお目見えします。 

 詳しく見る  

  

ブランド一覧 

 ALDEN オールデン 

 ASICS アシックス 

 BARKER バーカー 

 Berwick バーウィック 

 CARMINA カルミーナ 

 Church's チャーチ 

 COLUMBUS コロンブス 

 Crockett＆Jones クロケットアンドジョーンズ 

 DAMI ダーミ 

 EDWARD GREEN エドワードグリーン 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057205293.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044146.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044932.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044212&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044896.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044886.html
https://selection.norennoren.jp/products/list.php?mode=search&brand_id=449&category_id=3&_ga=2.189388131.959032388.1631513660-682047374.1585889811
https://www.mistore.jp/shopping/brand/shops_b/004567.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004827.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044516&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044007.html
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 Enzo Bonafe エンツォボナフェ 

 F.lli Giacometti フラテッリジャコメッティ 

 HARROGATE ハロゲイト 

 Jalan Sriwijaya ジャランスリウァヤ 

 JOHN LOBB ジョンロブ  

 JOSEPH CHEANEY ジョゼフチーニー 

 Kruger & Brent クルーガーアンドブレント 

 Le Yucca’ｓレユッカス 

 madras マドラス 

 MAGNANNI マグナーニ 

 NERD MIND ナードマインド 

 OLDMAN オールドマン 

 Paraboot パラブーツ 

 PETROSOLAUM ペテロオラウム 

 REGAL リーガル 

 RESH.リッシュ 

 Rolling dub trio ローリングダブトリオ 

 SAFARI サファリ 

 SANDERS サンダース 

 Santoni サントーニ 

 SPINGLE MOVE スピングルムーブ 

 Stefano Bemer ステファノベーメル 

 TLB mallorcaTLB マヨルカ 

 TO&CO トゥーアンドコー 

 Tricker's トリッカーズ 

 UNION IMPERIAL ユニオンインペリアル 

 Vajra バジェラ 

 三陽山長サンヨウヤマチョウ 

  

店頭のみ取扱いブランド 

＜Arch Kerry/アーチケリー＞＜BROTHER BRIDGE/ブラザーブリッジ＞＜CORTHAY/コルテ＞

＜DOUBLEFOOTWEAR/ダブルフットウェア＞＜Otsuka M-5/オーツカエムファイブ＞＜

RAYMER/レイマー＞＜REGAL VINTAGE/リーガルヴィンテージ＞＜RENDO/レンド＞＜Rutt 

shoes/ラッドシューズ＞＜s/ズ＞＜SAFARI/サファリ＞＜Santari/サンタリ＞＜When /ウェン＞ 

 

 

 

 

 

 

https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044819&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=004519&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=045305&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004713.html
https://norennoren.jp/contents/brands/johnlobb/
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044911&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044229.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004873.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004595.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004089.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=045224&showtop=true
https://s.remote.mistore.jp/c/excl/mbC9vb?tag=t1029
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044546&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044815.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004577.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044090&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=044987&showtop=true
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/004867.html
https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/044270.html
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※価格はすべて税込です。 

※画像は一部イメージです。 

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更さ

せていただく場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f3/shoes_m_s
https://www.mistore.jp/shopping/snaplist?coordinate_genre=1


ISETAN ARTS & CRAFTS

□2022年9⽉27⽇(⽕)〜10⽉2⽇(⽇)  
最終⽇午後6時終了 

□伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

 

この秋、伊勢丹新宿店では「ISETAN ARTS&CRAFTS」を初開催。 ⾻董や古美術から現代作家の作
品、暮らしの道具にいたるまで、 ⾐⾷住にわたり世界中から集められた1,000を超える品々を展⽰・販
売いたします。

⼈の⼿によって⽣み出されたもの、時代を超えて受け継がれてきたもの…。 それらを通して、わたし
たちの⽣活と美について考えるきっかけになれば幸いです。

さまざまな時代、さまざまな地域の作り⼿たちに敬意を込めて。

 
※本催しは、三越伊勢丹が考える“サステナブル”thinkgoodキャンペーンの 

⼀環として⾏っています。詳しくはこちらをご覧ください。

■エムアイカード会員さま限定プレゼント■

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/thinkgood_10


会場にてエムアイカードで22,000円以上お買いあげの先着 
100名さまに、＜ダヴィネス＞ヘアマスクを差しあげます。

エムアイカードのご⼊会はこちらから

⾏⽅ひさこ/PRIME GARDEN「時」

ブランディングディレクター ⾏⽅ひさこさんが⽇本各地を旅して出逢った、⽇本の美意識が詰
まった名品。そして、海外の⼥性アーティストを中⼼にPRIME GARDENがセレクトした、シ
ンプルながら⼒強く美しい作品をご紹介します。

https://www1.micard.co.jp/apply/micardapply/kiyaku?cpn_cd=1038&init_select=1


詳細はこちらから 

 
 
 
 

⼯芸⻘花「⼯芸とロマネスク」

⾻董、⼯芸、建築などを扱う『⼯芸⻘花』を定期刊⾏し、⾻董祭などのイベントも⼿がける菅
野康晴さんがキュレーション。「ロマネスク 」をテーマに、地域も時代もことなる⼯芸など
に⾒出すことができる“ロマネスク的造形感覚”を紐解きます。美術史家の⾦沢百枝さん、画家
のnakabanさん、ゲストとして⾻董商の⽑涯達哉さん(神ひとケモノ)が参加。 
＊ロマネスク…⻄欧中世(11-12世紀頃)の美術、建築様式

⾏⽅ひさこ

Profile
アパレル会社経営、デザイナーなどの経験を活かし、⾷や⼯芸、地域創⽣などローカルに通じる幅広い分野で活動中。昨
年からスタートしたイベント「時」では、注⽬の現代作家から、時を超えて受け継がれる品まで幅広くキュレーション
し、さまざまな年代から⽀持されている。

Message
物づくりそのもののプロセスに美学と哲学がある作家さんたちへ敬意を込めて。奥深さや新しい可能
性を発⾒し、何気ない⽇々を広げていける作品を集めました。これまでの「時」よりさらに多⽅⾯の
⽅にご協⼒いただき、より⾃らを深化できるようなライフスタイルを表現したいと思っています。

＊

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/primegarden/shopnews_list/shopnews023.html


詳細はこちらから 

 
 
 
 

Roundabout＆OUTBOUND「⽣活の装備」

良質な⽇⽤品や⾐服を揃えるRoundabout、余⽩の品を設えるOUTBOUNDを運営する⼩林和⼈
さんによる編集。機械⽣産の反復⽣産品から個⼈作家による⼿仕事の⼀点物まで、⽣活に重⼼
を添える装いの品、備えの品を広く揃えます。

菅野康晴

Profile
『⼯芸⻘花』編集⻑。1968年栃⽊県⽣まれ。1993年新潮社⼊社。『芸術新潮』及び「とんぼの本」シリーズの編集部に
在籍後、2014年「⻘花の会」を始める。担当した本に、川瀬敏郎『⼀⽇⼀花』、坂⽥和實『ひとりよがりのものさ
し』、中村好⽂『意中の建築』、三⾕⿓⼆他『「⽣活⼯芸」の時代』など。

Message
物よりも⼈のほうがはかない(命がみじかい)ので、物と出会うことは、その物と昔出会った、もしく
は未来に出会うだれかと出会うことでもあることを、ともに思えたら幸いです。

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/primegarden/shopnews_list/shopnews024.html


詳細はこちらから 

 
 
 
 

新宿０丁⽬商店街「UTSUWA to ISU」

突如現れた架空の街の商店街「新宿0丁⽬商店街」。こだわり店主や作家たちとともにココに
しかない商店街をつくりだします。

⼩林和⼈

Profile
1999年、吉祥寺の古いキャバレー跡のビルで国内外の⽣活⽤品を扱うRoundaboutを友⼈数名とスタート(現在は代々⽊
上原に移転)。2008年、物がもたらす作⽤に着⽬した品揃えを展開するOUTBOUNDを開始。

Message
⽇常の諸問題の解としてのRoundaboutの品揃え、そして情緒的な領域への問いとしてのOUTBOUN
Dのもの選び、⼆つの視点の対⽐と重なりを感じていただけましたら幸いです。

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/primegarden/shopnews_list/shopnews025.html


詳細はこちらから 

 
 
 
 

出店⼀覧（順不同）
※予告なく出品内容が変更となる場合がございます。

⾏⽅ひさこ/PRIME GARDEN「時」

鈴⽊環(陶器)・岩崎⿓⼆(陶器)・⼭⽥隆太郎(陶器)・KeiCondo(陶器)・⽂祥窯(陶器)・船串
篤司(陶器)・⼩林耶摩⼈(陶器)・久保⽥由貴(陶器)・健太郎窯(陶器)・⼋⽥亨(陶器)・⼩島
陽介(陶器)・ ⼾島ヒロミ（陶器）・MORI(陶器)・⼤澤哲哉(陶器)・岡本修⼀(陶器)・in blu
e 暁(陶器)・杉⽥明彦(漆⼯)・やのさちこ(漆⼯)・吉川和⼈(⽊⼯)・落合芝地(⽊⼯)・安藤萌

新宿0丁⽬商店街

Profile
伊勢丹新宿店 本館4階で、10年前からこっそり開いていた商店街。最近は場所をみつけて、テーマごとの商店街を時々開
催しています。

Message
新宿0丁⽬商店街が初の本館6階 催物場に暖簾を構えるコトになりました！今回はUTSUWA（器）とI
SU（椅⼦）のテーマのもと、時間の経過や歴史の中で丁寧に残されてきた物や、 物づくりへのこだ
わりあふれる店主の皆さまとともに商店街を開きます。

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/primegarden/shopnews_list/shopnews026.html


(⽊⼯)・福井守(⽊⼯)・IFUJI(⽊⼯・家具)・shimoo design(⽊⼯・家具)・⼩林裕之 希（ガ
ラス）・波多野裕⼦（ガラス）・⽵俣勇壱(⾦⼯)・鈴⽊盛久⼯房(鉄器)・桜製作所 ジョー
ジナカシマ(家具)・丹ゆうギャラリー(⾻董・⽇本画)・⾚穂緞通(絨毯)・life stylist (陶器・
⾰・⾹り)・⼋窪章吾(オブジェ)・万(⽇本茶) TAKAHASHI McGIL（⽊⼯）・VAKKA PUO
TI（⽊⼯）・EPHELIS（陶器）・ENRIQUETA CEPEDA（陶器）・LAURA PASQUINO（陶
器）・KARINA SMAGULOVA（陶器）・CATHERINE DIX CERAMICS（陶器）・DUXIANA
（ベッド、チェア）・ECHAPPER（ホームリネン）・LAFABLIGHT（ランプ）・汕頭⼿刺
繍ハンカチーフ（ハンカチーフ） など

⼯芸⻘花「⼯芸とロマネスク」

⻘花の会（出版他）・⾦沢百枝（美術史家）・神 ひと ケモノ（⾻董商）・nakaban（画
家）

Roundabout＆OUTBOUND「⽣活の装備」

Roundabout（⽇⽤品・⾐服）・OUTBOUND（道具・⾮道具）

新宿０丁⽬商店街「UTSUWA to ISU」

ANTISTIC（vintage）・ANONYME（vintage）・BROWN ANTIQUES(vintage)・COVIN
（vintage）・JOGLAR（vintage）・Petit Musée（vintage）・Wormhole Furniture（vint
age）・粋気者 sukisha(vintage)・ASEEDONCLÖUD/Handwerker(ウェア＆雑貨)・teto c
eramics ISHII KEIICHI(陶器)・WATANABE HIROYUKI（⽊⼯）・YAMAGUCHI ICHIRO（a
rt）・たべるとくらしの研究所（food）・251nicoichi (food) など

 
 
 
 



プライムガーデン

「あたらしいラグジュアリー」をテーマに、⼤⼈の⼥性に向けシンプルでハイ・クオリティなフ
ァッションアイテム、クラフトマンシップあふれるライフスタイルグッズを展開する、伊勢丹新
宿店本館4階のセレクトショップ。 
 
詳しく⾒る 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f3/prime_w


新宿０丁⽬商店街

2021年からスタートした「新宿0丁⽬商店街」(こだわりの店主や作家が集うイベント) が催物場
にオープン。時間の経過や歴史の中で丁寧に残されてきた品々をご紹介します。 
 
詳しく⾒る 

https://www.mistore.jp/shopping/feature/women_f3/0chome_w


think good 
めぐる、まわる、つなぐ。 
ひとつひとつの選択に思いをめぐらす。

詳しく⾒る 

 この記事のお気に⼊り登録数： 0

＃この記事のタグ

プライムガーデン# ⼤⼈スタイル# アートのある暮らし# ⽇本の⼿仕事#

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f3/st_thinkgood_sp
https://www.mistore.jp/shopping/feature?tag=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3
https://www.mistore.jp/shopping/feature?tag=%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB
https://www.mistore.jp/shopping/feature?tag=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97
https://www.mistore.jp/shopping/feature?tag=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%89%8B%E4%BB%95%E4%BA%8B
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株式会社 東武百貨店 

 

2022 年 8 月 30 日 

 
 
 

 

 

 
 
東武百貨店 池袋本店は、9 月 15 日（木）から、「令和五年 東武のおせち」の承りを開始します。昨年は、久しぶり

に実家でのお正月を過ごすなど集まりの傾向があり、例年よりも少し大きめで、高額な商品が好調でした。今年は、旅行や

帰省など外出をされる人もいらっしゃる一方で、引き続きイエナカ需要も多いと予想しています。コロナ禍でお正月はおうちで

ゆっくり過ごすことが見直された今、おうち時間を楽しんでいただくために、旅行気分を味わえるおせちなど、東武オリジナル商

品を昨年より３割増やして展開します。また、家族やご来客の人数に合わせて対応できる「個食」と「オードブル」を組み合

わせたおせちにも引き続き注目しています。 

 
 

コロナ禍でなかなか旅行に行けない中、今年春に初めて開催した催事「４７都道府県にっぽんのグルメショー」は、お客

様の声から生まれました。全国の人気グルメを一堂に味わえると、多くのお客様にご来場いただき好評でした。 

そこで、今回、お正月もおうちにいながら旅行気分を味わえる４７都道府県の味を詰めたおせちを作りました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

おうちで旅行気分！４７都道府県の味が楽しめるおせちが登場！ 

「令和五年 東武のおせち」9月 15日（木）から承り開始 

 
 

東武百貨店 池袋本店  

・ 

 

■東武オリジナルおせち・オードブル   昨年よりも３割増やして展開！ 

【東武オリジナル 日本の味めぐり～４７都道府県～】和風二段重 29,160円（約3～4人前） 

宮城県の笹かま、富山県のホタルイカ、高知県の手長海老など、全都道府県の名産品や郷土料理、 

地域の食文化やゆかりの味わいを集めたおせち。 

 

【東武オリジナル 東武＆名店 8店】 

名店コラボオードブル 14,580円  

（約 2～3人前） 

「日本料理 中村孝明」や「焼肉トラジ」 

など、名店のスペシャリテが詰まった 

オードブル。 
※賞味期限は冷凍で 2023年 1 月 31 日（火）です。 

※12月 30 日（金）のお届け。 

 

 

【東武オリジナル スイーツ deおせち】 

スイーツパラダイス スイーツおせち  

7,344円（約 4～6人前） 

かまぼこに見立てたチーズケーキや、 

海老に見立てたホワイトチョコなど、 

遊び心を取り入れたスイーツおせち。 
※賞味期限は冷凍で 2023年1月30日（月）です。 

※12月 30 日（金）のお届け。 

【東武オリジナル】和洋二段重 

24,300円（約 3～4人前） 

壱の重は代表的な正月料理を、 

弐の重はマカロンやドライメロンなど

のスイーツも詰めた、ご家族で楽し

めるおせち。 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 

 

「和」のおせちと「洋風」のオードブルの組み合わせは、若い世代にも年々人気を集めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 冷蔵・冷凍おせちは、一昨年から前年で約３割伸長しています。コロナ禍で帰省を控える代わりに、全国配送できる冷

蔵・冷凍おせちをご実家に贈る人が増えました。その傾向は今後も続くとみられ、需要拡大に合わせて強化します。 

 

 

 

 

 
 
 
 
【概要】 
ご予約承り期間：9月 15日（木）～12月 25日（日）（計 102日 前年＋1日） 

           ※オンライン受付：9月 15日（木）午前 10時～12月 24日（土）午前 8時  

           ※電話受付：9月 16日（金）～12月 17日（土）午前 10時～午後 5時 

           ※東武オンラインショッピングは、9月 30日（金）までの承りは全品送料無料。 

 

承 り 場 所：地下 2階 10番地 特設会場 

           ※東武オンラインショッピング https://www.tobu-online.jp/osechi/ 

※お電話フリーダイヤル 0120-297-102 

 

ご来店お渡し日：12月 31日（土）〈大晦日〉 午前 10時～午後 5時 

 

お 渡 し 場 所：8階催事場 おせち料理お渡し会場（※送料込みの商品は配送のみ） 

 

配送お届け日：12月 31日（土）〈大晦日〉 

 

展 開 点 数：324点 （前年 307点） 

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

            広報部 広報課 荒井・清水    直通℡：03-5951-5210 

■「個食」＋「オードブル」のおせち   少人数でも、来客にも対応できるオードブル！ 

【京都・大原 料理旅館 芹生
せ り ょ う

 

＆鳥取境港 さかな工房】 

個食＋海鮮オードブル 27,000円 

取り外しできる個食折（紙製仕切カップ）
と海鮮オードブルの贅沢重。 

 

【京 伏見 魚三楼
う お さ ぶ ろ う

＆キャピタル東洋亭】 

和風個食＋洋風オードブル  

23,760円 

和洋老舗のコラボレーションおせち。 

 

【京都 三千院の里＆マノワール】 

和風個食＋洋風オードブル 

16,740円 
日本酒やワインに合う京の人気店の 
酒肴おせち。 
 

 

1人前×4＋海鮮オードブル 1人前×2＋オードブル 1人前×2＋オードブル 

■オンラインは「全国配送できる冷蔵・冷凍おせちやオードブル」を拡充！ 

【日本料理 なだ万】 

和風冷凍一段 

「多久味」 17,820円 

（約 3人前） 
※賞味期限は冷凍で 2023年 1 月 7 日（土） 

です。 

※12月 30 日（金）のお届け。 

 

【京料理 美濃吉】 

和風冷凍三段重 

32,400円 

（約 3～4人前） 

※賞味期限は冷凍で 2023年 1 月 31 日（火）

です。 

※12月 30 日（金）のお届け。 

 

https://www.tobu-online.jp/osechi/


 
 

 
 
                                                                              

2022 年 8 月 30 日 

 
 
 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、9 月 8 日（木）から 13 日（火）の 6 日間、8 階催事場にて第２回 『47 都道府県

にっぽんのグルメショー』を開催します。87 店（実演 25 店、初出店 19 店）が出店。「全国各地の絶品グルメを一堂に味

わいたい」というお客様のお声から今年 3 月初開催し、大好評でした。第 2 回目は、初出店となる、鯛焼きモナカ、桃やブドウな

どの秋のフルーツを使用した注目のかき氷や、ご当地牛を贅沢に使用した東武限定弁当をご紹介します。そのほか、鮑・牡蠣・

かになどの各県を代表する海鮮弁当、秋の味覚「栗」を使った和菓子も展開します。また、体に優しいドリンクとして話題の約 30

銘柄のご当地クラフトコーラをご紹介します。  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

秋のかき氷やご当地牛弁当に注目！ 
第 2 回『47 都道府県にっぽんのグルメショー』 9 月 8 日から開催！ 

 

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。 

 

 

宮城【仙台味乃吉】 
低温仕上げ仙台牛ステーキと 
厚切り牛たん弁当 
2,960 円（1 折） 
最高級 A５ランクの仙台牛ステーキ 
と歯切れのよい牛たんが各 6 枚 
のった豪華弁当。牛たんは味付け 
してから一枚一枚丁寧に焼きあげ 
ました。 
 
 滋賀【東海道本線草津駅 南洋軒】 

近江牛六種の味-極みめし- 

2,960 円（1 折） 

熟練の職人が絶妙な火加減で 

ローストした近江牛を丁寧に盛付 

けした駅弁。近江牛を、すき焼き・ 

ステーキ（ブラックペッパー・デミソース）・ 

焼肉（タレ・塩）・にぎり寿司で 

堪能。 

三重【千力】 
松阪牛ロースステーキ弁当 
2,960 円（1 折） 
A5 ランクの松阪牛ロース 
ステーキがたっぷり 6 枚乗り 
下には牛そろぼが入った 
ボリューム満点弁当。 
秘伝の自家製タレが美味しさを 
引き立てます。 
 
 山形【米沢 琥珀堂】 
米沢牛 6 種食べ比べ弁当 
2,960 円（1 折） 
〈各日販売予定 50 点〉 
日本が誇る米沢牛の 6 種の 
部位（①カルビ②ローストビーフ 
③シンタマ④イチボ 
⑤サーロイン⑥ヒレ）が一堂に 
楽しめます。 
 

大阪【大阪浪花家】 
マカダミアとピスタチオ   
イートイン 1,540 円 
およげたい焼きくんのモデルになった 
お店『浪花家総本店』から暖簾分け 
した店。マガダミアミルクにピスタチオ 
シロップをかけて上から削ったホワイト 
チョコをかけました。鯛焼きモナカ付。 
 
 

兵庫【にしのみや果汁店】①桃と八ヶ岳ヨーグルトのかき氷 （代田のはちみつトッピング） 
イートイン 1,540 円（上から「はちみつ、ヨーグルトのエスプーマ、桃ソース、 

ヨーグルトソース」）〈販売期間：9 月 8 日～10 日〉 
②ぶどうと八ヶ岳ヨーグルトのかき氷 イートイン 1,540 円 
（上から「マスカット、ヨーグルトのエスプーマ、ぶどうソース、ヨーグルトソース」） 

〈販売期間：9 月 11 日～13 日〉 

市場直送の新鮮なフルーツをほぼ加水せずに炊き上げた濃厚な 
ソースをたっぷりと使用。桃とぶどうは山梨県産。八ヶ岳の牧場から 
直接仕入れた新鮮なヨーグルトですっきりとしながらもコクのあるかき氷。 
 

東京【日本橋氷菓店】 
ナガノパープルミルクティー 
イートイン 1,650 円 

（上から「ナガノパープル、紅茶エスプーマ、 

ブドウソース、練乳ソース」） 

日本橋で週末のみ営業している 

かき氷専門店。人気品種の 

ブドウを贅沢トッピング。 

◆初出店！鯛焼きモナカ、秋のフルーツを使用したかき氷 
 

◆各地のご当地牛を食べ比べ！2,960 円東武限定肉弁当！ 
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炭酸飲料で割って飲むなど味 を調 整 しながらおうちカフェ気 分 を楽 しんでいただけます。 

 
 

 

 

 

 

 

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

＜「第 2 回 47 都道府県 にっぽんのグルメショー」 概要＞                      
場所   ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 410 坪)    
期    間：2022 年 9 月 8 日(木)～13 日(火)  
営業時間：午前 10 時 30 分～午後 7 時  ※イートインは閉場 30 分前がラストオーダーとなります。  
店舗数 ：87 店舗(実演 25 店、初出店 19 店)                      

宮城【網地島屋】三陸 海幸弁当  

2,600 円（1 折）〈各日販売予定 30 点〉 

三陸産の天然鮑をまるごと１個使った贅沢な 

お弁当。三陸産のいくら、宮城県産の銀鮭を 

豪華に盛り付けた三陸の海の幸を詰め込んだ

一品です。 

広島【かき庵】 

牡蠣づくし三昧 1,728 円(1 折) 

瀬戸内の恵みをたっぷりと育んだ、 

広島県廿日市地御前の高品質な 

地御前かきを炙り、しょうが煮、フライで 

組合せました。 

島根【四喜】 

かにいなり 

1,080 円（4 個入） 

日本海産の手むきのかにをふんだんに 
使用し、かにの旨味が口いっぱいに広がる
おいなりさんです。 
 

◆各県代表する『あわび！牡蠣！かに！』豪華海鮮弁当！ 
 
 

◆体に優しい！ご当地クラフトコーラ約 30 銘柄を販売！ 
 
 
 

◆秋の味覚『栗』を使用した和菓子！手土産にもおススメ 
 
 

愛媛【山田屋まんじゅう】 

抹茶ドームクーヘングランデ 357 円（１個） 

十勝産小豆の山田屋特製こしあんと 

愛媛県産和栗をまるごとひと粒、香り高い 

宇治抹茶を使用したバームクーヘンで 

包みました。 

 

実演 実演 

東武 
限定品 

実演 

初出品 

奈良【御菓子司 本家菊屋】 

秋のめぐみ 351 円（１個） 

栗本来の風味にこだわった無添加栗を 

贅沢に使用。羊羹のしっとりとした味わいと 

栗ならではの食感、豊かな風味を楽しんで

いただけます。 

 

【クラフトコーラヴィレッジ】知多コーラ   
2,200 円（240ml） 

【クラフトコーラヴィレッジ】 
UMAMI COLA 1,750 円（250ml） 

【クラフトコーラヴィレッジ】カカオ生コーラ 
1,620 円（320g） 

愛知 東京 京都 

 

カルダモンやナツメグ
など 9 種のスパイス
を調合した、 
コスタリカ産カカオを 
使用！ 

 

 

米麹だけで作った 
甘酒をベースに様々な
スパイス、ハーブ、柑橘
類から作られる 
天然「生」クラフトコーラ 

 

 

柑橘類果実の香りと 
スッキリとした飲み口。 
ちょっぴりスパイシー。 
清涼感のある 
フルーティーなコーラ。 
レモンもアクセントに！ 

催事情報 株式会社 東武百貨店 

 

初出店 初出店 初出店 

初出店 

東武 
限定品 

宮城 広島 島根 

愛媛 岩手 奈良 

岩手【岩谷堂羊羹】 

岩谷堂羊羹 くり金印［赤あん］ 

1.620 円（1 本） 
国内産の小豆を厳選し、長年に渡り 
語り継がれてきた炊き上げで、風味豊か 
に煉り上げた小豆餡に丸ごとの栗を 
たくさん入れました。 
 

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



 
 

北海道の秋の味覚を堪能！ウニ・まぐろ・時鮭など新鮮食材が目白押し！ 

「 」を9月15日(木)から開催！ 
…………………………………………………………………………… 
東武百貨店 池袋本店 8 階催事場、地下 1 階マルチスクエアほか 

 

 
   2022 年 9 月 9 日 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、9月15日(木)から27日(火)までの13日間、「ぐるめぐり 秋の大北海道展」を開催。前半と後半

で会期を分け、切り口を変えて展開します。１週目は、ウニ、まぐろ、時鮭、カニ、新物じゃがいも、メロンなど新鮮な道産食材

を使用した弁当や惣菜、スイーツをご提供。また、北海道の新鮮な農産物も販売します。2週目は、“プリン特集”として北海道

のミルクを使用したプリンが勢ぞろい。そのほか、スタミナ満点な豪華肉弁当、濃厚チーズグルメも販売します。 

(1週目：9月15日(木)～21日(水)、2週目：9月22日(木)～27日(火))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 

 

 
 
 
 

 

◆【1週目】新鮮な道産食材を使用した弁当・惣菜・スイーツを堪能！ 

 

 

 

 

 

余市町【うに専門店 世壱屋】 

五大うに食べ比べ弁当  

6,001円(1折)  〈各日販売予定20点〉 
ムラサキうに(小樽産、礼文産、積丹産) 
バフンうに(利尻産、雄武産)の2種のうにを 
道内産地から厳選。うに専門店ならではの 
迫力満点の一品。 
〈出店期間:９月15日(木)～21日(水)〉 

函館市【幸寿司】 

津軽海峡まぐろづくし 

3,001 円(1 折／9 貫) 

〈各日販売予定 50 点〉 

赤身、中トロ、大トロ、すき身のうらまき、ネギ

トロで海峡まぐろの各部位を食べ比べ。 

〈出店期間:９月15日(木)～21日(水)〉 

 

実演 実演 実演 

札幌市【おやじダイニング】 

礼文産ウニクリームコロッケ   

551 円(1 個) 

〈各日販売予定 200 点〉 

濃厚で味わい深い、旬の礼文

産ウニをたっぷり使用したウニク

リームコロッケ。 

〈販売期間:９月15日(木) 

～21日(水)〉 
 

！ 
 

函館市【café akira】 

フレッシュメロンの 

プリンアラモード 

イートイン 1,001 円(1 個) 

オリジナルプリンと濃厚なソフ

トクリームに道産赤肉メロン

をたっぷりと使った、フレッシュ

で香り豊かな贅沢パフェ。 

〈出店期間:９月15日(木) 

～21日(水)〉 

 

株式会社 東武百貨店 

札幌市【北海鮮 海の里】 

時鮭道産づくし弁当 

3,001円(1折) 

〈各日販売予定70点〉 

脂ののった厚切り時鮭、いくら、旬の花咲蟹

のむき身が盛られた豪華海鮮弁当。 

〈販売期間:9月15日(木)～21日(水)〉 

ウニ まぐろ 時鮭・カニ 

ウニ  新物じゃがいも メロン メロン 

函館市【じゃがいも FACTORY 
produced by NANAMI】 
ジェラートポテト 
イートイン各 550 円(コーン/1 個) 
※持ち帰り用は各 540 円(カップ/1 個) 
4種類の新物じゃがいもを楽しめる。ジェラ
ートのようなポテトサラダ。 
①シャドークイーン＋ホッキサラダ 
②キタカムイ＋明太子 
③インカのめざめ＋イクラ 
④ノーザンルビー＋コーンバター 
⑤①～④4種のポテト＋はちみつ 
〈出店期間:９月15日(木)～21日(水)〉 

 

富良野市【菓子工房 フラノデリス】 

北海道産赤肉＆青肉メロンタルト 

850円(1カット) 

3,401円(1ホール／約径16㎝) 

〈数量限定〉 

コクのある甘みの赤肉メロン、爽や

かな甘みの青肉メロンを使用。 

風味の異なる2種の道産メロンを

同時に堪能。 

〈出店期間:９月15日(木) 

～21日(水)〉 
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   東武百貨店 池袋本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

※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。 

＜「ぐるめぐり 秋の大北海道展」概要＞ 
場    所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階丸の内コンコース、地下1階マルチスクエア 
期    間：2022年9月15日(木)～27日(火) 
営業時間：8階催事場→午前10時30分～午後7時、地下1階丸の内コンコース・地下1階マルチスクエア→午前10時～午後8時 
店 舗 数：約90店舗(3ヵ所合計、入れ替え含む)   
 

 

◆とろ～り濃厚！絶品道産チーズグルメにも注目！ 

 

 

 

 

 

札幌市【札幌豊平館厨房】 

北海道昆布熟成ヒレ・サガリステーキ・ 

十勝開拓ハンバーグ弁当  

2,376円(1折) 〈各日販売予定100点〉 
昆布熟成させた道産牛ヒレ・サガリステーキに 
十勝開拓ハンバーグがのったスタミナ満点肉弁当。 
〈販売期間:9月22日(木)～27日(火)〉 

 

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 

 

江別市【イルマットーネアルル】  

とろ～り北海道チーズのディープディッシュボロネーゼ  

897円(1個)  〈各日販売予定200点〉 

北海道ゴーダチーズをたっぷりのせ、こんがり焼き上げました。 

口いっぱいに広がるチーズと中のホワイトソース、ボロネーゼソースの 

相性抜群！ 〈販売期間:9月15日(木)～21日(水)〉 

 

富良野市【富良野ぷちぷちバーガー】 

北海道ラクレットチーズとふらの和牛ローストビーフのハンバーガー 

1,836円(1個)  〈各日販売予定50点〉 

とろ～り道産ラクレットチーズとやわらかいローストビーフが食べ応え満

点なバーガー。 〈出店期間:9月15日(木)～21日(水)〉 

帯広市【掛村】 
ホエー豚食べ比べ弁当 
2,501 円(1 折) 〈各日販売予定 100 点〉 
十勝ホエー豚を6種の味で食べ比べ！ 
〈販売期間:9月15日(木)～21日(水)〉 
 

◆スタミナ満点！豪華肉弁当を東武限定で販売！ 

 

 

 

 

 

実演 

 

 

 

 

 

◆【2週目】“プリン特集”北海道の新鮮なミルクを使用！アレンジプリングルメも登場！ 

 

 

 

 

 

旭川市【プリン専門店  
スノークリスタル】 
クリーマリー農夢 牛乳プリン
432 円(1 個) 
〈各日販売予定100点〉 
卵不使用で牛乳本来の味を 
感じる、優しい口あたり。 
〈出店期間:9月22日(木) 

～27日(火)〉 
 
 

小樽市 
【小樽洋菓子舗 ルタオ】 
ジャージーミルクプリンソフト 
イートイン 660 円(1 個) 
〈各日販売予定200点〉 
小樽本店限定のプリンが 
道外初出品！ 
〈販売期間:9月22日(木) 

～27日(火)〉 

東武 

限定 

札幌市【札幌豊平館厨房】 
北海道三大黒毛和牛昆布熟成ロース 
食べ比べステーキ弁当 
3,001 円(1 折)  〈各日販売予定 50 点〉 
十勝和牛、白老牛、ふらの和牛を贅沢に食べ比べ！ 
〈販売期間:9月15日(木)～27日(火)〉 
 

実演 

東武 
限定 東武 

限定 
東武 
限定 

実演 

道外 

初出品 

江別市【イルマットーネアルル】 
濃厚カタラーナクロワッサン  
486円(1個)  
〈各日販売予定400点〉 

サクサクのクロワッサンに北海道生クリーム 

と道産素材を使用した濃厚カタラーナを 

サンドしました。 

〈販売期間:9月22日(木)～27日(火)〉 

札幌市【パイクイーン】 
焼きプリンアップルパイ 

451 円(1 個) 
〈各日販売予定100点〉 

北海道の新鮮なたまごを使用したプリン 

とりんごのほんのりシナモン香るパイ。 

〈出店期間:9月22日(木)～27日(火)〉 

東武 
限定 

実演 
東武 
限定 実演 

東武 
限定 

実演 実演 

東武 
限定 



 

 
 

 

2022年 9月 22日 

 

 

 

 

 

 

 
  
東武百貨店 池袋本店では、2022年10月6日(木)より「2022東武 クリスマスケーキ」の予約受付を開始します。 

テーマは「full of smile～笑顔いっぱいのクリスマス～」。今年のクリスマスは行動制限の無いなかでおうちパーティを楽しむ

方々が増えることを想定して、一緒に食べる大切な人達と笑顔溢れる幸せな時間を過ごしてほしいとの想いで東武限定ケ

ーキを企画しました。今年の東武限定のケーキは、クリスマス気分を味わえておうちパーティを盛り上げる「クリスマスモチーフ

ケーキ」、お集りパーティを盛り上げるビッグケーキやマカロンツリーを展開。また、思わず笑顔溢れるアートのような「有名パティ

シエケーキ」（常設店以外）も販売するほか、人気パティシエや有名ホテルが手掛ける「冷凍ケーキ（ネット注文・配

送）」も展開。そのほか、クリスマスまでの期間を楽しめるアドベントカレンダーやシュトレーン、クリスマス限定のスイーツをご提

案します。 

 

 

サンタやツリー、雪結晶、リースなどクリスマスモチーフの東武限定ケーキを全 5種類展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今年は笑顔いっぱいのおうちパーティを！クリスマス気分上がる『クリスマスモチーフ』ケーキに注目！ 

「2022東武のクリスマスケーキ」10月 6日より予約承り開始 

 
 

東武百貨店 池袋本店 食品フロア 地下 2階・地下 1階 

 

クリスマスケーキ情報 

【ダロワイヨ レ マカロン】 
ペール ノエル （約径 12㎝）4,860円〈予約予定数 50点〉 
まん丸くてキュートなサンタクロースに心躍るケーキ。 
ショコラブランのムースに、ヴァニーユクリームといちごのコンポートを 
忍ばせ、絶品な美味しさです。 
 
 

【ガトー・ド・ボワイヤージュ】 
リースのクリスマスケーキ 3,456円 
(約径 12㎝)〈予約予定数●点〉 

濃厚な味わいで人気の神奈川県産いちご、 
平塚オーシャンベリーをたっぷりと使用したいちご
ムースをクリスマスリース風にデコレーション。 
 

 

【ア・ラ・カンパーニュ】 
ノエル ア ラ カンパーニュ （約径 15㎝） 

4,968円〈予約予定数 100点〉 
やわらかなチョコレート生地で、いちごと生クリームをサンド。 
ツリー型のクッキーで、クリスマスを可愛らしく演出しています。 
 

【京橋千疋屋】スノークリスマス（約径 15㎝） 

５,616円〈予約予定数 60点〉 
クリスマスの雪景色をイメージ。メロンムースと 
メロンジュレ、ホワイトチョコムースの 3層から 
なり、メロンと雪の結晶形チョコをトッピング。 

【コロンバン】クリスマスリース(約径 15㎝) 
5,400円〈販売予定数 60点〉 
クリスマスリースをモチーフに、ピスタチオのバター 
クリームで全体を仕上げ、コロンバン名物のバター 
クリームのバラをところどころに配置。ロマンティック 
なケーキ。 

 

① 東武限定！クリスマス気分を盛り上げる 『クリスマスモチーフ』ケーキ  
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株式会社 東武百貨店 
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サンタ 
クロース 

クリスマス 
ツリー 

雪結晶 クリスマス 

リース 
クリスマス 

リース 

※予約限定品は「画像データお渡し」でのご取材対応となります。 



 

 
 

 
今年池袋東武開店 60周年を記念した、東武だけの特別感のあるビッグケーキやマカロンツリーを展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有名パティシエがつくる、本格的で高級感あふれるケーキや、人気店からも個性豊かでキュートなケーキが登場。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③有名パティシエが作る、笑顔が溢れるアートのようなケーキ 
 
 

【ピエール マルコリーニ】 
ノエル ドゥ ピエール 2022（約径 12㎝） 
6,999円〈予約予定数 50点〉 
鮮やかなフランボワーズレッドでデコレーション 
したケーキにクリスマスリースを象ったチョコをのせ、 
ヒイラギの葉のダークチョコを飾りました。にぎやか 
で楽しいクリスマスへの想いを込めたデザイン。 
 
 

 

 

 

【バビ】ナターレ ディ ピスタチオ 2022（約径 12㎝） 
5,400円〈予約予定数 48点〉 
イタリアから届くピスタチオペーストを贅沢に使用。生乳で作る 
上品な甘さのピスタチオナッツ入りクリームをサンドしたスポンジを 
ピスタチオクリームとストロベリークリームで花のようにデコレーション。 
 

【スマイルラボ】ルージュフレーズ・ノエル（約径 12㎝） 

4,968円〈予約予定数 50点〉 
ピンク色のいちごのグラサージュがとろりとかかった、いちごの 
ショートケーキ。チョコレートでできた大きないちごを妖精や 
フルーツが楽しく彩ります。 
 
 

【ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション】 
ガトー ノエル フリュイデボワ（約径 1４㎝） 
6,200円〈予約予定数 50点〉 
フランボワーズとブラックベリーのホワイトチョコレート 
ムースの中に、甘酸っぱいフランボワーズとカシスの 
ジュレを入れたフルーティーなケーキ。艶やかな 
グラサージュが華やかなクリスマスを演出します。 
 

 

 

 

【デルレイ】 
ノエル デルレイ（約径 12㎝） 

6,912円〈予約予定数 30点〉 
ピスタチオムースとキャラメルムースの層に 
パッションフルーツコンフィチュールをサンドし、 
濃厚なチョコレートムースで包みました。 
ダイヤモンドショコラがアクセントに。 
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② 東武限定！お集りパーティを盛り上げるビッグケーキやマカロンツリー！ 
 

東武 
限定品 

【ダロワイヨ レ マカロン】 
サパン マカロンタワー21,600円〈予約予定数 5点〉 
(約径 25×高さ 35㎝/フランボワーズ・ピスターシュ 計 44個） 

フランボワーズとピスターシュのマカロンで。クリスマス 

カラーに仕上げたマカロンタワー。池袋東武開店 

60周年を記念して作られた 6 段の限定品。 
 

予約 
限定品 

【京橋千疋屋】スペシャルケーキ苺ショート（約縦 24×横 24㎝） 

32,400円〈予約予定数 5点〉 

池袋東武開店 60周年を記念して、京橋千疋屋自慢のいちごを 

60個のせたショートケーキ。甘さ控えめの上質な生クリーム、 

ふわふわのスポンジとのハーモニーを楽しめます。 

 
 

東武 
限定品 

予約 
限定品 



 

 
 

 

注文からお届けまでお家で完結する「冷凍ケーキ」を、全 6種類展開。パーティの時間に合わせて解凍して食べられます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

広報部 広報課 崎田・清水    直通℡：03-5951-5210 

③冷凍ケーキ～インターネットで注文＆配送受取りができる～ 

 
 

【パティスリーラヴィアンレーヴ】 
切り株マロンショコラ（約径 15㎝） 

5,800円〈予約予定数 30点〉 
切り株の上でサンタクロースと森の 

妖精たちがパーティをしているような 

楽しいケーキ。濃厚なショコラ生地 

に生マロンケーキと栗をサンドし、 

切り株のように仕上げました。 

 

【帝国ホテル】 
ノエルピスターシュ・ルージュ 
（約径 14.5㎝）7,236円 
〈予約予定数 10点〉 
クリスマス気分盛り上がる真紅の 
美しいケーキ。ピスタチオムースに、 
フランボワーズのムースと 
酸味のあるフランボワーズのジュレ 
を組合せたしっとり食感のケーキ。 
 
 

【メゾン ショーダン】 
キャメルショコラ オ ミエル 
（約縦 7×横 17㎝）6,480円 
〈予約予定数 20点〉 
ショコラとキャメルのやさしい甘美 
な層からなるショコラ専門店の 
ケーキ。塩味とはちみつが 
アクセントとなり、より深い甘みを 
引き出します。 
 

【クリスマスケーキ ご予約概要】 〈HP〉https://www.tobu-dept.jp/ 
◆ご予約期間： 〈店頭〉10月 6日（木）午前 10時から  

〈インターネット〉10月 6日（木）午前 10時～12月 19日（月）午前 8時  

※ご予約期間は、商品により異なります。詳しくは HP をご覧ください。 

◆ご予約場所：〈店頭〉各ショップ 

〈インターネット〉東武オンラインショッピング  https://www.tobu-online.jp/xmas/ 

◆お渡し期間：商品によってお渡し期間は異なります。詳しくは HP をご覧くださいませ。 

◆お渡し場所：8階催事場 特設会場 ※商品により異なります。 

          ※12月 23日（金）・24日（土）・25日（日） 各日午前 10時～午後 8時 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。各商品は、予約数・販売数がございます。売切れの際はご容赦ください。※交通事情等の都合により入荷のない場合もございます。 

※解凍時間：冷蔵で約 10時間  ※解凍時間：冷蔵で約 12～16 時間  

東武 
限定品 

※解凍時間:冷蔵で約 8時間 

【ピエール・エルメ・パリ】 
ノマド エラ（約縦 7×横 19㎝） 

6,750円〈予約予定数 30点〉 
ピエール・エルメがロンドンで初めて 
味わったサマープディングの想い出から 
生まれた味わい。レモンとレッドフルーツ 
が生み出す甘酸っぱいハーモニーの 
中に、ビスキュイの食感がアクセントに 
なっています。 
 

※解凍時間:冷蔵で約 8時間 

◆クリスマス限定スイーツ～自分へのご褒美やギフトにもおすすめ～ 

予約 
限定品 

予約 
限定品 

予約 
限定品 

予約 
限定品 

【カフェ オウザン】 
■地下１階６番地 
クリスマスカレンダー（24 個入）  
6,264円 

観音開き仕様で女の子から 

サンタさんへお手紙をモチーフに 

絵本にしてみました。24個 

全て違うキューブラスクが 

入っています。 

■販売期間：●月●日から 

 

【ヴェンキ】■地下１階 3番地 
アドベントカレンダー（25個入）  
4,212円 
子どもの頃に親しんだ、おとぎ 
話のようなクリスマスの物語 
を描いた、イタリア発ヴェンキ 
のアドベントカレンダー。 
25個の窓の外に人気の 
ミルク＆ダークチョコレートが 
隠されています。 
■販売期間：11月初旬から 

 

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】 
■地下 1階９番地 

①ノエル・フランボワーズ 432円 
②ノエル・キャメル オランジェ 432円 
③ノエル・ショコラ 411円 
発酵バターの豊かな風味が魅力 
ガトー・ナンテ。甘酸っぱいフランボワーズ 
や濃厚なショコラ、シナモンがほのかに 
香るキャラメルなどをクリスマス仕様で 
取揃えました。 
■販売期間：11月 1日（火）から 

【デメル】■地下１階 4番地 

クリスマスシュトレーン 
（約横 19×縦 11×高さ 3.5㎝） 

3,024円〈予約・販売予定数 300点〉 
ウィーン王宮御用達ブランドとして 
知られるデメルのシュトレーン。ラム酒に 
漬け込んだドライフルーツやナッツを 
スパイシーな生地の中に加えて、 
香り豊かに焼き上げました。 
■ご予約期間：12月 15日（木）まで 

■お渡し・販売期間：11月１日（火）から 

12月 20日（火） 

 
 
 
■予約期間：10月下～11月中旬 

■お渡し・販売期間：11月 20日～30日 

https://www.tobu-dept.jp/
https://www.tobu-online.jp/xmas/


 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 9 月 22 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、10月4日(火)から10日(月・祝)まで、8階催事場にて「北陸・信越展」を開催します。  

石川・福井・富山・長野・新潟5県のグルメを扱う同催事は、4回目です。海の幸や山の幸を使った弁当やスイーツなどを取

り揃え、77店舗で展開します（食品・工芸含む）。なかでも今回の目玉は、金沢グルメ。旬の黒いちじくを使った東武オリ

ジナルのパフェや、苺をふんだんに使ったかき氷のほか、金沢名物であるソウルフード「どじょう蒲焼」などが登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。 
 

 
 
 
 

 

希少な黒いちじくのパフェやこだわりの苺かき氷などの金沢グルメに注目！ 

「北陸・信越展」10 月 4 日（火）から池袋東武にて開催！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 

 

■苺を使ったこだわりかき氷や、希少な黒いちじくのパフェが初登場！ 
 

 

 

 

 

初出店【苺菓子りつか】 

「銀朱（ぎんしゅ）」1 個 1,870 円  

〈各日販売予定 150 点〉 

苺スイーツにこだわって提供する「りつか」。軽井沢産の夏苺

を使用し、自家製練乳と白ワインジュレに炭酸を加えたベリ

ーソースで仕上げたかき氷。 

初出店 東武限定品 【フルーツむらはた】 

「黒いちじく『ビオレソリエス』パフェ」1 個 3,001 円  

〈各日販売予定 30 点〉 

100 年以上の歴史を持つ果物専門店が提供するパフェ。

甘くてジューシーな石川県産黒いちじく（ビオレソリエス）を

贅沢に使用。台座が九谷焼の専用パフェグラスでご提供。 

実演 初出店 【のざきの焼魚】 

「どじょう蒲焼」 5 本 650 円 

どじょうを蒲焼にして食べる風習が 

ある金沢。どじょうを背開きにして 

骨を付けたままぶつ切りにし、たれをつ

けて焼く。甘辛さと香ばしさ、かむほど

にほどよい苦味を楽しめる逸品。 

■石川県の地元で親しまれているグルメ！ 
 

 

 

 

 

石 川 県

金沢市 

イートイン 

石 川 県

金沢市 

イートイン 

実演 ＜イートイン＞ 東武限定品  

【金澤玉寿司】 

「百万石握り」（12 貫・味噌汁付き） 

3,630 円 

富山県産白えび、北陸産紅ずわい蟹、

日本海産ののどぐろを贅沢に２貫使っ

た東武限定の盛り合わせ。熟練の職人

が会場で握る逸品。 

実演 【板屋】 

「こもかぶり」（５個入）1,512 円 

石川・金沢にある屋敷の土壁を雪害か

ら守る伝統的な風物詩「こも掛け」を

表現した和菓子。蜜漬けにした大粒の

栗を丸ごと一つ使い、北海道産の小豆

の餡を香ばしい外皮で包んだ金沢の銘

菓。 

催事情報 



 
 
 
 
 
 

   東武百貨店 池袋本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜概要＞ 

タ イ ト ル ：「富山・石川・福井・新潟・長野の味と技 北陸・信越展」 

場  所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 300 坪) 

期   間：2022 年 10 月 4 日(火)～10 日(月・祝) 

営業時間：午前 10 時～午後 7 時 

店 舗 数 ：77 店舗 （食品 62 店舗 工芸 15 店舗）※うち初出店 7 店舗／イートイン 7 店舗 

 

 

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

広報部 広報課 荒井・清水 直通℡：03-5951-5210 
 

※表示価格は、消費税込みの価格です。 

■石川・福井・富山・長野・新潟の海の幸・山の幸 
 

 

 

 

 

【白えび屋】 

「白えび天ぷら」（約 70g）1,080 円 

「ホタルイカ天ぷら」（約 80g）648 円 

富山湾の白えび、ホタルイカをカラリと揚げ

た郷土の美味。上品で濃厚な甘味が特

徴。 

実演【小川の庄 おやき村】 

「縄文おやき（なす、あずき、野沢菜、しめじ野菜 

ほか）」（1 個）各 201 円 

信州の山の恵みを包んで、こんがり、 

ホカホカに焼きあげたふるさとの味。 

〈イートイン〉【福そば】 

「越前おろしそば・焼き鯖寿司 2 貫セット

（1 人前）1,100 円 

冷たい蕎麦にたっぷりの大根おろしと削り

節、刻みネギをのせて食べる越前おろしそ

ば。福井名物の鯖寿司とのセット。 

実演 東武限定品 

【村上牛 新羅】 

「村上牛ローストビーフ＆ステーキ」 

（1 折）2,970 円 

新潟県内で育てられた黒毛和牛の

中でも村上市・関川村・胎内市で

飼育された格付等級 A-4、B-4 以

上のものが「村上牛」。その希少な

村上牛を特製タレで味付けした豪

華な牛肉弁当。 

 

実演 東武限定品 【加賀西善】 

「百万石かがやき御膳」（1 折）

2,592 円 

石川県産ののどぐろ、富山県産の白

えび、国産の天然ぶりに、いくらと金

沢らしい金箔を添えた東武限定の

豪華弁当。 

富山県 長野県 福井県 

新潟県 石川県 

【松田蒔絵】 

蔦の香合 330,000 円 

樹齢 500 年の蔦の木を使

用し、銀で縁をとって華やか

な模様で仕上げた逸品。 

工芸も 15 店舗出店！ 


