
 

                       

  

2022年 10月 25日 

                     （一社）日本百貨店協会  

 

【松屋】 

[松屋銀座× 阪急メンズ東京 カード優待対象の拡大で相互顧客誘致を強化（10/5～）]  

㈱松屋「松屋銀座」と、㈱阪急阪神百貨店「阪急メンズ東京」は、相互のカード会員に優待

サービスを付与する対象を 10月 5日から拡大。 

[2022 松屋のクリスマスケーキ（10/14～）]  

松屋銀座では、10 月 14日よりクリスマスケーキの予約を開始。今年のクリスマスは週末家

で過ごす。ゴージャスでフォトジェニックな話題に華が咲くケーキを集積している。 

[2022 年クリスマスケーキに関する意識調査]  

松屋銀座では、クリスマスケーキに関するアンケート調査を実施。全体の 76.3%が家族と過

ごすと回答。自粛ムードから一変、前向きで明るいクリスマスに期待感。 

【阪急阪神百貨店】 

[英国フェア 2022（10/5～9 階祝祭広場、10/12～9 階催場）」] 

英国の文化や伝統とともにライフスタイルを紹介する最も人気の海外催事「英国フェア」。55

回目を迎える今回、 英国流マナーが育むライフスタイルをクローズアップする。 

 [阪急阪神百貨店のお歳暮 2022（10/20～インターネット）] 

阪急阪神百貨店は 10 月 20 日、2022 年のお歳暮のインターネット受注を開始。店頭のギフト

センターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 10 月 26 日開設予定。 

[阪急メンズ ＯＭＯ戦略を強化（10/5～）] 

OMO 戦略強化の一環として、阪急メンズの東西の店舗ホームページと阪急メンズオンライン

ストア(E コマース)を統合、“メディアコマース”として WEB サイトをリニューアル。 

[クリスマスケーキ予約スタート（10/8～）] 

業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』。ケーキが自宅に届く時代に。阪急うめだ本店では、

10 月 8 日からクリスマスケーキの予約がスタート。 

【近鉄百貨店】 

[COOKIE WORLD“缶入り”が大ブーム！50 種類以上のクッキーが大集合（10/5～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、クッキーを集めた催事「COOKIE WORLD」を初開催。本催事で

は、人気店や有名パティスリーのクッキー缶など 50 種類以上のクッキーを集めた。 

[近鉄百貨店のお歳暮（ネットショップ 10/5～、店頭受注 10/19～）]  

近鉄百貨店では、10 月 5日より近鉄ネットショップで 2022年のお歳暮商戦「2022近鉄冬の

贈りもの」がスタート。店頭受注は 10月 19日より各店で順次スタート。 

 [大北海道展 北海道の物産と観光展（10/19～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、秋の開催は３年ぶりとなる「大北海道展」を２週間にわたり

開催。 

 

各社の直近の重点施策 



【そごう・西武】 

[福祉×アートで心地よい暮らしを提案「くらしのデザイン展２０２２」開催（10/22～）]  

2013年より開催している、自分らしく豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイン

展」。第 10回目の今年は「ケアとアートとデザインと」をテーマに展開する。 

[飲食店の食べ残しを持ち帰ることから始める食ロス削減｢モッテコ検証事業｣実施（10/15～）] 

そごう・西武は食品ロス削減を推進するために、１０月の食品ロス削減月間に日本百貨店協

会が実施する「mottECO検証事業」に参加する。 

[ＡＩカメラを活用した顧客分析実証実験第二弾開始（10/12～）] 

そごう・西武は西武池袋本店の催事場を対象にＡＩカメラを活用した顧客分析の実証実験第

二弾を開始。今回は催事場に来場したお客さまの数の把握と属性を推定する。 

[「バンクシー＆ストリートアーティスト展」開催（10/20～）] 

西武池袋本店では 10月 20日～11月 15日の期間、別館２階西武ギャラリーにて、「バンクシ

ー＆ストリートアーティスト展」を開催する。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[大丸札幌店：食で旅する北海道～道北編～（大丸札幌店：10/12～）]  

2021年 5月、ライブコマースから始動した「食で旅する北海道」。コロナ禍でも、店頭・WEB 

のクロスメディアで展開をスタート。今回は、道北エリアをクローズアップする。 

[大丸札幌店：クリスマスケーキ予約スタート（大丸札幌店：店頭 10/７～、WEB10/4～）]  

コロナを乗り越えつつある今、もう一度「マッサラマッシロ」な気分でクリスマスをお祝い 

するために、「白いケーキ」のお題に応えた、パティシエ入魂の絶品ケーキが勢ぞろい。 

【三越伊勢丹】 

[2022 三越伊勢丹のお歳暮（ギフトセンター：三越 11/2～、伊勢丹 11/8～）]  

今年の三越伊勢丹のお歳暮のテーマは、夏に引き続き「みらいへつなぐ贈りもの」。ギフトセ 

ンターは、三越 11/2～、伊勢丹 11/8～。オンラインストア開催中。 

[TDA×ISETAN 産学協同プロジェクト（開催中）]  

伊勢丹新宿本店で今年７回目となる東京デザイン専門学校との取り組みを実施。10月 31日 

まで｢ハロウィン｣をテーマに、学生たちが装飾・演出した企画デザインをディスプレイ。 

[GINZA FASHION WEEK（10/26～）]  

この秋で 19回目を迎える GINZA FASHION WEEK。銀座エリアの、銀座三越、銀座松屋、和 

光、東急プラザ、GINZA SIX、銀座ベルビア館がタッグを組みお届けする多彩な催し。 

【小田急百貨店】 

[新宿小田急の「クリスマスケーキ」（10/8～）]  

小田急百貨店新宿店では、ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて、クリス 

マスケーキの予約受付をスタート。 

【東武百貨店】 

[「バウムクーヘン博覧会」を都内初開催（10/27～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 27日から「バウムクーヘン博覧会」を開催する。全国 47都 

道府県からご当地バウムクーヘンが集まる同催事は、今回が都内初開催となる。 

[第 2 回『昭和レトロな世界展』池袋東武で開催（10/20～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 20日から第 2 回『昭和レトロな世界展』を開催。40代以上 



の方が子供の頃夢中になった懐かしく感じるものを展開。 

[湖池屋×池袋東武 コラボメニューを販売（10/20～）]  

東武百貨店 池袋本店は、食品フロアにて、湖池屋とのコラボメニューを販売。今回のコラボ 

は、池袋東武開店 60周年と、湖池屋「ポテトチップス のり塩」60 周年で誕生した。 

[TOBU の Happy Halloween を開催（10/6～）]  

東武百貨店 池袋本店にて、「TOBUの Happy Halloween」を開催。ハロウィン限定ケーキや手 

土産にぴったりなお菓子が集結。 

[池袋東武の屋上ではちみつを採蜜!オリジナルのはちみつとスイーツを限定販売（10/20～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 20日から東武百貨店の屋上で採蜜した「はちみつ」と、その 

はちみつを使ったオリジナルスイーツを食品フロアの 10店舗で販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
【松屋】 
[松屋銀座× 阪急メンズ東京 カード優待対象の拡大で相互顧客誘致を強化（10/5～）]  

「松屋銀座」と、「阪急メンズ東京」は、相互のカード会員に優待サービスを付与する対象を

10月 5日から拡大。 

幅広い世代に向けた婦人・紳士ファッションから生活デザイン用品、食品まで フルカテゴリ

ーを揃える「松屋銀座」と、クリエイティブコンシャスな男たちの冒険基地である「阪急メンズ

東京」。コロナ禍を経て回復途上にある銀座・有楽町エリアにおいて、スタート施策として人

力車による両店間輸送やカフェサービスを実施。タイプの異なる百貨店同士が手を組み、そ

れぞれの顧客満足度を高める取組みで、両店および銀座・有楽町エリアのさらなる魅力拡

大・活性化を図る。（リリース） 
[2022 松屋のクリスマスケーキ（10/14～）]  

松屋銀座では、10 月 14 日よりクリスマスケーキの予約を開始。今年のクリスマスは週末家

で過ごす。ゴージャスでフォトジェニックな話題に華が咲くケーキを集積している。 

コンセプトは 「家族で楽しむプレミアムなクリスマス」。昨年までの自粛傾向（自宅で贅沢に）

から一変し、前向きでワクワクするようなクリスマスを演出できるケーキを展開。大切な家族同

士でのホームパーティーで盛り上がるようなビジュアル・シェフや素材にストーリーのあるケー

キを取り揃えた。（リリース） 
[2022年クリスマスケーキに関する意識調査]  

松屋銀座では、クリスマスケーキに関するアンケート調査を実施。全体の 76.3%が家族と過

ごすと回答。自粛ムードから一変、前向きで明るいクリスマスに期待感がうかがえる。 

松屋銀座では、メールマガジン会員にクリスマスケーキに関するアンケート調査を実施した。

行動制限緩和により、クリスマスに旅行に行くと答えた方が微増したが、全体の 76.3％は家

族と過ごすと回答。昨年までの自粛傾向から一変し、「家族と過ごす」、「友人と過ごす」など、

大切な人と集まりたい、という声が多い。今年は日並びも 12/24（土）25（日）と良く、「家族と・

友人と楽しむクリスマス」への期待感がうかがえる。（リリース） 
 

【阪急阪神百貨店】 

[英国フェア 2022（10/5～9 階祝祭広場、10/12～9 階催場）」] 

英国の文化や伝統とともにライフスタイルを紹介する最も人気の海外催事「英国フェア」。55

回目を迎える今回、 英国流マナーが育むライフスタイルをクローズアップする。 

今回は、歴史と伝統から培われてきたスタイル“マナー”の中で、心地良く楽しむ文化である

パブ、コミュニケーション、エンターテインメントに関連するアイテムを紹介。英国の人たちに

とどまらず世界中の人から愛される英国の魅力に触れられる。会場には、3 年ぶりに現地か

ら招聘者も来場し、英国にいる気分さながらに盛り上がる。（リリース） 

[阪急阪神百貨店のお歳暮 2022（10/20～インターネット）] 

阪急阪神百貨店は 10 月 20 日、2022 年のお歳暮のインターネット受注を開始。店頭のギ

フトセンターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 10月 26日開設予定。 

阪急からは、生産者の思いが詰まった産品を集めた「Hankyu PLATFARM MARKET」

が、お中元に続き１冊のカタログで登場。また、少しずつ新しい日常が動き出すなか、みん

なで楽しめる料理のご提案を強化した。そして、今年からは関西スーパー５店舗でも阪急の

お歳暮のご案内をスタート。（リリース） 

[阪急メンズ ＯＭＯ戦略を強化（10/5～）] 

OMO 戦略強化の一環として、阪急メンズの東西の店舗ホームページと阪急メンズオンライ

ンストア(E コマース)を統合、“メディアコマース”としてWEB サイトをリニューアル。 



阪急メンズ大阪、阪急メンズ東京の商品情報やイベント情報が WEB サイト内で一本化され、

お客様の居住地に関係なく、オンラインを起点とした“ＡＬＬ阪急メンズ”としての魅力ある情

報コンテンツをお届けすることが可能となる。 また、現在展開中の「阪急メンズ東京アプリ」も

「阪急メンズアプリ」として再編。阪急メンズ東西店舗スタッフ（人）の魅力をメインとした機能

を充実させ、より多くのお客様と出会うだけでなく、繋がり続ける取り組みもより一層強化する。

（リリース） https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20221004540515/pdfFile.pdf 

[クリスマスケーキ予約スタート（10/8～）] 

業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』。ケーキが自宅に届く時代に。阪急うめだ本店で

は、10月 8日からクリスマスケーキの予約がスタート。 

【阪急百貨店うめだ本店】 ＜インターネット＞10月 8日～12月 15日、＜店頭＞10月 8日

～12 月 20 日 ※業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』拡大。お届け台数の増便、商品

のラインアップ拡大など、昨年の 2倍の台数を用意した。 

【阪神百貨店梅田本店】 ＜インターネット＞10 月 5 日〜12 月 18 日、＜店頭＞10 月 5 日

〜12月 20日 ※『阪神のケーキ宅配サービス』も新登場 （リリース） 

 

【近鉄百貨店】 
[COOKIE WORLD“缶入り”が大ブーム！50 種類以上のクッキーが大集合（10/5～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、クッキーを集めた催事「COOKIE WORLD」を初開催。本

催事では、人気店や有名パティスリーのクッキー缶など 50 種類以上のクッキーを集めた。 

最近は、中身だけでなく、入れ物である缶や箱のかわいらしさからも人気が高まっているクッ

キー。あべのハルカス近鉄本店にも、９月 30 日に「ザ・マスターｂｙバターバトラー」が西日本

初登場するほか、百貨店のデパ地下には焼き菓子専門店が続々とオープン。本催事では、

「常設店が無くネットでしか買えない」「予約販売は即完売」「催事出店時は行列」の人気店

や、有名パティスリーのクッキー缶など 50 種類以上のクッキーを集めた。（リリース） 

[近鉄百貨店のお歳暮（ネットショップ 10/5～、店頭受注 10/19～）]  

近鉄百貨店では、10 月 5 日より近鉄ネットショップで 2022 年のお歳暮商戦「2022 近鉄冬

の贈りもの」がスタート。店頭受注は 10月 19日より各店で順次スタート。 

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） 

[大北海道展 北海道の物産と観光展（10/19～）]  

あべのハルカス近鉄本店では、秋の開催は３年ぶりとなる「大北海道展」を２週間にわたり

開催。 

第一週目は、「北海道のミルク」を大々的に取り上げ、北海道各地の牛乳や飲むヨーグルト

など約 100 種類を販売するほか、北海道産の乳製品を使ったスイーツが揃う。第二週目の

目玉は、「コラボレーション」企画。ラーメン激戦区としても知られる北海道・札幌に店を構え

る人気ラーメン店と大阪の有名店がコラボレーションした新しい業態のラーメン店が登場する

ほか、北海道のベリー農家とスイーツメーカーがコラボレーションしたオリジナルスイーツが

会場で楽しめる。（リリース） 

 

【そごう・西武】 
[福祉×アートで心地よい暮らしを提案「くらしのデザイン展２０２２」開催（10/22～）]  

2013 年より開催している、自分らしく豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイン

展」。第 10回目の今年は「ケアとアートとデザインと」をテーマに展開する。 

https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20221004540515/pdfFile.pdf


西武池袋本店では２０１３年より、自分らしく豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイ

ン展」を開催。Good Over 50’sR－大人の暮らしの自己実現－をコンセプトに、優良な道具

と住まい方を紹介してきた。第１０回目となる今年は「ケアとアートとデザインと」をテーマに開

催。東京藝術大学、日本デザイン振興会、そごう・西武、ケアリングデザイン、豊島区が協力

し、福祉とアートとデザインを融合させた新たな商品や取り組みをご紹介。産官学が連携し、

だれにとっても心地よい暮らしを提案する。（リリース） 

[飲食店の食べ残しを持ち帰ることから始める食ロス削減｢モッテコ検証事業｣実施（10/15～）] 

そごう・西武は食品ロス削減を推進するために、１０月の食品ロス削減月間に日本百貨店協

会が実施する「mottECO検証事業」に参加する。 

ｍｏｔｔＥＣＯは、環境省が２０２１年から「食べ残しは、自己責任により持ち帰る」ことで食品ロ

ス削減を訴求している活動。そごう・西武では西武池袋本店、そごう横浜店、そごう広島店の

１３の飲食店で実施する。飲食店における食品廃棄の内、６割を占める食べ残しの削減が大

きな課題とされる中で、ｍｏｔｔＥＣＯの取り組みで食品ロスの削減を目指す。（リリース） 

[ＡＩカメラを活用した顧客分析実証実験第二弾開始（10/12～）] 

そごう・西武は西武池袋本店の催事場を対象にＡＩカメラを活用した顧客分析の実証実験

第二弾を開始。今回は催事場に来場したお客さまの数の把握と属性を推定する。 

今回 AI カメラによる顧客分析により催事場に来場したお客さまの数の把握と属性（性別・年

代）を推定することができるようになったことで、今後は取得したデータをもとに、よりお客さま

のニーズに合った品揃を進めることが可能となった。また将来的には催事場と他のフロアへ

のお客さまの回遊分析を行い、催事場で開催されている催事が他のフロアへの集客に効果

があるか分析し、催事場の品揃の改善や展開計画の見直しにつなげていく。（リリース） 

[「バンクシー＆ストリートアーティスト展」開催（10/20～）] 

西武池袋本店では 10 月 20 日～11 月 15 日の期間、別館２階西武ギャラリーにて、「バン

クシー＆ストリートアーティスト展」を開催する。 

展覧会では、バンクシー作品を認証する Pest Control（ペストコントロール）が真正を証明し

た作品とともに、彼が携わったレコードやＣＤジャケットなどと合わせ、総勢３０名以上のストリ

ートアーティストの作品を展示する。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[大丸札幌店：食で旅する北海道～道北編～（大丸札幌店：10/12～）]  

2021年5月、ライブコマースから始動した「食で旅する北海道」。コロナ禍でも、店頭・WEB

のクロスメディアで展開をスタート。今回は、道北エリアをクローズアップする。 

日本の稲作の最北限・羽幌町から、美味しさに加えて、冷涼な気候という地の利を生かした

特別栽培。“銀河サーモン”という名で流通される養殖ニジマスなど。美味しさはもちろん、そ

の背景にも触れながら、道北から北海道の未来の農業を考える。（リリース） 他 

[大丸札幌店：クリスマスケーキ予約スタート（大丸札幌店：店頭 10/７～、WEB10/4～）]  

コロナを乗り越えつつある今、もう一度「マッサラマッシロ」な気分でクリスマスをお祝いする

ために、「白いケーキ」のお題に応えた、パティシエ入魂の絶品ケーキが勢ぞろい。 

「SNS」や「映え」の影響で、あまり見なくなった白いケーキ。作り手にとって白いケーキは当

たり前。ゆえに独創性や他との違いを生み出しづらい中、優秀なパティシエ陣が想像以上

のケーキを作り上げた。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[2022三越伊勢丹のお歳暮（ギフトセンター：三越 11/2～、伊勢丹 11/8～）]  

今年の三越伊勢丹のお歳暮のテーマは、夏に引き続き「みらいへつなぐ贈りもの」。ギフト

センターは、三越 11/2～、伊勢丹 11/8～。オンラインストア開催中。 



『「うま味」成分という秘めた実力をもつ素材「茶葉」と「椎茸」にフィーチャーした美味の数々』、

『人気の”国立博物館・東京国立近代美術館コラボーレーションギフト”の新作ギフト』、『これ

からの”ホームパーティー”のおもてなしに喜ばれるギフト』、『クリスマスや干支のうさぎなどを

テーマにした可愛い”映える”ギフト』、『日持ちのする簡単に食べられる缶詰などの非常時

に備えるギフト』など関心の高い切り口の特集や、『ニーズが増えている、住所を知らない相

手にもギフトが贈れる”ソーシャルギフト”サービス』など多彩な贈り物を提案する。 

 URL：https://isetan.mistore.jp/seibo/index.html 

[TDA×ISETAN 産学協同プロジェクト（開催中）]  

伊勢丹新宿本店で今年７回目となる東京デザイン専門学校との取り組みを実施。10 月 31

日まで｢ハロウィン｣をテーマに、学生たちが装飾・演出した企画デザインをディスプレイ。 

三越伊勢丹グループは、サステナビリティの重点取り組みとして「人・地域をつなぐ」ことを掲

げており、その一環として産学協同による“未来のクリエイター育成“にも取り組んでいる。伊

勢丹新宿本店で、今年で７回目となる東京デザイン専門学校との取り組みを実施。10 月 31

日まで「ハロウィン」をテーマに、伊勢丹新宿本店本館地下１階ウィンドウ 10 面を使用し、学

生たちが創作した装飾・演出の企画デザインをディスプレイ。体験型実学教育の場を提供し

ている。 

[GINZA FASHION WEEK（10/26～）]  

この秋で 19 回目を迎える GINZA FASHION WEEK。銀座エリアの、銀座三越、銀座松

屋、和光、東急プラザ、GINZA SIX、銀座ベルビア館がタッグを組みお届けする多彩な催し。 

今回は 6 店舗合同企画『"規格外フラワー"募金』を開催。農事組合法人 旭愛農生産組合

のご協力のもと、まだ美しさを楽しめる 6 種類の“規格外フラワー”を、6 か所の配布場所の

いずれかで 100 円以上募金をしていただくことで１本差し上げ、3 カ所回るとお花と合わせ

るグリーンを差し上げる。6カ所すべて回ると集めたお花をブーケにする。 

URL：https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/gfw_51 

 

【小田急百貨店】 
[新宿小田急の「クリスマスケーキ」（10/8～）]  

小田急百貨店新宿店では、ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて、クリス 

マスケーキの予約受付をスタート。 

今年は「CHRISTMAS LOVE～サンタが恋したクリスマスケーキ」をテーマに、プレゼントを

届けにきたサンタクロースが思わず一目惚れするようなケーキが登場。近年見た目が華やか

なケーキの人気が続くなかで、今年は明るくかわいいファンシーなデザインから、大人の華

やかさあふれるドラマチックな一品までバラエティ豊かに 70 種以上が揃う。昨年に続き 需

要の高まりが予想される冷凍配送ケーキには新規ショップを展開。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
[「バウムクーヘン博覧会」を都内初開催（10/27～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 27日から「バウムクーヘン博覧会」を開催する。全国 47都 

道府県からご当地バウムクーヘンが集まる同催事は、今回が都内初開催となる。 

【ご当地バウムクーヘンコーナー】では、北は北海道、南は沖縄まで、こだわりバウムクーヘ

ンが約 280種類並ぶ。また、人気ブランド 15店舗が各店ブースを構え出店する【ブランドブ

ース】では、会場限定商品の販売や普段はオンラインでしか購入できない店舗も特別出店。

そのほか会場では、ユーハイム 100周年を記念したイベントやご当地バウムクーヘンの頂点

を決める総選挙「ファイナルクーヘン総選挙 2022 東京頂上決戦」も開催する。（リリース） 

 

 

https://isetan.mistore.jp/seibo/index.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/gfw_51


[第 2回『昭和レトロな世界展』池袋東武で開催（10/20～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 20日から第 2 回『昭和レトロな世界展』を開催。40代以上 

の方が子供の頃夢中になった懐かしく感じるものを展開。 

第二回目は、1970 年代から 1980 年代に大ブームを巻き起こした「スペースインベーダー」

の体験、「スーパーカー」を展示。また、中野ブロードウェイ名物の巨大 8 段ソフトクリームや

プリンアラモードなどの純喫茶メニュー、初開催時に大好評だった学校給食や昭和時代のメ

ニューを再現した大人も楽しめる昭和のお子様ランチまで展開。そのほか「わたせせいぞう

氏」のシティポップなイラスト版画や「シティポップ」・「昭和歌謡」などのレコード、昭和を代表

する漫画や日本映画・ドラマのグッズや台本まで販売。（リリース） 

[湖池屋×池袋東武 コラボメニューを販売（10/20～）]  

東武百貨店 池袋本店は、食品フロアにて、湖池屋とのコラボメニューを販売。今回のコラ

ボは、池袋東武開店 60周年と、湖池屋「ポテトチップス のり塩」60周年で誕生した。 

湖池屋の代表商品である「ポテトチップス のり塩」と「スティックカラムーチョ ホットチリ味」を、

デパ地下の 11 店舗がデパ地下惣菜として大変身させた。池袋東武は、東武東上線沿線の

成増駅に本社を構える湖池屋とコラボすることで、地域・沿線顧客の「マイストア」の確立をめ

ざす。（リリース） 

[TOBUの Happy Halloweenを開催（10/6～）]  

東武百貨店 池袋本店にて、「TOBUのHappy Halloween」を開催。ハロウィン限定ケーキや

手土産にぴったりなお菓子が集結。 

「TOBU の Happy Halloween」では、ケーキや手土産にぴったりなハロウィンモチーフの

お菓子を取揃えた。館内喫茶では、秋の食材を使用した限定メニューをご提供。また、おう

ちハロウィンをより楽しめる箸置も提案。お子様が楽しめるハロウィンイベントも開催する。（リ

リース） 

[池袋東武の屋上ではちみつを採蜜!オリジナルのはちみつとスイーツを限定販売（10/20～）] 

東武百貨店 池袋本店は、10 月 20 日から東武百貨店の屋上で採蜜した「はちみつ」と、そ

のはちみつを使ったオリジナルスイーツを食品フロアの 10店舗で販売。 

この取り組みは、はちみつ専門店「ラベイユ」と池袋東武の都市の緑化・環境の整備を目的

とした「東武のみつばちプロジェクト」をきっかけに始まった。百貨店の屋上で採れたはちみ

つを使った商品を販売することで、はちみつや養蜂について、より身近に感じていただくこと

が期待される。（リリース） 

  以上 
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近隣百貨店がタッグを組み、銀座・有楽町エリアで邦人・インバウンド共に囲い込む 

松屋銀座 × 阪急メンズ東京 

カード優待対象の拡大で相互顧客誘致を強化 
オープニング施策で「人力車で輸送」「カフェサービス」を実施 

 

㈱松屋「松屋銀座」（東京都中央区）と、㈱阪急阪神百貨店「阪急メンズ東京」（東京都千代田区）は、相互の

カード会員に優待サービスを付与する対象を本年 10 月 5 日(水)から拡大します。 

幅広い世代に向けた婦人・紳士ファッションから生活デザイン用品、食品までフルカテゴリーを揃える「松屋

銀座」と、クリエイティブコンシャスな男たちの冒険基地である「阪急メンズ東京」。2018 年より相互に顧客を

誘致する共同施策を実施しています。 

コロナ禍を経て回復途上にある銀座・有楽町エリアにおいて、スタート施策として人力車による両店間輸送や

カフェサービスを実施。タイプの異なる百貨店同士が手を組み、それぞれの顧客満足度を高める取組みで、両店

および銀座・有楽町エリアのさらなる魅力拡大・活性化を図ります。 
 
〈共同取組み拡大オープニング施策〉 

※詳しくは P.5 をご覧ください 

 
①両店間移動「人力車」サービス 

10 月 8 日（土）・9 日（日） 

両店間を、人力車でお送りする 

サービスを実施 

 
②カフェサービス 

10 月 5 日（水）～10 日（月・祝） 

それぞれでお買い上げの方を対象に、カフェサービスを 

実施 

 

■連携強化の目的                               

１．銀座・有楽町エリアの活性化 
コロナ禍を経て、他エリアと比べて商況の回復が遅れている銀座・有楽町エリアでは、売上拡大のためにロイ

ヤリティの高いカードホルダー顧客へのアプローチ強化が必須。徒歩圏である両店での優待サービスを付加する
ことで互いの強みを生かし、途中の「銀ぶら」を楽しんでいただくことも含めてエリアの魅力を堪能していただ
き、エリア全体の活性化を図ります。 

 

※松屋銀座調べ 

松屋銀座－阪急メンズ東京 間 

約 600ｍ 徒歩８分 

松屋銀座 

阪急メンズ東京 

-33.2%

-17.7% -19.0% -18.5%

-21.7%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

銀座・有楽町 日本橋 新宿 池袋 都内合計

〈連携強化の目的〉 
 

１．銀座・有楽町エリアの活性化 

２．顧客満足度の向上 

３．新規客の取り込み 

４．WeChatPay ポイント共同利用でインバウンドを 

取り込む 

東京都内 地区別の商況 コロナ前との比較 
（2021 年度売上高の 2019 年度比） 
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２．顧客満足度の向上 
互いの強みとする商品やサービスを提供し、さらに割引優待をすることで顧客満足度を高め、潜在する両店利

用者を互いに顧客化することで売上増を図ります。 
 特に、ラグジュアリーブランドにおいては、レディースは松屋銀座にあり、メンズは阪急メンズ東京にあるブ
ランドも多く、今回の施策により男女ペアで同じブランドの優待を受けることができるようになることで、買い
回り強化を図ります。 
 
 
 〈互いに強みとする商品の一例〉 

松屋銀座 阪急メンズ東京 

■婦人服 ■婦人靴 ■婦人雑貨 

■化粧品 ■アクセサリー 

■家庭用品・デザイン雑貨 

■家具  ■子供服 ■食品 など 

■メンズ 

◇インターナショナルクリエーターズ・デザイナーズブランド 

◇キャラクターブランド 

◇メンズアクセサリーズ     など 

 
 
 
〈松屋銀座にレディースがあり、阪急メンズ東京にメンズがあるブランドの一例〉 

 
 
 
〈連携イベント・共同イベントの開催〉 

また、それぞれのお得意様ご招待会「松美会・感謝祭」（松屋銀座）と 
「ナイトイベント」（阪急メンズ東京）へも相互に招待。 

両店のイベントを楽しんでいただくことができます。 
 
 
 
 

2022 年 9 月に松屋銀座「松美会」で 

阪急メンズ東京ブースを出展した時の様子 

 
 
 

３．新規顧客の取り込み 
 今回の取組みによる両社（関東エリア）対象カード会員数の合計は約 38 万人と大きな潜在力を持っていま

す。互いに誘致し合うことでそれぞれの強みを伝え、顧客化を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グッチ、サンローラン、ジルサンダー、セリーヌ、フェンディ、プラダ、ロエベなど 

約 35 ブランド 

 松屋銀座 
阪急メンズ東京 
（関東圏 1 都 3 県） 

カード会員数 
※2022年9月現在 

約26万人 
約12万人 

※メンズ東京マイレージの 

リアルカード会員を除く 



P.3 

 

４．インバウンド施策 
ビザなし短期滞在の入国制限が緩和され、インバウンド

対策として両店で「WeChat Pay ポイント」を発行します。 
今回、それぞれで発行したポイントをクーポンに交換す

ることで、国内で初めて共同利用ができるようになります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We Chat 画面イメージ 

 

■売上目標                                  

現状    2023 年度    2024 年度 

 
            5 億円 
 

施策売上高合計         2 億円 
 

      約 8,000 万円 
 

■施策内容                                  

１．お買い物ご優待サービス 
外商カード、ハウスカード、ポイントカード（アプリ）を対象に、自店だけでなく相手先でも割引優待を実施

します。（※阪急メンズ東京マイレージのリアルカードは対象外） 

【現状】         【今回】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 対象会員数  約 6 万人 → 約 38 万人 

※利用方法 

  【松屋銀座にて】 

◎阪急メンズ東京の各種カードをお持ちの方 

１階総合案内所および 7 階カードセンターにて、 

カード提示でクーポンを発行。 

◎阪急メンズ東京アプリをお持ちの方 

アプリ内の「カード・クーポン」画面内から 

「松屋銀座御優待券」を各レジにて提示。 

 
【阪急メンズ東京にて】 
各売場のレジにて、松屋銀座の各種カードを提示。 
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２．Shopping Personal Service（ショッピング パーソナル サービス） 
 

 

松屋銀座では、婦人靴売場

のシューフィッター、寝具

売場のスリープアドバイ

ザー、ファッションコンサ

ルティングサービス等を

展開。 

有資格販売員がお客様の

お悩み解決のお手伝いを

します。（事前予約制） 

 

 

 
 
 

阪急メンズ東京では、接客のプロであるプロセールスや
パーソナルスタイリストが対応。松屋銀座の店舗まで同
行し、接客も行うサービスを実施。オケージョンに合う
スタイリングの提案や身だしなみに関する相談にトー
タルで応えます。（事前予約制） 
 
窓口：阪急メンズ東京1 階パーソナルサービスカウンター 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

■これまでの松屋銀座×阪急メンズ東京の取組み経緯と今後のスケジュール     
 

2018 年 6 月  初めて共同で「お買い物ご優待キャンペーン」を実施。（2021 年 6 月まで） 

     ※両店の外商を含むカード会員に優待サービス 

 

 2021 年 7 月  外商担当者アテンド顧客ご優待 

      ※お買い物優待＋駐車場無料＋カフェサービス 

  

2022 年 4 月  阪急メンズ東京上位顧客が松屋銀座での買い物で優待サービス 

 

   - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - - 

 

 2022 年 10 月 本施策スタート（各カード会員に優待サービス） 

 

   12 月 「クリスマスイベント」 クリスマスコンテンツを相互に実施予定 

 

 2023 年 3 月  松屋銀座「春の松美会」、阪急メンズ東京「SPRING NIGHT」同時期開催予定 
 
 
  ※その他、定期的に両店共同の優待イベントを開催 
 
 

松屋銀座 6 階寝具売場 

スリープアドバイザー 

阪急メンズ東京 1 階 

パーソナルサービスカウンター 

（10/5 に新設） 

松屋銀座 

ショップ運営部 担当 

久保寺 裕二 

阪急メンズ東京 

プロセールス 

髙倉 甲 

松屋銀座 3 階婦人靴売場 

シューフィッター 
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■共同取組み拡大オープニング施策                      
 

１．両店間移動「人力車」サービス 
 

 10 月 8 日（土）・9 日（日） 各日 午前 11 時～午後 2 時 
 
  ※完全予約制・無料  10 月 5 日（水）午前 10 時より予約開始 

  【予約サイト URL】 
https://matsuya.resv.jp/reserve/res_plan_list.php?kind=main_plan&x=1663207241&x-

time=1663827538&pager_current=1 

 

 松屋銀座―阪急メンズ東京間を、人力車でお送りするサービスを実施。 

 いつもと違うスペシャルな視点から楽しむ約 15 分のショートトリップ。 

 人力車は「松屋銀座×阪急メンズ東京」の特別仕様です。 

 

 ※松屋銀座→阪急メンズ東京、または阪急メンズ東京→松屋銀座 

  の片道輸送となります。 

 

 

 

 

 

２．相互カフェサービス 
 
 10 月 5 日（水）～10 日（月・祝） 6 日間限定 
 
 【松屋銀座にて】 

阪急メンズ東京のカード・アプリ会員が、税込 11,000 円以上お買い上げのうえ、

8 階「MG カフェ」にてお買い上げのレシートとクーポン発行時にお渡しする 

サービス券を提示すると、〈本日のデザート＋コーヒーor 紅茶〉等を提供します。 
 
 
 【阪急メンズ東京にて】 

松屋のカード会員が、税込 10,000 円以上お買い上げのうえ、地下 1 階「ビチェリン」に

て松屋の各種カードとお買い上げのレシートを提示すると、〈お好きなドリンク 

（ボトルワインを除く）＋ケーキ（サケル〔チョコレートケーキ〕 or 栗のタルト のお好

きな方をチョイス）〉のセットを先着 50 名様に提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースに使用している画像はすべてイメージです 

https://matsuya.resv.jp/reserve/res_plan_list.php?kind=main_plan&x=1663207241&x-time=1663827538&pager_current=1
https://matsuya.resv.jp/reserve/res_plan_list.php?kind=main_plan&x=1663207241&x-time=1663827538&pager_current=1
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報道関係資料                                                       2022年 10月 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松屋銀座では、10 月 14 日(金)より、クリスマスケーキの予約を開始いたします。昨年のクリスマスは、外出自粛傾向で自

宅でクリスマスを過ごす人が多く、クリスマスケーキの売上が前々年比 147％と好調でした。本年は 12 月 24 日(土)・25 日

(日)と日並びも良く、昨年より華やかに、にぎやかにクリスマスを過ごす方が増えると想定し、パーティーが盛り上がるような華や

かでフォトジェニックなケーキや、会話に花が咲くようなストーリー性のあるケーキを多数ご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ケーキデータ 

・総点数 41 ブランド 46種類（昨年 39 ブランド 43種類） うち松屋限定１５点 （昨年 10点） 

・初登場 7 ブランド 

・平均価格 前年並み（6,143円） （昨年約 6,300円） ・最高価格 32,400円 （千疋屋日本橋総本店） 

・売上目標 前年比約 110％ 

今年のクリスマスは週末家で過ごす。ゴージャスでフォトジェニックな話題に華が咲くケーキを集積 

パティシエがつくる、日本の素材にこだわった松屋限定ケーキも多数登場 

2022 松屋のクリスマスケーキ 
 

【予約承り】オンラインストア：10月 14日(金)11時～12月 15日(木)17時 

松屋銀座 松屋浅草 

 

〇コンセプト 「家族で楽しむプレミアムなクリスマス」 

昨年までの自粛傾向（自宅で贅沢に）から一変し、前向きでワクワクするようなクリスマスを演出できるケーキを展開。 

大切な家族同士でのホームパーティーで盛り上がるようなビジュアル・シェフや素材にストーリーのあるケーキを取り揃えました。 

 

〇ポイント 

① 日本全国の食材の魅力をパティシエが引き出す 日本の恵みを味わう松屋限定ケーキ 

② ホテルやレストランメイドのラグジュアリーなクリスマスケーキ 

③ 見た目の華やかさと美味しさを同時にかなえた、パーティーの主役になるフォトジェニックなケーキ 

④ 配送可能なケーキを拡大 前年 6ブランド 7種類→本年９ブランド 12種類 

 

【予約承り】オンラインストア：10月 14日(金)11時～12月 15日(木)17時 URL：https://store.matsuya.com 

【お渡し】日時：12月 24日(土)、25日（日） 12時～19時 会場：松屋銀座８階イベントスクエア特設コーナー 
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＜アンフィニ＞ ガトー ド ノエル ピスターシュ 松屋限定 5,184円 

九品仏の人気パティスリー金井史章シェフのお店「アンフィニ」。 

２種のグリオットチェリーをスパイシーに仕上げ、ピスタチオのコクと合わせた大人のクリスマスケーキ。

ムースピスターシュには高知県産のレモングラス、クレームブリュレバニーユには同じく高知県産の

和ハーブ「ヤブニッケイ」を。グリオットのコンポートには山梨県産葡萄の果汁を使用しています。 

素材に込められた生産者の想い、職人の真心、すべてのご縁をケーキに込めて。 

 

＜Seiste（セイスト）＞ Rhumrai(ラムレ) 松屋限定 7,020円 

2015 年のイタリアで開催された製菓の世界大会にて優勝経験のある瀧島誠士シェフのブランド

「Seiste」。まろやかなキャラメルショコラと有機サンマスカットの爽やかなケーキ。滑らかなラムのクリ

ームにはシェフの地元静岡県の朝霧乳業の牛乳を使用。心地良い食感のレーズンとフレッシュチ

ーズムースの爽やかな酸味が、濃く深いキャラメルチョコレートの余韻と香りを広げます。 

 

＜Masaharu Kozuma＞ モンブランノエル“石鎚” 松屋限定 初登場  

7,344円 

パティスリーキャロリーヌ、クリオロなどを経て、現在は虎ノ門の１日８席限定の高級レストラン

「unis」で腕を振るう上妻正治シェフ。フランスでは王道と言われる「栗とカシス」の組み合わせで

仕立てたモンブランをクリスマス仕様に。石鎚栗の濃厚なフレーバーにシェフの地元、鹿児島県の

種子島産のきび糖の優しい甘味とグリーンレモンの香りが、味の変化をもたらす楽しい一品です。 

 

＜Gen Sasaki＞ Napoléon(ナポレオン) 松屋限定 初登場 6,480円 

la boutique de yukinoshita kamakura のシェフパティシエであり、国内外の大会で優勝経

歴のある佐々木元シェフ。その世界大会で優勝したケーキを更にブラッシュアップ。シェフの故郷、

三重県産のマイヤーレモンの香りと最高級フランス産ヘーゼルナッツの香りをムースオショコラに閉

じ込めました。絶妙なマリアージュと繊細な味わいをお楽しみください。 

 

 

＜ROND-POINT（ロン・ポワン）＞ メリッサ 松屋限定 初登場 4,860円 

昨年、中野坂上に開業したばかりの新店「ROND-POINT（ロン・ポワン）」。 

蜂蜜やハーブを巧みに使用する独創性が特徴のケーキを生み出す田中丸博文シェフが初登場。

北海道産のシナ蜂蜜をたっぷりと使用し、爽やかかつ蜂蜜の美味しさをダイレクトに伝えた松屋限

定のクリスマスケーキ。ナッツ＆ドライフルーツが食感に絶妙なアクセントを加えます。 

 

 

＜浪漫須貯古齢糖（ロマンスチョコレート）＞ オペラ・ノワゼット 

松屋限定 初登場 4,320円 

オーセンティックバーにしか販売しない「BAR 専用チョコレート」を生み出した須藤銀雅シェフによる

クリスマスケーキ。シェフの地元の青森県産のカシスのガナシュはほんのり甘酸っぱく、自家焙煎の

カカオやヘーゼルナッツをふんだんに使用したスポンジやバタークリームの味わいを見事に引き立てま

す。デコレーションには青森県弘前市の街をイメージしたステンドグラス柄のチョコレートを。 

パティシエが引き出す日本の恵み 
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＜mills by miho sato＞ berry peco 松屋限定 初登場 6,048円 

Seiste（セイスト）のスーシェフなどを経てチョコレートブランドを立ち上げた佐藤美歩シェフ。シ

ェフの出身である北海道の蝦夷ベリーを敷き詰めたチョコレート生地と、薔薇のような香りのタイ

ベリーのコンフィチュールが合わさり、甘酸っぱく華やかな仕立てに。さらに濃厚なピスタチオクリー

ムのチョコレートムースは、アールグレイの香りをまとい、濃厚でありながらも「香り」を食べるかのよ

うなケーキに仕上がりました。 

 

 

 

 

＜BVLGARI IL CIOCCOLATO（ブルガリ イル・チョコラート）＞ 

トルタ・ディ・ナターレ 2022 8,901円 

ブルガリならではのエレガントでスタイリッシュなクリスマスケーキに仕立てたティラミス。ブルガリ イ

ル・リストランテで使用しているエスプレッソをたっぷりとしみ込ませた伝統的なサヴォイアルディが

とてもジューシーで、こくのあるイタリア産マスカルポーネとマッチし、さくさくした食感のローストした

ピエモンテ産のヘーゼルナッツのクランチチョコレートが印象的な、シェフこだわりの逸品です。 

 

＜ＮＡＲＩＳＡＷＡ＞ 【クリスマス限定】 バニラクリームの生ケーキ   

松屋限定 12,960円 

南青山の高級レストラン「ＮＡＲＩＳＡＷＡ」。「世界のベスト・レストラン 50」への入賞や、

「ミシュランガイド東京」など有名ガイドブックでも高い評価を受ける日本を代表するレストランの

ケーキが登場。ミルクのリッチなソフトクリーム、バニラがいっぱいのクリームブリュレ、ミルキーなホワ

イトチョコレートのムースなど子供から大人までみんなが大好きな、白くて甘くて柔らかいスイーツ

をまとめたバニラの生ケーキです。松屋限定のクリスマス特別デコレーションでお楽しみください。 

 

＜パティスリーSATSUKI＞ 新スーパーあまおうショートケーキ 11,340円  

ホテル創業 40周年を記念して 2004年に販売を開始した、ホテルニューオータニの代表

スイーツである「スーパーシリーズ」の第一弾として誕生したショートケーキ。福岡県産「博多

あまおう®」を贅沢に使用し、和三盆糖を加えた上品な生クリームに包まれる生地には長

崎県名産の「太陽卵」を使用。ふわふわした食感の中で確かな甘みを感じる仕上がりに。 

 

＜ザ・リッツ・カールトン東京＞ ストロベリーショートケーキ 9,396円 

東京・六本木にあるラグジュアリーホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」のクリスマスケーキが登

場。定番の商品で、しっとりとしたスポンジとカスタードクリームが相性抜群。程よい甘さと酸

味ある苺でお召し上がりください。スクエア型でカットもしやすいのもポイントです。 

 

 

＜ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ＞  

ジャージークリームのストロベリーショートケーキ 6,801円  

雪山を彷彿とさせるドーム型に、ピンク色の雪が降ったようなドラマチックなデザインのショート

ケーキです。定番の組み合わせながら、しっとりとしたスポンジに香り高いキルシュをぬり、ジャ

ージー牛乳を使った濃厚で なめらかなクリームとストロベリークリーム、そしてフレッシュないちご

を合わせ、バランスよく仕上げました。毎年人気のケーキです。 

 

ホテルやレストランメイドのラグジュアリーなクリスマスケーキ 
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＊価格は全て税込 

 

 

 

＜パティスリーカフェ アンビグラム＞ スペシャルドームショートルージュノエル  

松屋限定 5,940円 

広尾の人気イタリアンレストラン「アンビグラム」の姉妹店として、2016年に鎌倉にオープンしたパ

ティスリーカフェ「アンビグラム鎌倉」。フランス・ブルターニュ地方で修行を積んだ伊沢和明シェフに

よるクリスマスケーキは毎年人気です。フランボワーズクリーム・イチゴクリーム・生クリームと３種の

クリームが調和する、美味しくて心躍るキュートなルックスです。 

 

＜西洋菓子 しろたえ＞ ガトーフレーズノエル 松屋限定 4,300円 

1976年の創業以来、愛され続けている赤坂の老舗洋菓子店「しろたえ」クラシックな雰囲気が

漂うお店には遠くから足を運んでくるファンも。そんなしろたえのクリスマスケーキは口どけの良い生

クリームと、ふわふわのスポンジ。美味しく・可愛らしい、名店ならではの丁寧な味わい。オーナメン

トはすべてオリジナルで美味しくお召し上がりいただけます。 

 

＜アトリエアニバーサリー＞ スィートレディークリスマス 松屋限定 5,940円 

ドレスのように見立てたデコレーション技術に砂糖細工で作られたプリンセスが目を惹く可愛い見

た目。フォトジェニックなデコレーションケーキはパーティーシーンも盛り上げてくれます。独自の黄金

比率で二種類をブレンドしたこだわりの生クリームと気温や湿度の変化に合わせて調整し、職人

たちの経験により最良の焼き加減で仕上げるスポンジ生地に甘さとさわやかな酸味の苺をたっぷ

りサンド。 

 

＜キャンティ＞ Blanche neije  松屋限定 4,860円 

各界の著名人に愛され続ける老舗イタリアンレストラン「キャンティ」。 

随所に銀座はちみつを使い、香り高く上品な甘口に仕上げたクリスマスケーキは見た目の可愛ら

しさも目を引きます。デンマーク産、オーストラリア産の 2 種類のクリームチーズをブレンドし、凝固

剤を使用せずに固めたチーズクリームは滑らかな口当たり。 

アクセントにショコラクランチとベリーのコンフィーを使い、軽やかさと爽やかさを加えました。 

 

＜トレカルム＞ プラリネ・ショコラ 松屋限定 6,912円 

仏・ヴァローナ社のショコラを贅沢に使って仕上げたプレミアムなケーキ。自家製アーモンドのプラリ

ネと合わせた、濃厚かつ芳醇な味わいをお楽しみください。 

 

 

 

 

9 ブランドから全 12種類の全国配送ケーキをご用意しました。 

ブランド：メゾン ショーダン／ホテル ニドム／エイタブリッシュ／ベイユヴェール／ムニアンカッショク     

ジョン カナヤ／クラキチ／日本橋 千疋屋総本店／帝国ホテル 

価格：5,400円～8,240円 

写真＜KURAKICHI＞ 善兵衛栗マロングラッセモンブラン 6,696円（送料込み） 

 

 

大人かわいいフォトジェニックケーキ 

全国配送ケーキ 



報道関係資料

【調査実施概要】 ■調査期間　 2022年9月22日（木）～9月26日（月）

■調査方法 松屋銀座メールマガジン会員約4万6千人を対象に、ウェブアンケートを実施

■有効回答数 719名（23歳～86歳　平均年齢：54.3歳）

Q1　去年(2021年)のクリスマスはどのように過ごしましたか？

自宅で家族と過ごした

実家で家族・親戚と過ごした

自宅で友人と過ごした

ホテル・レストランで過ごした

友人宅で過ごした

国内旅行
その他 ジムに行った、別荘で過ごした、など

Q2　今年(2022年)のクリスマスはどのように過ごすことになると思いますか？

自宅で家族と過ごす 家族と過ごす

実家で家族・親戚と過ごす 76.3%

自宅で友人と過ごす

ホテル・レストランで過ごす

友人宅で過ごす

海外旅行

国内旅行
その他 ライブに行く予定、仕事の予定、など

Q3　去年(2021)年はクリスマスケーキを購入しましたか？
購入した

購入していない

Q4　今年(2022)年はクリスマスケーキを購入しますか？
購入する/購入すると思う

購入はしない/未定

30.2%

73.4%

2.9%

2.5%

8.2%

1.8%

2022年10月

76.6%

23.4%

全体の76.3%が家族と過ごすと回答。自粛ムードから一変し、前向きで明るいクリスマスに期待感

2022年クリスマスケーキに関する意識調査

松屋銀座では、メールマガジン会員にクリスマスケーキに関するアンケート調査を実施しました。

75.9%

3.9%

3.1%

5.6%

1.9%

0.3%

69.8%

0.8%

1.9%

69.8%

30.2%

去年(2021年)

購入した 購入していない

76.6%

23.4%

今年(2022年)

購入する/購入すると思う 購入はしない/未定

購買意欲が

約7ポイント増加

1 / 2 ページ



Q5　今年(2022年)のクリスマスケーキにかける予算について

（単位：円）

Q6　今年(2022年)のクリスマスケーキにかける予算はいくらくらいになりそうですか？

Q7　クリスマスケーキを購入するとしたら、その際に選ぶポイントは？　（複数回答）

Q8　クリスマスケーキを購入するとしたら、どこから情報を入手しますか？　（複数回答）

17.0%

増やす 昨年と同額 減らす総額

平均

最高額

　行動制限緩和により、クリスマスに旅行に行くと答えた方が微増したが、全体の76.3％は家族と過ごすと回答。

購買意欲が7ポイント、予算も全体の17％が総額増加見込みで、物価高による懸念は見られない。昨年までの

自粛傾向から一変し、「家族と過ごす」、「友人と過ごす」など、大切な人と集まりたい、という声が多い。

　今年は日並びも12/24（土）25（日）と良く、「家族と・友人と楽しむクリスマス」への期待感がうかがえる。
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「いちご」や「チョコレート」などの種類

有名店・ブランド

みんなで1つのケーキを切り分ける

高級感・豪華さ

1人1人が好きなケーキを選ぶ（アソート）
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２０２２年１０月１４日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

「阪急阪神百貨店のお歳暮２０２２」 
インターネット受注 １０月２０日スタート 

 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は１０月２０日（木）、２０２２年のお歳暮のインターネット受注を開

始します。店頭のギフトセンターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに１０月２６日（水）に開設予定です。 

阪急からは、生産者の思いが詰まった産品を集めた「Hankyu PLATFARM MARKET」が、お中元に続き

１冊のカタログで登場します。また、少しずつ新しい日常が動き出すなか、みんなで楽しめる料理のご提案を

強化しました。そして、今年からは関西スーパー５店舗でも阪急のお歳暮のご案内をスタートします。阪神は、

４月６日のグランドオープン以降、「食の阪神」としてご提案に磨きをかけてきました。今改めてバイヤーが伝

えたい商品を特集するほか、食の魅力を探求する催し場「食祭テラス」で開催のイベントに関連したご提案

など、独自の企画をご用意しております。 

 

●インターネット受注期間  

 １０月２０日（木）～１２月２２日（木） 

・阪急百貨店：「HANKYU E-STORES」 （https://web.hh-online.jp/） 

・阪神百貨店：「阪神百貨店 E-STORES」（https://web.hh-online.jp/hanshin/）  

※インターネットからのご注文では、定番商品を掲載した赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が   

期間中商品代金１０％ＯＦＦ（清酒やワインなどは５％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

●各店の店頭受注期間 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期が変更になる場合がございます） 

 

 

 

 

 

 

 

※１:カード会員限定で開催期間中ずっと「赤いギフトカタログ」掲載商品が５％～１５％OFF+全国送料無料。  

※２:早期割引期間中、「赤いギフトカタログ」全国送料無料。  

 

＜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 

 

 

 

早期割引期間

阪急うめだ本店

千里阪急

川西阪急

西宮阪急

宝塚阪急 11/2（水）～12/25(日) 54日間

神戸阪急 10/27（木）～12/25(日) 60日間

高槻阪急 10/26（水）～12/21(水) 57日間

博多阪急 ※1 11/1（火）～12/20(火) 50日間

都筑阪急 ※2 10/28（金）～12/25(日) 59日間

大井食品館 ※2 10/28（金）～12/21(水) 55日間

阪神梅田本店 10/26（水）～12/25(日) 61日間

あまがさき阪神

阪神・にしのみや

阪神・御影 11/9（水）～12/13(火) 35日間 11/9（水）～11/30(水)

開催期間

10/26（水）～12/22(木) 58日間

10/26（水）～12/25(日) 61日間

10/26（水）～11/30(水)

10/26（水）～11/30(水)

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


 

■今年のおススメ ※商品の価格はすべて税込み表示です   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食の未来を考える作り手たちの思いやこだわりの物語が詰まったおいしいものを！ 

愛媛県・中島「柑匠
た く み

の集
しゅう

」 柑匠
た く み

まどんな 

10,800 円  ※送料込み、配送地域限定 

【限定 200 セット】 承り期間 12 月 11 日まで 

瀬戸内海に浮かぶ忽那諸島の中島で栽培した柑

橘、柑匠まどんなをご用意しました。ゼリーのようなプ

ルプルとした食感が特徴で、口に含むと爽やかな香

り、強い甘みが広がります。育てたのは、柑橘づくり

の職人集団「柑匠の集」。常に一番よい剪定方法を

追求するほか、採取した海藻で作った液肥を与え、

自然にやさしい農法で栽培しています。 

阪急 

 

阪急うめだ本店地下 2 階の「コミューナルフードマーケット」は、サステナブルなおいしさとの出会いや食の

アイデア、人と人の出会いが日々生まれる売り場です。伝えたい物語のある贈りものをご提案します。 

「コンフィチュール フラベド」 コンフィチュールセット  

(3 種、各 1 個入り) 4,369 円 【限定 100 セット】 

承り期間 12 月 13 日まで 

「FLAVÉDO（フラべド）」は熊本に工房を構え、新鮮で完熟し

た果物を使ってコンフィチュールを作っています。素材そのも

ののおいしさを生かすために、できるだけ砂糖を減らして丁寧

に仕上げているのが特徴です。洋酒やハーブなどを巧みに使

い、新しい楽しみ方をご提案します。 

人と会う機会が徐々に増えつつある今、みんなで楽しめる料理やお菓子を集めました。生活様式は変わ

っても、伝えたい感謝の気持ちは変わりません。食卓を囲んで、笑顔あふれるひとときをお過ごしくださ

い。 

少しずつ動き出した新しい日常に、彩りを 阪急 

 

京都・北山「ブリアン」シュトレン（2 本入り） 

4,968 円 ※送料込み 承り期間 12 月 18 日まで 

「Briant（ブリアン）」は、「パンの新しい価値を世界に発信する」を

掲げる京都の人気ベーカリーです。ご用意したのは、クリスマスな

らではのドイツの伝統菓子。聖夜の訪れを心待ちにしながら、日

に日に味わいが深まるシュトレンをお楽しみください。 

阪急うめだ本店地下２階の「Hankyu PLATFARM MARKET」では、「地域創生」「文化継承」「環境保全」

の３つの理念を軸に、作り手の思いが詰まったおいしいものをご紹介しています。お歳暮では、環境に配

慮しながらモノづくりに取り組む作り手の思いとともに、選りすぐりの美味を約３０点ご提案します。 

 

今年１月、阪急うめだ本店地下２階食品売り場に常設売り場がオープンしたのに合わせ、今回から特製

カタログを作成し、掲載商品数は昨年の１２点から２９点へ大幅に増やしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイヤーが今伝えたい、渾身のギフト 阪神 

 

香川「骨付鳥 蘭丸」骨付鳥 おや・ひ

な 4 本セット 

4,981 円 ※送料込み 

香川県の名物料理として知られる骨付

鳥。「骨付鳥 蘭丸」は、平日でも開店１

０分後には店頭に行列ができるという有

名店。朝引きの新鮮な鶏を使い、数種

類の香辛料を調合したオリジナルスパイ

スで味付けし焼き上げます。今回は独

特の食感と旨み豊かなおやと、パリっと

仕上げた皮面とジューシーな味わいが

魅力のひなのセットをご用意。クセにな

る味付けとそのおいしさをお楽しみくだ

さい。 

４月にグランドオープンし、さらに充実した「食の阪神」。バイヤーが美味を求めて日本全国をめぐるなか、

作り手や土地ならではの素材などと多くの出会いがありました。今だからこそ伝えたいおいしさの数々を、

全国各地からご紹介します。 

阪急百貨店が２０２０年１０月に始めた「CAKE LINK」は、デパ地下の人気ブランドのケーキを冷凍で

全国にお届けするサービス。阪急うめだ本店で話題のパティスリーのケーキはもちろん、人気キャラクタ

ーをあしらった「CAKE LINK」オリジナルケーキまで多彩なラインナップからご注文いただけます。 

大好評！ケーキをギフトとして全国に送る「CAKE LINK」に「すみっコぐらし」が登場！ 阪急 

 

すみっコぐらし 星空さんぽケーキ 

(2～3 人用、直径 14cm、高さ 5.5cm)  

6,654 円 ※送料込み 【限定 100 個】 

星型のホワイトチョコレートムースの中

に、ベリームースをしのばせています。

周りはピンク色のグラサージュで彩り、ト

ップは蜜漬けの白桃やアラザンで飾りま

した。 



 

自然に寄り添い、天然素材を生かしたモノづくりをお届け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「マジ ドゥ ショコラ」フォンダン・オ・ショコラ 

10 個入り 5,400 円 ※送料込み 

承り期間 12 月 18 日まで 

温めると生地がふわっと軽くなり、中から濃厚

なチョコレートがとろけます。 

 

nanshi さん 

作り手の思いをつなげていきたい 「食祭テラス」から冬の贈りもの 

さまざまな視点から食を掘り下げたイベントを行う「食祭テラス」。各分野に造詣の深い“スーパープレゼン

ター”とともに、新たな食の価値を生み出すイベントを展開しています。そこで実際に開催した、あるい

は開催予定のイベントと連動した商品をお歳暮ギフトとしてご提案します。 

食に携わるスタッフが産地の今を伝える人気店頭イベント「さんちとわたし」が、お歳暮ギフトに初登場で

す。今回は“最後の清流”といわれる四万十川を舞台に、地域と産業、環境、人づくりを行う「四万十ドラ

マ」をピックアップ。未来を見据えて彼らが手掛ける四万十ならではのおいしさを、お楽しみください。 

阪神 

 

高知「四万十ドラマ」 ジグリキントン・ジ

イモキントンセット 各 2 個入り 4,104 円 

※送料込み 

承り期間 12 月 15 日まで 

ジグリキントンはしまんと地栗を、ジイモキ

ントンはさつまいものシルクスイートを使っ

て作りました。素材そのものの甘みが堪能

でき、なめらかな口当たりが魅力のおいし

さです。 

「マジ ドゥ ショコラ」は、買い手が生産者と直接取引をする「ダイ

レクトトレード」に取り組んでいます。生産者の方々を少しでも豊か

に、笑顔にしたいという思いのもと、実際にカカオ産地を訪れてこ

だわりのチョコレートスイーツを手掛けています。そうして作られた

フォンダンショコラは、カカオ生産者も、作り手も、食べる私たちも

笑顔になれるスイーツなんです。 

阪神 

 

５月３日～９日開催した「＃焼き菓子のある時間」は、全国で年間１０００種類以上のスイーツを食べ歩く

インフルエンサーnanshi さんの案内で、幅広く奥深い焼き菓子の魅力に迫りました。 



 

〇阪急阪神百貨店のギフトカタログ 

 

 

〇インターネットからのご注文では、赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が期間中商品代金

10％ＯＦＦ（清酒やワインなどは 5％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

〇阪急百貨店の「赤いギフトカタログ」、「青いギフトカタログ」掲載商品のご注文は、阪急オアシス・イズミ

ヤ全店と関西スーパー５店舗（中央店・荒牧店・桜台店・大社店・大和田店）でも承ります（承り期間は

10/26（水）～12/23（金））。 

阪神百貨店

赤いギフトカタログ 青いギフトカタログ きいろのギフトカタログ

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引対象カタログ(掲載商品5％～
15％OFF)。

・こだわりギフトを約500点掲載。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み。

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引対象カタログ(掲載商品5％～
15％OFF)。

プレミアムフードギフト
３６のおいしいもの物語

阪急プラットファームマーケット
ギフトカタログ

みどりのギフトカタログ

・稀少素材など特別に企画した数量限定
ギフトを36点掲載。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み。

・物語のあるギフトを約30点掲載。
・博多・都筑阪急、大井食品館は取り扱
いなし。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み。

・こだわりギフトを約450点掲載。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み

阪急百貨店



 

<ご参考＞ 

 

本年の売れ筋予測 

 

〇阪急うめだ本店 

 

 

 

〇阪神梅田本店

 

 

 

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 洋菓子 1 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 ビール 2 廣岡揮八郎ステーキハウス三田屋　ハムギフト 5,400円

3 ハム・ローストビーフ 3 アンリ・シャルパンティエ　タルト・フリュイ・アソートＳ 3,240円

4 かずの子・鮭・明太子 4 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

5 和菓子 5
シュガーバターの木
シュガーバターの木サンドコレクション36個入

3,240円

6 惣菜 6 伊藤ハム　ハム・ローストビーフ詰合せ 5,400円

7 コーヒー・紅茶 7 ヨックモック　クッキーアソート 3,240円

8 清涼飲料 8 叶匠壽庵　冬ハレ 3,240円

9 フルーツ 9 日本ハム　国産プレミアム美ノ国ハム詰合せ 3,240円

10 のり 10 サッポロ　ヱビス生缶ビールセット 5,500円

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 ビール 1 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 洋菓子 2 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

3 ハム 3 廣岡揮八郎ステーキハウス三田屋　ハムギフト 5,400円

4 かずの子・鮭・明太子・味噌漬 4 アンリ・シャルパンティエ　タルト・フリュイ・アソートＳ 3,240円

5 和菓子 5
シュガーバターの木
シュガーバターの木サンドコレクション36個入

3,240円

6 佃煮・惣菜 6 モンロワール　リーフメモリーギフトボックス(パープル) 3,240円

7 コーヒー・紅茶 7 アンテノール　クッキーアソート 3,240円

8 銘茶・のり 8 四大銘柄　生缶ビールいろいろセット 3,300円

9 焼酎・地酒・清酒 9 カタログギフト　美味百撰　紅花 5,500円

10 清涼飲料 10 ５５１蓬莱　冬の豚まんセット 5,551円



２０２２年１０月４日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

阪急メンズ ＯＭＯ戦略を強化 

～店舗ホームページとＥコマースを統合し、メディアコマース化～ 

 

株式会社阪急阪神百貨店は、１０月５日、ＯＭＯ戦略強化の一環として、阪急メンズの東西の店舗

ホームページと阪急メンズオンラインストア(E コマース)を統合します。阪急メンズの情報を発信し、店

頭取扱商品とオンラインストアの商品をシームレスに購入していただける“メディアコマース”として

WEBサイトをリニューアルいたします。 

 これにより、阪急メンズ大阪、阪急メンズ東京の商品情報やイベント情報が WEB サイト内で一本化

され、お客様の居住地に関係なく、オンラインを起点とした“ＡＬＬ阪急メンズ”としての魅力ある情報

コンテンツをお届けすることが可能となります。 

また、あわせて現在展開中の「阪急メンズ東京アプリ」も「阪急メンズアプリ」として再編します。阪

急メンズ東西店舗スタッフ（人）の魅力をメインとした機能を充実させ、より多くのお客様と出会うだけ

でなく、繋がり続ける取り組みもより一層強化してまいります。 

新サイト URL ： https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/ （１０月５日午前８時までは旧サイトにつながります）  

【阪急メンズ新統合サイトについて】 

既存のサイトを統合し、阪急メンズのすべての情報が 1 つのサイトでご覧いただけます。 

① 3 つのサイトが持つ機能を統合 

阪急メンズ大阪と阪急メンズ東京、両店のホームページおよび、EC サイト「阪急メンズオンライン」

の機能を統合し、それぞれの情報を一覧で確認できるプラットフォームに。店舗体験情報や EC の

商品情報が融合され、お客様がたどり着きたい情報へスムーズにアクセスできます。 

② EC サイトと、店頭商品をご紹介する WEB カタログを統合 

現状、異なるプラットフォーム上にある EC と WEB カタログの商品情報を一本化し、並列で掲載。

一覧で閲覧・検索が可能になります。リモートショッピングサービス「Remo Order」のご利用で WEB

カタログ商品もご自宅から購入できるため、店頭とオンラインをよりシームレスに行き来できるお買

い物環境が整います。EC、WEBカタログともに掲載商品も拡大していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

現在  10月 5日～ 

阪急メンズ大阪のホームページ 

ECサイト 阪急メンズ東京のホームページ 

https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/


【参考】 具体的なコンテンツ ※画像は全て開発中のもので、実際の画面とは異なる可能性があります。 

 

■ What’s New 

 

阪急メンズ東京、阪急メンズ大阪、EC サイトから、 

最新コレクションやイベント情報をお届けします。 

店ごとの情報はもちろん、阪急メンズ両店とオン 

ライン共通テーマのコンテンツも登場します。 

 

どこで開催されているイベントの情報なのか一 

目でわかるように、記事にはアイコンを表示。大 

阪が城、東京がタワー、オンラインストアはパソ 

コンのアイコンで表現します。 

 

 

 

■ What Day Is It Today? -今日は何の日？- 

 

毎日サイトを訪れたくなる仕掛けとして、知っ 

ているようで知らない「今日は何の日？」の 

情報を発信するコンテンツです。 

 

その日に起こった歴史的な出来ごとやエピソ 

ード、それにまつわるアイテムなど、新しい感 

性や気付きに出会えるモノやコトをご紹介し 

ます。 

また、その日にまつわる阪急メンズのイベン 

トや商品情報も合わせてご紹介します。   

 

 

 

 

 

■ Voice Of Specialists 

 

阪急メンズの「人」にフォーカスした、サービ 

スや技術を紹介・発信するコンテンツ。お客 

様に寄り添いながら、さらに一歩先を行くサ 

ービスを提案するスタッフをご紹介します。 

 

実際に店舗に勤務する販売員の人となり 

や、普段の接客ではわからないスキルなど 

を紹介し、店頭への来店動機や、ロイヤリ 

ティの向上を図ります。 

 

 



【参考】 各店の概要 

 

阪急メンズ大阪 

こだわりのファッションアイテムや最先端ブランドを世界各国からセレクトした、圧倒的

な品揃え。本物のファッションと男を磨く愉しみを発信する国内最大級のメンズファッシ

ョンスペシャリティストア。 

 

店 長：猿木 哲郎 

建物概要：地階～5階 

営業時間：平日 午前 11時～午後 8時 

土曜日・日曜日・祝日 午前 10時～午後 8時 

住 所：大阪府大阪市北区角田町 7番 10号 

電話番号：06-6361-1381 

 

 

阪急メンズ東京 

メンズファッション、カルチャーの起点、時代の流れに敏感な男たちの冒険基地。少年の

心を忘れないすべての男たちに捧げる、新しいスタイルのデパートメントストア。 

 

店 長：中村 源 

建物概要：地階～8階 

営業時間：平日 正午～午後 8時 

土曜日・日曜日・祝日 午前 11時～午後 8時 

住 所：東京都千代田区有楽町 2丁目 5番 1号 

電話番号：03-6252-1381 
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今年は25日が日曜日。“早期予約”と“お届け”で準備万端に！

「クリスマスケーキ」予約スタート！
◎予約期間：＜インターネット＞10月8日（土）～12月15日（木） https://web.hh‐online.jp

　　　　　　　　＜店頭＞10月8日（土）～12月20日（火）※店頭にないブランドの予約はインターネットのみ

◎お渡し日時・場所：12月22日（木）～25日（日）／場所：9階催場

　阪急うめだ本店では、早くも10月8日（土）からクリスマスケーキの予約がスタートします。昨年は、イン

ターネットでの事前予約と、ケーキを自宅にお届けするケーキ宅配合わせて前年の10％アップと好調

でした。今年は12月25日のクリスマス当日が日曜日ということで、ケーキの予約がさらに混み合うと予想

されます。早めの準備で、当日はゆっくりとパーティーをお楽しみください。

■業界初のサービス『阪急のケーキ宅配』。ケーキが自宅に届く時代に。

離れて暮らしていてもケーキをギフトとして贈れるというニーズや、持ち帰る際の型崩れの心配といった

お悩みを解消。“ケーキは届ける時代”に突入しています。お届け台数の増便、商品のラインアップ拡

大など、昨年の2倍の台数をご用意しました。

〇「ケーキリンクオリジナル」アリスのMEET the WONDER CAKE

(直径12×高さ10cm）5,940円【阪急限定】

アールグレイ茶葉を混ぜ込んだスポンジ生地にオレンジピール入りの

オレンジソースをサンド。ケーキの中を一部空洞にし、その中にマー

ブルチョコを仕込むなど、「不思議の国のアリス」ストーリーを再現した

遊び心満載のオリジナルケーキです。

ケーキの周りにはベルギー産チョコレートクリームを使用し、表面に

チョコレートのグラサージュを施しました。
「ケーキリンクオリジナル」アリスのMEET the WONDER CAKE

(直径12×高さ10cm）5,940円【阪急限定】[冷凍配送]

「アンリ・シャルパンティエ」

ヴァン・ド・ノエル（クリスマスの風）

（直径12.5×高さ5.2cm）5,940円

【販売予定数200、阪急限定】

[冷凍配送]

「五感」

五感のクリスマスデコレーション

（直径15×高さ6.5cm）3,996円

[関西地区宅配]

「トシ・ヨロイヅカ」

ショコラ バナンヌ

　(縦8×横17cm)　5,651円

[東京23区宅配]

1
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各宅配サービス概要：（対象商品が異なります）

〇全国宅配「CAKE LINK」（冷凍便）

◎お届け日：12月17日（土）～24日（土）/配送料：全国一律660円

◎配達地域：全国（※一部離島を除きます）

〇関西エリア限定「KANSAI CAKE DIARY」

◎お届け日：12月23日（金）～25日（日）/配送料：一律990円/配達時間：午前9時～午後３時

◎配達地域：

大阪府（※一部対象外地域あり）

［大阪市、豊中市、吹田市、箕面市、池田市、高槻市、茨木市、摂津市、堺市（北区・堺区）］

兵庫県（※一部対象外地域あり）

［尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市］

〇東京23区限定「TOKYO CAKE DIARY」

◎お届け日：12月23日（金）～25日（日）/配送料：一律990円/配達時間：午前9時～午後３時

◎配達地域：東京23区全域

■毎年、予約スタート早々に売り切れるバイヤー渾身の特別企画。

〇「マサヒコ オズミ パリ」グラン ザブトン モンブラン

（縦14×横14×8.5cm）9,951円【阪急限定、販売予定数120】

他にはないラグジュアリーなケーキを発表し続ける日本パティシエ

界の新生・小住匡彦による繊細な阪急限定のクリスマスケーキ。

今回メイン素材となるのは、カルピス(株)発酵バターと丹波栗“銀

寄”を贅沢に使用。中には、発酵バターを使用したガナッシュや

ジャンドゥーヤ、ビスキュイカカオなど、様々な食感が6層にも重な

り、丁寧に裏ごししたマロンペーストが口の中でほどけるように滑ら

かなモンブランです。
「マサヒコ オズミ パリ」グラン ザブトン モンブラン

（縦14×横14×8.5cm）9,951円【阪急限定、販売予定数120】

〇「トゥシェ ドゥ ボワ」ティザンヌ

（直径12×高さ4.5cm）4,891円【阪急限定、販売予定数100】

“イングリッシュガーデン”をテーマに、新潟市「CuRA！（チュラ）」のハー

ブをメインに構成した阪急限定のクリスマスケーキ。

レモングラスにマダガスカル産カカオのミルクチョコレートを合わせて作

り上げたムースをケーキのベースに、中には、レモンバーベナのビス

キュイ、ローズゼラニウムを使用したババロワ、ブラッドオレンジジュレオ

レンジコンフィがアクセントになっています。チョコレートやオレンジに負

けず、見事にマリアージュしたハーブが味に深みを出しています。

「トゥシェ ドゥ ボワ」ティザンヌ

（直径12×高さ4.5cm）4,891円【阪急限定、販売予定数100】

ほかにも、素材と素材を掛け合わせて生み出した“関西で活躍するパティシエたちのケーキ”や、“世界

に名だたるパティスリー＆ショコラトリーのケーキ”、こだわりの素材で作り上げるとっておきの“プレミアム

コレクション”をはじめ、地下1階スイーツストリートの人気ブランドのケーキなどが揃います。
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2022/09/28 あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

 

 

 

 

 

 

 あべのハルカス近鉄本店では、初企画となるクッキーを集めた催事「COOKIE WORLD」を開催します。 

最近は、バターにこだわったものや、形が特徴的なものなど中身に注目されるだけでなく、入れ物である

缶や箱のかわいらしさからも人気が高まっているクッキー。あべのハルカス近鉄本店にも、９月 30 日（金）

に「ザ・マスター ｂｙバターバトラー」が西日本初登場するほか、百貨店のデパ地下には焼き菓子専門店

が続々とオープンしています。本催事では、「常設店が無くネットでしか買えない」「予約販売は即完売」

「催事出店時は行列」の人気店や、有名パティスリーのクッキー缶など 50 種類以上のクッキーを集めまし

た。 

【開催期間】10 月５日（水）～11 日（火）※最終日は 15：00 閉場 

【開催場所】ウイング館９階催会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＯＯＫＩＥ ＷＯＲＬＤ 
“缶入り”が大ブーム！50 種類以上のクッキーが大集合 

名古屋にあるバターにこだわった焼き菓子専門店から

は、秋らしい素材を使ったバターサンドを販売します。 

＜Buttery（バタリー）＞ 

バタリーサンド（カシス・栗・かぼちゃ） 

【各日限定数 20】９個入 3,240 円 

スパイスやお酒を使い、「金曜日の深夜に食べてほし

い」お菓子を作る大人のための焼き菓子屋。 

＜８・７BAKE SHOP＞クッキー缶（大）１缶 2,592 円 

※10 月９日(日)～11 日(火)限定 

現在は、通販と催事出店時にしか買えない京

都の焼き菓子店。 

＜fuminote＞クッキー缶 spika【各日限定数 50】 

１缶 4,950 円 ※10 月５日（水）・８日（土）限定 

 

店舗は月に数回しかオープンしないという、

岡山の人気焼き菓子店。 

＜焼き菓子屋心種 coco-tane＞ 

クッキー缶 リス【限定数 50】 １缶 1,650 円 

※10 月８日（土）限定 
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2022/09/28 あべのハルカス近鉄本店ＮＥＷＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram のフォロワー数 1.4 万人を超える神戸の

人気店。月に１回しか販売していないクッキー缶を

本催事で販売します。 

＜ル ポン＞LE PONT クッキー缶【各日限定数 40】 

１缶 3,550 円 ※10 月５日（水）・８日（土）限定 

オリジナルプリントの絵柄が可愛いクッキー缶。

店舗の看板にもデザインされている「スミレさん」

を中心に手作りのクッキーが並びます。 

＜violet ビヲレ＞スミレさんクッキー缶 

【限定数 100】１缶 3,780 円 

〇その他の販売ブランド（50 音順） 

あじさいにかたつむり、芦屋プール・トゥジュール スウィーツ、アトリエココ、 
アノヒアノトキ、あまみカオリ研究所、アンデルセン、UN LIVRE、ヴィヴェル パティスリー、 
エイタブリッシュ、カフェ ド パリ、鎌倉レ・ザンジュ、桜坂 AZUL、セゾン・ド・サンクェム芦屋、 
タブレス、ディアマドレーヌ、デメル、トシヨロイヅカ、ドーター・ブティック、ハニーマザー、 
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ、パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ、ハバ・サ・ハナ、 
バンディービーンズ、ピエール・エルメ・パリ、ビスケットバレル、フレデリック・カッセル、フロインドリーブ、 
ぴよりん、マリベル、ミュゼ ドゥ ショコラ テオブロマ、ラ・フェット、メゾンド・プティ・フール 

香港の代表的なお土産としても有名なクッキー。 

くまのオリジナルデザイン缶も人気です。 

＜ジェニーベーカリー＞クッキー詰合せ 

１缶 2,680 円 

※缶のデザインが変更になる可能性があります。 

苺とフランボワーズの自家製ジャムをサンドし

たクッキー。小麦とバターは北海道産を使用す

るなど、原料にもこだわっています。 

＜Café de Zaza＞お花のジャムクッキー 

【限定数 100】12 枚 1,500 円 

【同時開催】びんものマルシェ 

理化学ガラス製品を職人が加工したオリジナル商品や、エジプト伝統工芸品の香水瓶など、 

「びん」にまつわる様々なアイテムが揃うほか、ワークショップも開催します。 

 



 

 
 
 

1 

2022/10/07 
近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

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

 

 

 

 

 

 近鉄百貨店では、10 月５日（水）より、2022 年のお歳暮商戦「2022 近鉄冬の贈りもの」がスタートします。

10 月５日（水）10：00 から近鉄ネットショップでの受注を開始し、店頭での受注は、10 月 19 日（水）にあべ

のハルカス近鉄本店他計６店舗を皮切りに各店で順次スタートします。 

 昨今のお歳暮商戦は、贈る相手の年代や好みを考えた、“パーソナルギフト”の需要が高まっています。

また、ライフスタイルの変化によりイエナカ時間を大切にする方が増え、ご自宅用商品に対するニーズもさ

らに高まっています。 

そこで、今年のお歳暮商戦は、特別感があり見た目にもこだわった“スイーツ”を特に強化しました。バ

イヤーが厳選した近鉄百貨店限定商品が揃うほか、あべのハルカス近鉄本店に今年９月にオープンした

洋菓子ブランドのギフトが初登場します。さらに、今年のお中元で前年比 22.8％増と好調だったご自宅用

商品についても、１年間頑張った自分への“美味しいごほうび”をテーマに、スイーツに注力しています。 

そのほか、「SDGｓ」をテーマにした商品の販売や、物価高騰が続く中、ビールやジュースなどお歳暮定

番商品 20 点が送料無料となるサービス「近畿２府５県送料無料」といったお得なキャンペーンも引き続き

実施します。 

 

■承り期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アイテム数 約 1,600 点（前年並） ※和歌山店、四日市店はカタログが異なります 

■売上目標 前年越えを目指す 

■本年の特徴 

１．バイヤーがこだわった“スイーツ”をはじめとする限定商品 

・あべのハルカスからの美味しい贈りもの 

・＜近鉄限定＞美味彩々 

・SDGｓな贈り物 

２．売上が伸びているご自宅用商品の強化 

・自分への“美味しいごほうび” 

３．お得なキャンペーン 

・近畿 2 府 5 県送料無料おすすめギフト 

店名 期間 

あべのハルカス近鉄本店、 

上本町店、東大阪店、 

奈良店、橿原店、和歌山店 

10 月 19 日（水）～12 月 25 日（日）※68 日間 

生駒店 
11 月９日（水）～12 月 13 日（火） ※35 日間 

※配送のみ承ります 

四日市店 11 月４日（金）～12 月 25 日（日） ※52 日間 

草津店 10 月 20 日（木）～12 月 25 日（日） ※67 日間 

近鉄ネットショップ 10 月５日（水）10：00～12 月 25 日（日）18：00 ※82 日間 

近鉄百貨店のお歳暮 
ネットショップ 10 月５日（水）、店頭受注 10 月 19 日（水）よりスタート 
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2022/10/07 
近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

※表示価格には消費税が含まれています。 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近鉄限定＞美味彩々 

１．バイヤーがこだわった“スイーツ”をはじめとする限定商品 

完全国産栗で食べ比べができる商品を初企画。添加物、香料不使

用で栗本来の味を楽しめます。無糖の生クリーム使用で栗が主役

の逸品。 

＜四万十ドラマ＞ジグリフレンズくりくらべ 5,400 円 

左から しまんと栗モンブラン（高知県産）、 

すき栗モンブラン（宮崎県産）、 

なごみ栗モンブラン（熊本県産） 

あべのハルカス近鉄本店内に売場やレス

トランを構える人気のブランドからおすすめ

の商品を 94 点厳選しました。 

黒豆二煮と塩味のきいたオリジナルの黒豆餡

のおいしさを丸ごと堪能いただけるパイ。何層

にも重ねたパイ生地に包み、こんがりと焼きあ

げました。 

＜やまゆ＞丹波黒豆パイ 5,940 円 

あべのハルカスからの 

美味しい贈りもの 

ザ・マスター by バターバトラー 

この秋西日本初登場した、バターにこだわったショップから、

ラムレーズンバタークッキーとラムレーズンバターケーキの詰

め合わせが登場。ラムレーズンバタークッキーは、フランス産

バターを使用した生地に、メープル味のシュトロイゼルを乗せ

て香ばしく焼きあげ、メープルの甘みとラムレーズンの酸味が

効いた、深みのあるクッキーです。ラムレーズンバターケーキ

は、フランス産バターが香るしっとりとした生地に、ラムレーズ

ンを閉じ込め、ホワイトチョコレートとブラウンシュガーが、コク

とうまみを演出する、贅沢な味わいです。 

ザ・マスターセレクション 3,564 円 

 

ア・ラ・カンパーニュ 

1991 年神戸で生まれたこだわりタルトのお店。今回の焼菓子

ギフトは、口どけなめらかな３つのフレーバーのバタークリー

ムを使用したクッキーサンドと、木の実や栗のタルトレットを詰

め合わせた冬の贈り物です。 

カドー シャルルー ミリュー 3,240 円 
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自分への美味しいごほうび 

２．売り上げを伸ばしている自宅用商品の強化 

SDGｓな贈り物 

＜亀久堂＞ 

冬の吉野葛スイーツ詰合せ 

2 段 4,536 円 

大粒の帄立を昆布とかつお出汁で柔らかくジューシーに

炊きあげた「大粒帄立のやわらか煮」、希少価値の高い

天然小鮎を使用し、素材本来の味が持つほろ苦さと生

姜のさっぱり感が引き立つ「天然小鮎のやわらか煮」の

詰合せ。出汁をこす際に使用するガーゼに和紙繊維ガ

ーゼを使用し、古くなったガーゼは野菜を育てる土に使

用。そこで育てた野菜を使って商品を製造することで循

環型の SDGs 実現を目指します。 

大粒帆立と天然小鮎のやわらか煮詰め合わせ 

3,240 円 

３．お得なキャンペーン 
ビールやハムなどお歳暮の定番商品 20 点が、該当府県へ

のお届けが送料無料になります。 

物価高騰が続く中、お得な 

キャンペーンを引き続き 

実施します。 

※該当府県以外は 

送料一律 495 円 

熊本 和王モモステーキ 

9,720 円 

４種のごちそうチーズセット 

5,400 円 
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あべのハルカス近鉄本店では、秋の開催は３年ぶりとなる大北海道展を２週間にわたり開催します。 

第一週目は、「北海道のミルク」を大々的に取り上げ、北海道各地の牛乳や飲むヨーグルトなど約 100 種

類を販売するほか、北海道産の乳製品を使ったスイーツが揃います。 

第二週目の目玉は、「コラボレーション」企画。ラーメン激戦区としても知られる北海道・札幌に店を構える

人気ラーメン店と大阪の有名店がコラボレーションした新しい業態のラーメン店が登場するほか、北海道

のベリー農家とスイーツメーカーがコラボレーションしたオリジナルスイーツが会場で楽しめます。 

 

【開催期間】10 月 19 日（水）～11 月１日（火）※10 月 25 日は 19：00、最終日は 15：00 閉場 

【開催場所】ウイング館９階催会場 

 

 

 

  

 

第一週目は、「ミルク」を特集します。コロナ禍での外食・観光産業の低迷で、北海道ではミルクの供給過

多で農家の皆さんが困っている中、消費を少しでも手助けしたいと北海道展担当バイヤーが企画しました。

牛乳や飲むヨーグルトなどが約 100種類揃うほか、乳製品を使ったスイーツも登場します。もちろん、海鮮

弁当やいかめし、味噌ラーメンなど「北海道といえば！」のグルメもイートインや実演販売で会場を盛り上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大北海道展 
北海道の物産と観光展 

 

北海道を代表する「よつ葉」をはじめ、北海道各地の牛乳や、飲むヨーグルトを集めました。また、バイ

ヤーおすすめのコーヒー牛乳にも注目です。 

第一週目 ミルクが大集合！ 
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左から 

初登場！北海道産のバターを使用し保存料や合成着色料不使用の優しいバターサンド。 

＜Mashu＞Mashu バターサンド（ラズベリー）１個 491 円ほか 

濃厚な生クリームを使ったスコップケーキ。 

＜まいこのマドレーヌ＞スコップケーキいちごスペシャル １個 2,160円【各日限定 30】 

見た目がまさにチーズのような、レアチーズケーキ。 

＜ヨーグルト専門店 CHACO＞♯CHACOCHEE（プレーン）６個 1,981 円 

ソフトクリームと、隠し味に「ゆず」を使ったブルーベリーソースが相性抜群のパフェ。 

＜カラメル雑菓店＞ベリー・ベリーパフェ １個 851 円【各日限定 50】 

左から 

「十勝マルセイバタ」に、ジャガイモやコーン、大粒のホタテをトッピングしたボリューム満点催事限定ラーメン。 

＜コクミンショクドウ＞特製どさんこ味噌ラーメン １人前 1,595 円【各日限定 50】 

お弁当はかにの身がたっぷりのものから、牛肉の食べ比べ弁当まで山海の幸が揃います。 

＜北海工房＞かに３種盛り御膳 １折 3,780 円 

＜八軒苑＞サロマ和牛極上サーロイン＆希少部位２種食べ比べ弁当  １折 4,320 円 

＜オープニングセレモニー開催について＞ 

大北海道展初日を迎える 10月 19日（水）の開店前には、北海道副知事、北海道貿易物産振興会 会

長、あべのハルカス近鉄本店本店長によるオープニングセレモニーを実施します。 

【日 時】10 月 19 日（水）09：30～ 

【場 所】ウイング館９階催会場 

【参加者】北海道副知事、北海道貿易物産振興会 会長、 

あべのハルカス近鉄本店 本店長 ほか 

【内 容】出席者によるご挨拶、テープカット 

     第 28 代とかち青空レディによるお客様のお迎え 

     北海道観光ＰＲキャラクター「キュンちゃん」登場 
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 第二週目は、「コラボレーション」を特集します。ラーメン激戦区ともいわれる北海道・札幌の人気店「ら

あめん新」と、大阪で行列のできるラーメン店としても有名な「人類みな麺類」が、初めてコラボレーション

し、新ブランドを立ち上げます。大阪と札幌の美味しいお店を知り尽くしたバイヤーだからこそ両社を引き

合わせることが出来た新たな企画で、今回特別にオープンに先駆け会場で一足早く味わうことができま

す。  

また、北海道・十勝の“ときいろファーム”が化学肥料・化学農薬・除草剤を使用せず栽培したこだわり

あふれる様々な種類のベリーを使用したデザート＆スイーツが大集合します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らあめん新 ARATA の人気商品「ユッケジャンラ

ーメン」をベースに人類みな麺類がアレンジを加

えた新しいラーメンです。 

＜人類みな辛さのすべて＞  １杯 950 円 

第二週目 コラボレーション企画！ 

左から 

ときいろファームのハスカップとラズベリーを使ったタルト。 

＜まいこのマドレーヌ＞ときいろハスカップタルト、ときいろラズベリータルト 各１個 389 円 

ベリーベリーオムレット １個 648 円【各日限定 100】 

北海道を代表するスイーツメーカーからは、ときいろファームのベリーをふんだんに使ったパフェが登場。 

＜小樽洋菓子舗ルタオ＞十勝ときいろベリーとレアチーズのパルフェ １杯 1,320 円 

栄養価が高く、「奇跡の果実」ともいわれる、バイヤー一押しの「シーベリー」を使用したパフェ。 

＜カラメル雑菓店＞シーベリーパフェ １杯 851 円【各日限定 50】 

 



 

 
   

 
 

福祉×アートで心地よい暮らしを提案 

第１０回「くらしのデザイン展２０２２」開催 
西武池袋本店では２０１３年より、自分らしく豊かに生きる暮らし方を提案する「くらしのデザイン展」を開催しています。

Good Over 50’s®－大人の暮らしの自己実現－をコンセプトに、優良な道具と住まい方をご紹介してきました。     

第１０回目となる今年は「ケアとアートとデザインと」をテーマに開催いたします。東京藝術大学、日本デザイン振興会、  

そごう・西武、ケアリングデザイン、豊島区が協力し、福祉とアートとデザインを融合させた新たな商品や取り組みをご紹介。

産官学が連携し、だれにとっても心地よい暮らしを提案いたします。 
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※本リリースの掲載画像はイメージです。 【グッドデザイン賞で知る「ケア×デザイン」】 

多様な個人の「意」が交わり、響き合う＝「交意と交響」をテーマにした２０２２年度グッドデザイン賞。会場では２０２２年度
のグッドデザイン賞受賞アイテムをいち早くご覧いただけます。ケアプロダクト、インクルーシブプロダクトといった身の回りに  
困りごとを抱える人によりそうデザインや、より心地よい毎日のためのセルフケアプロダクト約３０点をご紹介します。 

［展示アイテム例］ 

持って出かけたくなる白杖 
「ミズノケーンＳＴ」ミズノ株式会社 

バネ弾性を活用、シニアの使い 
やすさを追求したリュック 
「バネパカリュック［マユマサ］」 
株式会社ファースト・スパイク 

着る人・着せる人両方の視点から
考えたルームウエア 
「Keamu」富士経編株式会社 

後脚に障がいがある犬の歩行を 
補助するサポートカート 
「WANCORO」旭工業株式会社 

＜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 

 

【展開概要】 
■テーマ：「ケアとアートとデザインと」 
■会期：１０月２２日（土）～１１月７日（月） 
■会場：西武池袋本店７階（中央Ａ６） 
＝インテリアフロア特設会場、くらしのデザインサロン 

■西武池袋本店特設ページ： 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1638978.html?cateid=121 

［主催］くらしのデザイン展実行委員会 
［共催］㈱そごう・西武、一般社団法人ケアリングデザイン 
［協力］公益財団法人日本デザイン振興会、東京藝術大学 
［後援］豊島区（９０周年記念フレンドシップ事業） 

幅広の座面と厚手ファブリックによる 
快適な座り心地 
「IKIKI グランドチェア」株式会社ミキモク 

災害時の赤ちゃんへの授乳を守る 
ための備えやすい製品 
「災害用授乳カップ」ビジョン株式会社 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1638978.html?cateid=121


 

                
【東京藝術大学が取り組む「アート×福祉」】 

東京藝術大学は、テクノロジー、医療・福祉、地域などをアートを介して横断することで、高齢化や孤独や孤立といった 
社会課題に向き合い、誰もがウェル・ビーイングでいられる社会づくりに取り組んでいます。会場で展示されているプロダクト
や作品や書籍は、東京藝術大学と企業や団体との協働によって生まれたものや、これから連携を進めようとする企業の 
新しいテクノロジーを紹介するものです。 

【豊島区の取り組みをご紹介】 

豊島区は西武池袋本店と『ＦＦパートナーシップ協定』を締結しています。また、豊島区は 
そごう・西武の「くらしのデザイン展２０２２」、「誰もが主役になり、笑顔で幸せを感じられる 
社会の実現」に取り組む活動として、区制９０周年のフレンドシップ事業に位置付けて   
います。会場では「ケアとアート」「ケアとデザイン」にあわせた豊島区の取り組みをご紹介  
いたします。 
■会場：西武池袋本店７階（中央Ａ６）＝インテリアフロア特設会場 
■会期：１０月２２日（土）～１１月７日（月） 

「センサリールーム」 
発達障がいと言われる方々は、大きな音や他人の中に身を 
おくことが苦手です。そのような人々が安心して観戦するための
環境、それがセンサリールームです。公益財団法人日本   
サッカー協会と東京藝大が共にデザインしました。 

「だれでもピアノ®」 
東京藝大がヤマハ株式会社とともに開発。鍵盤を叩けば  
一音ごとに伴奏とダンパーペダルが自動で追従して、誰でも 
ピアニストになったかのような演奏を体験できます。障がい児  
教育現場や高齢者向けレッスン等で広く親しまれています。 

［展示内容例］ 

＜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 

 

【くらしのデザインサロン「Room with Art brut」】 

アール・ブリュットはフランス語で「生の芸術」を意味し、日本では主に障がい者の
アートを言います。昨今、その魅力にも注目が高まり、卓越した作品をデザイン 
ベースとしてプロダクト化も始まっています。 
今回くらしのデザインサロンでは、端正な北欧の名作家具にアール・ブリュットの 
作品やテキスタイルを取り入れたインテリアコーディネートをご紹介します。北欧家
具の「静」とアール・ブリュットの「動」が交わるインテリアの妙味をお楽しみください。 
■場所：西武池袋本店７階（中央Ａ６）＝くらしのデザインサロン 
■会期：１０月２２日（土）～１１月７日（月） 

【NISHINARI YOSHIO 特別展示】 

美術家の西尾美也が、大阪の西成にある「kioku 手芸館たんす」に集まる
地域の女性たちとの共同制作により立ち上げたファッションブランド。予期 
せぬズレをコンセプトの一つに、日常を生きるための服を提案しています。 
［期間限定販売会］ 
■場所：西武池袋本店７階（中央Ａ６）＝くらしのデザインサロン 
■会期：１０月２２日（土）・２３日（日）・２９日（土）・３０日（日） 

１１月５日（土）・６日（日）各日午後１時～７時 



 
 

 ２０２２年１０月 

 

Press Release 

 

 

 
 

飲食店の食べ残しを持ち帰ることから始める食ロス削減 

「ｍｏｔｔＥＣＯ（モッテコ）検証事業」実施 
 
そごう・西武は食品ロス削減を推進するために、１０月の食品ロス削減月間に百貨店協会が実施する  

「ｍｏｔｔＥＣＯ（モッテコ）検証事業」に参加します。ｍｏｔｔＥＣＯは、環境省が２０２１年から「食べ残しは、自己責任に

より持ち帰る」ことで食品ロス削減を訴求している活動です。 

そごう・西武では西武池袋本店、そごう横浜店、そごう広島店の１３の飲食店で実施します。飲食店における食

品廃棄の内６割を占める食べ残しの削減が大きな課題とされる中で、ｍｏｔｔＥＣＯの取り組みで食品ロスの削減を

目指します。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜そごう・西武の食品ロス削減の取り組み＞ 
そごう・西武では２０５０年までに、売上百万円あたりの食品廃棄物発生量を２０１３年度比で７５％削減し、 

食品廃棄物を１００％リサイクルすることを目標としています。 

西武秋田店では、レストランや社員食堂で発生した生ゴミを有機肥料化。地元農家で利用していただき、 

生産されたりんご等を西武秋田店で販売する「食品リサイクルループ」を構築しています。また西武所沢S.C.、

西武東戸塚S.C.では地域のフードバンクと連携し食品を回収する「フードバンクキャンペーン」を定期的に開

催。お客さまとともに食品ロス削減にむけた取り組みを推進しています。 

 

 

 

【概 要】 

■期間：１０月１５日（土）～３１日（月） ※そごう広島店は１０月４日（火）～３１日（月） 

■開催店舗：３店舗１３レストラン 

西武池袋本店（とんかつ まい泉、銀座 天一、千房、麻布笄軒、銀座アスター ベルシーヌ池袋） 

そごう横浜店（銀座 天一、千房、ビストロ石川亭、銀座アスター） 

そごう広島店（銀座 天一、みっちゃん総本店 雅、ゆあさ、チャイナグリル・マダムシェンロン） 

 

＜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 

■お客さま向けチラシ ■店頭ステッカー 
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催事場来場顧客の定量的な顧客データ取得へ 

ＡＩカメラを活用した顧客分析実証実験第二弾開始 
 

そごう・西武は西武池袋本店の催事場を対象にＡＩカメラを活用した顧客分析の実証実験第二弾を開始しました。今

回の顧客分析では催事場に来場したお客さまの数の把握と属性（性別・年代）を推定します。 

＜今までの催事場の課題＞ 

催事場は集客力が高いフロアである反面、特に物産展はメンバーズカードの対象外ということから、どのようなお客さま

が来場しているのか定量的なデータを取得できていませんでした。 

＜今後の活用について＞ 
今回 AI カメラによる顧客分析により催事場に来場したお客さまの数の把握と属性（性別・年代）を推定することができ

るようになったことで、今後は取得したデータをもとによりお客さまのニーズに合った品揃を進めることが可能になりました。 

また将来的には催事場と他のフロアへのお客さまの回遊分析を行い、催事場で開催されている催事が他のフロアへの

集客に効果があるのかを分析し、催事場の品揃の改善や展開計画の見直しにつなげてまいります。 
 

実証実験概要 
■期間：１０月１２日（水）～２月２８日（火） 

■実証実験対象フロア：西武池袋本店 ７階＝催事場    ■ＡＩカメラ設置台数：８台 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

■実証実験第一弾の成果 

西武池袋本店の２階で４月１８日（月）～５月２０日（金）に実施した実証実験では、２０代の若年層が想定以上に来
店しているという事実が見えてきました。実際に商品を購入している顧客に比べてフロア来店者は１０歳以上若いという結
果です。この結果は現在進めている西武池袋本店の２階のフロア改装にも活かされています。 

■お客さまのプライバシーに配慮したデータ収集 

今回の実証実験はＩｄｅｉｎ株式会社の技術を採用。同社が提供するエッジＡＩプラットフォームＡｃｔｃａｓｔを活用することで
取得した情報をＡＩカメラ内での処理が可能となりました。そのため解析結果はテキストデータのみとなるため、お客さまのプ
ライバシーにも配慮したデータ収集で個人を特定せずに情報を活用することができます。 
 

※本リリースの掲載画像はイメージです。  

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

 

＜Ｉｄｅｉｎ株式会社について＞ 

安価な汎用デバイス上での深層学習推論の高速化を実現した、世界にも類を見ない高い技術力を有するスタートア

ップ。当該技術を用いたエッジＡＩによる現場データ収集プラットフォーム「Ａｃｔｃａｓｔ」を開発し、実用的なＡＩ／ＩｏＴシステ

ムを開発・導入・活用する開発者及び事業会社へのサービス提供を行っております。 

コーポレートサイト URL: https://www.idein.jp 

 

＜AI カメラ設置の様子＞ ＜１０月１８日（火）まで開催している京都名匠会＞ 

https://www.idein.jp/


 

 
   

 
 

グラフィティ―の申し子、ストリートアートの父 

「バンクシー＆ストリートアーティスト展」開催 
西武池袋本店では１０月２０日（木）～１１月１５日（火）の期間、別館２階西武ギャラリーにて、「バンクシー＆ストリート

アーティスト展」を開催いたします。展覧会では、バンクシー作品を認証するPest Control（ペストコントロール）が真正を 

証明した作品とともに、彼が携わったレコードやＣＤのジャケットなどと合わせ、総勢３０名以上のストリートアーティストの 

作品を展示いたします。１９７０年代ニューヨークから始まったストリートアートは、独自の様式を発展させながら、やがて  

世界を席巻しました。バンクシーを入口に、自由でパワフルなストリートアートの世界をお楽しみください。 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６７４１－２８１１  ＦＡＸ：０３－６７４１－２８１４ 

 

【開催概要】 

■会期：１０月２０日（木）～１１月１５日（火）午前１０時～午後８時（入場は閉館の３０分前まで） 

※最終日１１月１５日（火）は、当会場のみ午後４時にて閉場いたします。 

■会場：西武池袋本店 別館２階＝西武ギャラリー 

■料金：大人 1,300 円、大学・高校生 800 円、中学生以下無料 

※クラブ・オン／ミレニアム アプリまたはカードのご提示で入場料 200 円引きにてご入場いただけます。 

※豊島区民のお客さまは、身分証明書などのご提示で入場料半額にてご入場いただけます。 

※「障がい者手帳」各種ご提示で、ご本人さまとご同伴者 1 名さままで無料でご入場いただけます。 

［主催］株式会社そごう・西武 

［後援］豊島区（９０周年記念フレンドシップ事業）、豊島区教育委員会、公益財団法人、としま未来文化財団 

［産学連携］専門学校モード学園グラフィック学科［企画協力］株式会社ホワイトインターナショナル［協力］そごう美術館 

■西武池袋本店ホームページ：https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1639865.html 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

BANKSY《風船と少女》 2004 

This exhibition is private collection,not authorized by the artist Banksy and anonymous Street Artists. Curated by Patrizia Cattaneo Moresi,in 

collaboration with 24 Ore Culture and Artrust. 

BANKSY《投げる人》 2019 BANKSY《今は笑え》 2003 

【展示作品例】 

もっとも注目されるアーティスト、バンクシーとストリートアート 

イギリス出身のバンクシーは素性を明かさず常にミステリアスな存在です。 

ストリートアーティストとして街中の建物の壁に描いたグラフィティ（落書き）は、本来の批判精神や政治的メッセージ、社会

への風刺が含まれた表現で大きな反響を呼び、いまや時代の寵児として作品が驚くほどの高値で取引されています。  

バンクシーはステンシルアートのすぐれた表現者です。あらかじめスタジオでステンシル（型紙）を準備することで、現場では 

それを配置してスプレーするだけで素早く作品を制作します。また、彼が監督した映画はアカデミー賞のドキュメンタリー部門

にノミネートされているなど、多彩な活動を行っています。 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1639865.html


















報道関係資料 

2022 年 10 月 14 日 

株式会社小田急百貨店 

真っ赤なバラのリースケーキや可愛いリボンケーキが登場！ 

新宿小田急の「クリスマスケーキ」 
～ 小田急オリジナルケーキから冷凍配送ケーキまで70種以上！ECサイトにてご予約承り ～ 

  

小田急百貨店新宿店では、EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて、クリス

マスケーキの予約受付をスタート。今年は「CHRISTMAS LOVE ～サンタが恋したクリスマス

ケーキ～」をテーマに、プレゼントを届けにきたサンタクロースが思わず一目惚れするようなケ

ーキが登場。近年見た目が華やかなケーキの人気が続くなかで、今年は明るくかわいいファンシ

ーなデザインから、大人の華やかさあふれるドラマチックな一品までバラエティ豊かに 70 種以

上が揃います。昨年に続き需要の高まりが予想される冷凍配送ケーキには新規ショップを展開し

ます。 

 

2022 年クリスマスケーキのポイント 

♦有名ホテルや注目のパティスリーのケーキが初登場！ 

♦華やかな見た目も楽しめる！小田急オリジナルケーキが多彩に登場 

♦ギフトにも最適！需要高まる冷凍配送ケーキに新ショップが登場 

 

 

■有名ホテルやパティスリーのケーキを初展開！注目の小田急オリジナルケーキ 
 今年初展開する、有名ホテルやパティスリーが小田急オリジナルとして考案したケーキに注目。

バラがモチーフの 6 つのケーキをリースに見立てたアート作品のような美しいケーキや、ナッ

ツやフルーツなど様々な味わいのマリアージュを楽しめる一品を紹介します。 

 

  ①            ②             ③ 

 
 
 
 
 
 
①初登場『ヒルトン東京』Love Rose（直径約 26cm）13,750 円 限定 20 台【小田急オリジナル】 

ヒルトン東京が手がける小田急限定のクリスマスケーキ。真っ赤なバラをリング状につなげてリ

ースに見立てたゴージャスな一品。ライチの華やかな香りを活かし、洋ナシ・ラズベリーと煮込

みガルニチュールを作り、ジャスミンの軽いムースで包みました。少しビターなラズベリーのガ

ナッシュがアクセントです。 

②初登場『ミニチュア ガーデン カフェ』プレザンテ（直径約 15～16cm）5,940 円  

限定 50 台【小田急オリジナル】 

中目黒に店舗を構える人気のパティスリー&カフェのクリスマスケーキが初登場。ピスタチオを

ベースにしたムースに、相性のいいリンゴをタルトタタンのようにキャラメル色になるまで煮詰

め、アクセントにレーズンとバナナを忍ばせました。口の中でピスタチオとリンゴが混ざり合っ

た瞬間は何とも言えない至福な時間に。ケーキに乗っているプレゼントの中は小さなショートケ

ーキになっています。 

③初登場『パティスリー ショコラトリー レシィ』レシィ ドゥ ノエル マロンパッション 

（直径約 15cm）5,940 円 限定 50 台【小田急オリジナル】 

昨年、世田谷にオープンした注目のパティスリーを初展開。ムースマロンの濃厚さと、パッショ

ンフルーツにオレンジを合わせたジュレの爽やかなハーモニーをお楽しみください。マロンとパ

ッションフルーツがマリアージュした可愛らしいケーキは特別な日にぴったりです。 



 

■食べるのがもったいない?！華やかな見た目も楽しめる小田急オリジナルケーキ 
 クリスマス気分を盛り上げる見た目も華やかな小田急オリジナルケーキが登場。大きなリボン

がインパクト大のリボンケーキやプリンセスの世界をイメージしたケーキまで多彩に揃います。 

 

 
④         ⑤           ⑥          ⑦ 

 
 
 
 
 
 
 

④『タンデコロリ』HAPPY RIBBON CAKE（直径約 13cm）5,940 円 限定 70 台 

【小田急オリジナル】 

代々木公園の近くにアトリエショップを構えるデコレーションスイーツ店タンデコロリが贈る

のは、大きなリボンが一際目を引く可愛いリボンケーキ。軽めのバタークリーム、フワフワのス

ポンジとイチゴは相性抜群。クリスマスのデコレーションを施した、特別な贈り物を思わせるケ

ーキです。 

⑤『パティスリー＆カフェ デリーモ』 Amour pur アムール ピュール（直径約 14cm） 5,200 円 

限定 50 台【小田急オリジナル】 

ピンク色のドレスをまとったプリンセスが王子の帰りをいつまでもお城で待つ…そんなプリン

セスの世界をケーキで表現しました。真っ白なホワイトチョコレートムースはミルキーで濃厚な

味わい。そこにイチゴとピスタチオ、桃のコンフィを加えて優しい味に仕上げています。また、

生地の間にはベリーのアーモンドキャラメルを加えました。 

⑥『パティスリー ビヤンネートル』シャルロット ノエルフレーズ（直径約 15cm）5,580 円

限定 50 台【小田急オリジナル】 

苺のみずみずしさに香り高い和紅茶のブリュレやヘーゼルナッツの香ばしいビスキュイを合わ

せることで、コクと深みを感じるアントルメに仕上げました。 

⑦『パティスリー ユウ ササゲ』タルト マロン オ ノエル（直径約 15cm）5,940 円 

限定 50 台【小田急オリジナル】 

コーヒーとピーカンナッツのタルトにマロンのムースとクリーム、マスカルポーネのムースをあ

わせました。 

 
 
■ギフトにも最適！需要高まる冷凍配送ケーキ 
 ご自宅で受け取りができ、ギフトととして贈るにも最適な冷凍配送ケーキ。昨年の予約数は

前年の約２倍と大きく伸長し、今年も需要の高まりが予想されます。新展開のパティスリーの可

愛らしいデコレーションケーキや様々な味が楽しめるプチケーキのセットが登場します。 

 
 
⑧           ⑨          ⑩        ⑪ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

⑧『アトリエ アニバーサリー』ファンタジークリスマス（直径約 16cm）6,804 円 限定 45 台 

お届け：12 月 21 日（水）～25 日（日）のご希望日 

早稲田に店舗を構えるパティスリーの可愛らしいケーキが初登場。クリスマスの楽しい時間、空

間、そんな瞬間をイメージした、やわらかな口当たりとやさしい食感が特徴のムースケーキ。マ

スカルポーネのコクと優しい甘み、苺の果肉入りソースがアクセントです。 

※オーナメントは別添になります。 

⑨『帝国ホテル』ノエルピスターシュ・ルージュ（直径約 14.5cm）7,236 円 限定 40 台 

お届け：12 月 21 日（水）～25 日（日）のご希望日 

聖夜を彩る帝国ホテルのクリスマスケーキ。特別な日にふさわしい華やかで味わい深い美味しさ

をお楽しみください。ピスタチオのムースに、フランボワーズのムースと酸味のあるフランボワ

ーズのジュレを組み合わせました。 

⑩『ピエール・エルメ・パリ』ノマド エラ（約 19×7×6.5cm）6,750 円 限定 50 台 

お届け：12 月 22 日（木）～25 日（日）のご希望日 

この鮮やかな印象のケーキは、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

の思い出から生まれました。オリーブオイル入りレモン風味の生地がレモン風味のクリームとな

めらかに融合し、レッドフルーツのコンポートが食感にアクセントを与えています。 

⑪『パティスリー・サダハル・アオキ・パリ』デギュスタシオン イヴェール（各 3×3×3～4cm）

3,888 円 限定 35 台 

お届け：12 月 12 日（月）～25 日（日）のご希望日 

「デギュスタシオン」は“テイスティング”を意味し、その名の通り様々な味わいのケーキを小さ

なサイズで少しづつお召し上がりいただける夢のような詰め合わせ。アオキの定番人気のケーキ

から季節限定のケーキまで 8 種類のケーキを詰め合わせています。 

 

 

 
＜クリスマスケーキ予約概要＞ 
【予約承り】 
●小田急百貨店オンラインショッピング「小田急のクリスマスケーキ」 

https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/christmascake  
10 月 8 日（土）～12 月 13 日（火）15 時まで 

※「冷凍配送」のお品物は 12 月 11 日（日）15 時まで 

 

【お渡し日時】 
●12 月 23 日（金）・24 日（土）・25 日（日）各日 11 時～19 時 

 
【お渡し場所】 
●小田急百貨店新宿店 7 階イベントスペース 

 

 

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://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/christmascake


 
 
 
 

 都内初開催！全国47都道府県のご当地バウムクーヘンが池袋に集結！ 

「 」を10月27日(木)から開催！ 
………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場 
 

 

 

                                                                              

2022 年 10 月 19 日 

 
 
 

 

 
 

東武百貨店 池袋本店は、10月27日(木)から11月1日(火)までの6日間「バウムクーヘン博覧会」を開催します。全国47
都道府県からご当地バウムクーヘンが集まる同催事は、今回が都内初開催となります。【ご当地バウムクーヘンコーナー】では、北
は北海道、南は沖縄まで、こだわりバウムクーヘンが約280種類並びます。また、人気ブランド15店舗が各店ブースを構え出店す
る【ブランドブース】では、会場限定商品の販売や普段はオンラインでしか購入できない店舗も特別出店します。そのほか会場では、
ユーハイム100周年を記念したイベントやご当地バウムクーヘンの頂点を決める総選挙「ファイナルクーヘン総選挙2022 東京頂上
決戦」も開催いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 

 

News Release 
 

※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。 

 

徳島県【バームマエハシ】 

竹炭バームクーヘン 

1,188 円(1 個) 

阿南市の特産品「竹炭」の

食用竹炭粉を使用。プレー

ンの味を損なわず、ほのか

に木の香りがするバウム。 

 

宮城県【アグリードなるせNOBICO】 

ソラのバウム 

1,501 円(1 個) 

東松島市の青空を飛ぶブルー

インパルスと海の青をイメージし

て作られたラムネ味のバウムクー

ヘン。 

 ◆県産果物を使用した風味豊かなバウムクーヘン！ 

 ◆新感覚バウムクーヘンに注目！ 

×バウム 

埼玉県【村田屋】 

①バウムサンドミックス 850 円(1 個) 

②バウムサンドいちご  980円(1個) 

しっとりふわふわなバウムクーヘン×マス

カルポーネチーズ入りクリーム×フルーツ

の組み合わせは相性抜群！ 

千葉県【カモガワバウム】 

カモバキッシュ 

310 円(1 個) 

甘さ控えめのハードバウムに手作り

キッシュを詰めて香ばしく焼き上げ

た新感覚おかず系バウム。 

 

① ② 

愛知県【創作桃菓 桃花亭】 

まるっと幸せ桃ばうむ 2,700 円(1 個) 

〈各日販売予定 30 点〉 

まるで本物の桃のような見た目！ 

愛知県産の完熟した白桃のみを使用。

桃のフルーツ羊羹とふわふわなバウムクー

ヘン生地を組み合わせた一品。 

新潟県【パティスリーメールネージュ】 

越後姫と村上茶のバウムクーヘン 

1,728 円(1 個) 

新潟県産「村上茶」と県産苺「越後姫」の

２つの風味が見事に調和したこだわりのバウ

ムクーヘン。 

山形県【グルテンフリースイーツのコメル】 

お米のバウム(庄内産完熟メロン) 

1,512 円(1 個) 

山形県庄内地方のブランド米「はえぬき」

の米粉を100%使用した生地に庄内名

産アンデスメロンを加えて焼き上げたバウ

ムクーヘン。 

×バウム ×バウム ×バウム 
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◆ユーハイム 100 周年イベントを同時開催！ 

実演 

できたてユーハイムクランツ 1,404 円(1 個) 

ふわふわのバタークリームとサクサクのアーモンドシュガー

をまとったシンプルなケーキ。 

 

店頭にてバタークリ

ームを一つ一つ手

塗りしている様子を

ご覧いただけます！ 

蜜漬けりんごのバウムクーヘン  

1,728 円(1 個) 

りんごのプレザーブを丸ごと包み込んだ 

バウムクーヘン。 

 ◆友達や家族とシェア！SNS 映えバウムクーヘン！ 

石川県【メルヘン日進堂】 

ハロウィンバウム モンブラン 

4,501 円(8 個入) 

〈各日販売予定 60 点〉 

しっとり焼き上げたバウムクーヘンに
かぼちゃ、和栗、紫いも、ピスタチオ
のペーストを絞ったケーキタイプのバ
ウム。ハロウィンパーティにピッタリ！ 

東武 
限定 

福井県【VIVANT】 

VIVANT BAR 

1,944 円(5 本入) 

〈各日販売予定 25 点〉 

チョコレートでコーティングされたキ

ャンディー型バウムクーヘン。プレ

ゼントにもおすすめな一品。 

◆関東初出店！ 
 

石川県【メルヘン日進堂】 

お菓子な彩えんぴつ 

3,001 円(4 本入) 

芯の部分のカラーチョコレー

トとバウムの層がまるで本物

の木製鉛筆⁉ 

 

福岡県【アトリエイト】 

HAKATAMIX 

イートイン 501 円(1 個) 

〈各日販売予定 50 点〉 

普段はオンラインのみの販売

店舗が特別出店！パフェスタ

イルの同商品は、会場でしか

味わえない一品。 

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

広報部 広報課 辻本・清水 直通℡：03-5951-5210 

 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率 10%」の価格となります。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦くださいませ。 

＜「バウムクーヘン博覧会」 概要＞ 
期    間：2022 年 10 月 27 日(木)～11 月 1 日(火)                            
場    所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 210 坪)  営業時間：午前 10 時～午後 7 時 

 

 

関東 

初出店 

 

58ブランドのなかから頂点を決める総選挙を実施。 

会期中、おすすめ・お気に入りのバウムクーヘンにご投票いただけます。 

●投票方法 

来場者投票、商品購入投票、オンライン投票  
※来場者投票にご参加の方に、バウムクーヘン 1 個プレゼント。(各日先着 1,000 名様まで) 

●結果発表 

日時:11 月 28 日(月)  

掲載媒体: 、 、フ  

◆「ファイナルクーヘン総選挙 2022 東京頂上決戦」を実施！ 

投票所エリア イメージ画像 

シュヴァルツヴェルダーキルシュトルテ 

702 円(1 個) 

洋酒がきいたドイツを代表するケーキ。 

 



 
 

 

 

                                                                              

2022 年 10 月 12 日 

 
 
 

 

 
 

東武百貨店 池袋本店は、10 月 20 日（木）から 25 日（火）の 6 日間、第 2 回『昭和レトロな世界展』を開催。 
40 代以上の方が子供の頃夢中になった懐かしく感じるものを展開。若い世代でも昭和レトロブームが続いていることから
「親子三世代」の来店に期待します。第二回目は、1970 年代から 1980 年代に大ブームを巻き起こした「スペースインベ
ーダー」の体験、「スーパーカー」を展示。また、中野ブロードウェイ名物の巨大 8 段ソフトクリームやプリンアラモードなど
の純喫茶メニュー、初開催時に 1 日約 300 食販売と大好評だった学校給食や昭和時代のメニューを再現した大人も楽
しめる昭和のお子様ランチまで展開。そのほか「わたせせいぞう氏」のシティポップなイラスト版画や「シティポップ」・「昭和歌
謡」などのレコード、昭和を代表する漫画や日本映画・ドラマのグッズや台本まで販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8 階催事場がエモい！スペースインベーダーから約 40 ㎝の 8 段巻きソフトまで！ 

第 2 回 10 月 20 日から池袋東武で開催！
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 10 月 20 日(木)〜25 日(火) 
 

 

株式会社 東武百貨店 

 

◆大ブームを巻き起こしたスペースインベーダー、スーパーカーが登場！ 
 

スペースインベーダー 1 回 100 円（お一人様 1 回まで） 

1970 年代のゲームセンター火付け役、スペースインベーダーが登場。 
テーブル型は昭和時代の喫茶店に多く置かれ楽しまれていました。 
 

【スーパーカー展示】 
ランボルギーニ ミウラ 
1960 年代に販売した稀少な「スーパーカー」。会場では 
2 台のスーパーカーを展示し、記念写真を撮影できます。 

◆中野ブロードウェイ名物8段巻ソフトクリームや純喫茶のプリンアラモードを再現！ 
 

【デイリーチコ】 
ソフトクリーム特大 
（８段巻き） 
1,000 円 
1966 年創業の 
老舗店が 
つくる約 40 ㎝の 
巨大 8 段ソフト。 
下から 
バニラ・ 
チョコ・ 
ラムネ・ 
焼き芋・ 
ごま・ 
ピスタチオ・ 
バニラ×チョコ・ 
焼き芋×ラムネ。 

【手づくりのデリとパン  

cafe cocona】 
生クリームたっぷり 
ソフトクリーム風コッペ  
756 円〈各日販売予定 60 点〉 

ソフトクリームを、甘さ控えめの 
生クリームで再現した限定パン。 
8 段巻きの生クリームに注目。 

【イマノフルーツファクトリー】 
プリンアラモード王道のフルーツ 
1,430 円〈各日販売予定 150 点〉 
1952 年に創業した 
フルーツパーラーで出していた 
当時のメニューを 10 種類の 
フルーツを盛つけアレンジして再現。 

東武 
限定 

東武 
限定 

【マリオンクレープ】 
プリンアラモード 
700 円〈各日販売予定 50 点〉 

1976 年創業の老舗店。 

マリオンクレープは日本で 

初めて食べ歩きできる形で 

巻いてクレープを作った最初のお店。 

今回はプリンアラモードのクレープを 

東武限定で販売します。 
 
 

 
昭和の 
フルーツパーラーの 
味を再現 

ⓒ TAITO CORPORATION 1978  
ALL RIGHTS RESERVED. 

協力会社：(株)タイトー、 
ナツゲーミカド in 白鳥会館 

 

初出店 

東武 
限定 
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初出店 

イートイン 

イートイン 

イートイン 

※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。 

 

 

スペース 
インベーダー 
シリーズ 
計 5 台登場 

 

憧れの名車 

スーパーカーが 

2 台登場 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日本橋せいとう】大人も楽しめる昭和のお子様ランチ   
 1,473 円 1940 年代創業時のレシピを元にブラッシュ  
アップさせたハンバーグ、ナポリタン、プリン、それぞれの 
味や素材、見た目にもこだわった大満足な一品。 
旗には、池袋東武開店 60 周年を記念して昭和時代の 
東武百貨店ロゴ「ぶらんで～と TOーB」が刻印されています。 
 
 ◆シティポップ グラフィックやシティポップ＆昭和歌謡レコードに注目！ 

【日本橋 いけ増】おいしい給食ミートソースセット 
1.320 円〈数量限定〉※選べるトッピング各 150 円： 
①ミモレット＆パルミジャーノチーズ②味噌デミソース 
和風老舗居酒屋が本催事限定でつくる大人気の学校給食。 
今回はミートソースに選べるトッピングの「ミモレット＆パルミジャーノチーズ」、 
「味噌デミソース」をつけることで現代風にアレンジした大人味の学校給食が登場。 
 

東武 
限定 

【ミュージックガーデン】 
レコード LP 各種 1,000 円から 
シングル各種 500 円から 
懐かしの昭和歌謡曲やアイドルの 
レコードを一堂にご紹介します。 
 

ⓒSEIZO WATASE／APPLE FARM INC. 

【わたせせいぞう】漫画家・イラストレーター 
「HEART VACATION」 ジクレー版画 110,000 円 
 1980 年代、若者を中心に一世を風靡した 

「ハートカクテル」で知られる著者、わたせせいぞう 

氏が描く都会的で洗練されたシティポップな 

イラスト版画や各種グッズを展示販売。 

① 

② 

News Release 
 

イートイン 

【イマノフルーツファクトリー】 
昭和のミミ付サンドイッチ 303 円/マスクメロンシェイク 1,100 円 
昭和 30 年代、果物店が提供していた元祖 
テイクアウトのフルーツサンド。懐かしい缶詰も入った 
東武限定のサンドイッチ。また当時人気の 
メロンシェイクも東武限定で再現しました。 

【イタリアンかき氷リコッタ】 
ティラミススペシャル 1,650 円 
〈各日販売予定 30 点〉 
昭和時代を彩ったティラミスをかき氷で提供します。 
 

【ミュージックガーデン】 
レコード LP 各種 1,000 円から 
シングル各種 500 円から 
都会的で洗練された、シティポップの 
レコードをご紹介します。 
アナログな音色に癒されます。 

イートイン 

東武 
限定 

イートイン 

初出店 

◆現代風にアレンジした大人味のソフト麺・学校給食やティラミスかき氷！ 
 

【日本橋せいとう】 
クリームソーダ  660 円 
昔懐かしい喫茶店の定番 
メニュー「クリームソーダ」。 

初出店 初出店 

イートイン シェイクは

イートイン 

◆昭和時代のメニューを再現！大人も楽しめる昭和のお子様ランチやミミ付サンドイッチ！  

 

東武 
限定 

東武 
限定 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
【そのほか８階催事場情報 10 月 20 日（木）～25 日（火）午前 10 時～午後 7 時】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小熊山雑貨店】 
文具各種 
220 円から 
昭和のカワイイ文房具が 
所狭しと並びます。 

【にゃん屋】 
昭和レトロ雑貨各種 
220 円から 
当時の食卓やキッチンで 
活躍した温もりあふれる 
生活雑貨が一堂に。 

◆昭和を代表する漫画や日本映画・ドラマのグッズ・台本、アイドルのプロマイドまで！ 

◆魅力的！ノスタルジックな文具や雑貨に癒される！ 
 

【ハナメガネ商会】 
●りぼん 1980 年 9 月号 
770 円〈現品限り〉 
●樫の木陰でお昼寝すれば 
1,650 円〈現品限り〉 
●おしゃれカタログ  
4,400 円〈現品限り〉 
女の子の憧れが詰まった雑誌や 
漫画は今見てもトキメキがたくさん。 
 
 
 
 

【石田書房】 
●ポスター 5,500 円から〈現品限り〉 
●テレビドラマ台本「大都会」第 1・２回（2 冊） 
44,000 円から〈現品限り〉 
※そのほか台本 3,300 円から〈各現品限り〉 
日本映画やドラマの黄金期を彩った名作の 
貴重な宣伝グッズや台本を販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【マルベル堂】プロマイド各種 
385 円から ※写真はイメージ 
時代に華を添えたスターたちの、 
色褪せない表情をお楽しみ 
いただけます。 
 
 
 

【マルベル堂】「あなたもアイドル」プロマイド撮影会 2,200 円  
実際にアイドルを撮影していたカメラマンがお客様を昭和アイドル風に撮影します。 
■受付日：10 月 21 日（金）・22 日（土）午前 11 時から午後６時 ※所要時間:10 分 お渡し:約 30 分後 
内容：上半身 3 カット撮影／プロマイド 1 枚、データ 2 枚お渡しします。 
 

 

   

初出店 

News Release 
 

ウルトラセブン 55 周年記念 
 

in 東武百貨店 池袋店 
『ウルトラセブン』放送 55 周年を記念して 

ウルトラマンシリーズ商品を多数展開。ウルトラ 

セブンに因んだ展示コーナで記念写真もとれます。 

報道関係者様お問い合わせ 株式会社 東武百貨店 〒171-8512 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「昭和レトロな世界展」概要】 
◆期   間：2022 年 10 月 20 日(木)～25 日(火) 計６日間 
◆営業時間：午前 10 時～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。 
◆場   所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 (約 210 坪)  ◆店 舗 数 ：約 25 店舗 
 

 

ⓒ円谷プロ  

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

LOVE♥LOVE スヌーピー展 
ハートフルマーケット 
スヌーピーや仲間たちの視点から環境問題や 愛、思いやりの 

大切さを描いてきた「PEANUTS」。そんな温かな気持ち 

を感じられるグッズが勢 揃 いしたスペシャルショップ。 

 

1970 年代に放映された不朽の名作 

「アルプスの少女ハイジ」と「小さなバイキング 

ビッケ」のグッズ各種を展開。また、放映 

当時の貴重なグッズや制作資料も展示。 

初出店 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 10 月 11 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、10月20日(木)から11月2日(水)まで、食品フロアにて、株式会社湖池屋とのコラボメニュ

ーを販売します。湖池屋の代表商品である「ポテトチップス のり塩」と「スティックカラムーチョ ホットチリ味」を、デパ地下の11

店舗がデパ地下惣菜として大変身させました。今回のコラボは、当店開店60周年と、湖池屋「ポテトチップス のり塩」60

周年ということで、誕生しました。当店は、東武東上線沿線の成増駅に本社を構える湖池屋とコラボすることで、地域・沿

線顧客の「マイストア」の確立をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

「ポテトチップス のり塩」と「カラムーチョ」がデパ地下惣菜に大変身！ 

湖池屋×池袋東武 コラボメニューを 10 月 20 日（木）から販売 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 食品フロア 

 

News Release 
 

■コラボメニュー 11 点  「ポテトチップス のり塩」と「カラムーチョ」が惣菜に大変身！ 
 

 

 

 

 

【ゑびす Daikoku】豚フィレ揚げサクサクカラムーチョソース
（100g あたり）486 円〈各日数量限定〉 
お店で人気の豚フィレ揚げとカラムーチョがコラボ！特製ソース
は、カラムーチョとフリーズドライ醤油を混ぜ合わせたオリジナル。 
 

【サンドイッチハウス メルヘン】ポテトチップスサンド 
（1 パック）368 円〈各日数量限定〉 
ポテトチップス のり塩とキャベツとにんじんの千切りをマ
ヨネーズで和えた親しみのある味。 

〈コラボメニュー誕生まで〉 
2022 年 2 月に㈱湖池屋と打合せをスタート。 

7 月に食品フロアの参加店舗の決定、試行錯誤のうえ出来上がったメニューの試食会を、㈱湖池屋マーケティング本部

と当店の食品部で８月に実施し、さらなる商品改良などを経てコラボメニューが完成しました。 

 



 
 
 
 
 
 

   東武百貨店 池袋本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇コラボメニュー お買上げプレゼント 

10 月 20 日（木）～1１月 2 日（水）の期間中、「湖池屋コラボメニュー」をお買上げの 

先着 1500 名様に、『ポテトチップス のり塩』を『コラボ記念 オリジナルショッパー』に入れて 

プレゼントします。（※なくなり次第終了） 

 

◇インスタグラム 投稿キャンペーン 

10 月 20 日（木）～11 月 2 日（水）の期間中、以下①②いずれかにご参加いただいた 

方の中から抽選で 20 名様に「湖池屋 お菓子詰合せ」をプレゼントします。 

① 「湖池屋コラボメニュー」をご購入のうえ『＃tobu 湖池屋コラボ』をつけて投稿 

② 湖池屋の販売するお菓子を使用したアレンジメニューを『＃tobu 湖池屋コラボ』をつけて投稿 

                                                                      ※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

 報道関係者様お問い合わせ 

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

広報部 広報課 荒井・清水 直通℡：03-5951-5210 

 

【千駄木腰塚】 
のり塩ベリーハムカツ 
（1 パック）500 円〈各日数量限定〉 

【発酵 Kitchen リッチクリームコロッケ東京】
のり塩ポテチコロッケ（1 パック） 
648 円〈各日数量限定〉 

【バルマルシェ コダマ ミートデリカテッセン】 
カラムーチョの入ったライスグラタン 
（1 人前）イートイン 1,100 円 
〈各日数量限定〉 

【つけにく麹屋】 
タルタルカラムーチョチキンプレート
（1 パック）1,080 円 
〈各日数量限定〉 

【まつおか】 
湖池屋ポテトチップスのり塩と 
鶏もも肉のチーズ焼き 
（1 枚）648 円〈各日数量限定〉 

【ナポリの下町食堂 デリカテッセン】 
トマトとカラムーチョのピリ辛ピッツァ 
（1 個）420 円〈各日数量限定〉 

【SOU.Dining】 
カラムーチョのスパニッシュチーズオムレツ
（1 パック）640 円〈各日数量限定〉 

【ベーカリーズキッチン オハナ】 
カラムーチョピザ（1 枚） 
519 円〈各日数量限定〉 

【武蔵小山酉玄 酉金】 
よだれ鶏 カラムーチョを添えて
（1 パック）680 円 
〈各日数量限定〉 

イートイン 

↑コラボ記念  
オリジナルショッパー 

■期間中のキャンペーン 
 

 

 

 

 



 

 

 

株式会社 東武百貨店 

2022 年 10 月 6 日 

 
 
 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店にて、10月6日(木)から31日(月)にかけて「TOBUのHappy Halloween」を開催。ケーキや手土

産にぴったりなハロウィンモチーフのお菓子を取揃えました。館内喫茶では、秋の食材を使用した限定メニューをご提供。また、おうち

ハロウィンをより楽しめる箸置も提案します。お子様が楽しめるハロウィンイベントも開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

①“Trick or Treat！”でお菓子プレゼント！ 
        ●日時：10月29日(土)・30日(日)        ●場所：7階1~4番地 子供服・子供用品・玩具売場 

「かぼちゃのネームバッジ」をつけた売場販売員に「Trick or Treat！」とお声かけいただいた各日先着120名様に 
「ハロウィンお菓子」をプレゼントいたします。※小学生以下のお子様が対象です。※なくなり次第、終了となります。 

②〔九州屋〕おばけかぼちゃの重量当てクイズ 
●日時：10月22日(土)～31日(月)    ●場所：地下2階9番地 イベントスペース 
展示されている「おばけかぼちゃ」の重さを予想し、ご応募いただいたお客様の中から最も近い重さを予想された方、 
抽選で 5 名様に「フルーツ詰め合せ」をプレゼント！ 

 

 

ハロウィン限定ケーキや手土産にぴったりなお菓子が集結！ 

を開催！ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

東武百貨店 池袋本店  

 

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 辻本・清水   直通℡：03-5951-5210 

 
 

【京菓子處 鼓月】  
◆地下1階４番地 
ハロウィンプレミアム千寿せんべい 
1,404円(6枚入) 
ハロウィンモチーフのプリントが 
可愛らしいプレミアム千寿せんべい。 
販売期間:10月10日(月)から 
※なくなり次第終了 

【コロンバン】 ◆地下1階4番地 
①ジャックオランタン   702円(1個) 
栗のブリュレが入ったケーキ。 

②ハロウィンモンスター  756円(1個) 
中にはりんごとホワイトチョコのクリーム、 
まわりに紫いもクリームを絞ったケーキ。 
販売期間:10月31日(月)まで 

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。※写真はイメージです。 

【ア・ラ・カンパーニュ】 
◆地下1階4番地 
ポティロン  
1,296 円(6 個入) 
かぼちゃパウダーを練り込んだ
クッキーとサブレの詰合せ。 
※なくなり次第終了 

【カフェコムサ】◆3階4番地 
ハロウィン限定ケーキ～北
海道苫前町産かぼちゃ「恋
するマロン」のケーキ～  
950円(1ピース) 
ほくほくした食感で甘い「恋す
るマロン」をふんだんに使用。 
販売期間:10月31日(月)まで 

 
          

【タカノフルーツパーラー】 
◆2階1番地 
ハロウィンパフェ  
1,980円(1個) 
旬の果物を使用した 
ハロウィンモチーフのパフェ。 
販売期間:10月31日(月)まで 

    

【グラニースミス】◆地下1階3番地 
ハロウィーンアップルパイ 
550 円(1 カット) 
かぼちゃクリームと紫いもクリームと 

りんごが重なった真黒なアップルパイ。 

販売期間:10月11日(火)～31日(月) 

 

◆可愛いケーキ＆思わず“あげたくなっちゃう”ハロウィンモチーフのお菓子！ 

◆ハロウィンモチーフの箸置 ◆秋の味覚を堪能！喫茶のハロウィン限定メニュー！ 

【てふ】◆6階1番地 

箸置   

1,320円から(1個) 

貝と水牛の角で作られたハンド

メイドの箸置。おうちハロウィンで

の食卓がより華やかに。 

※なくなり次第終了 
 

          

【タカノフルーツパーラー】 
◆2階1番地 
ハロウィンナイトコース  
3,850 円(お一人様) 
〈各日限定10名様〉 
特別コースメニュー。 
販売期間:10月24日(月)～28日(金) 
提供時間:午後5時～午後6時30分 
※ご予約限定メニューです。 
    

 ハロウィン情報 

① 

 

② 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 10 月 4 日 
 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、10月20日(木)から10月26日(水)まで、東武百貨店の屋上で採蜜した「はちみつ」と、そ

のはちみつを使ったオリジナルスイーツを食品フロアの10店舗で販売します。この取り組みは、はちみつ専門店「ラベイユ」と当

店の都市の緑化・環境の整備を目的とした「東武のみつばちプロジェクト」をきっかけに始まりました。当店は、百貨店の屋上

で採れたはちみつを使った商品を販売することで、はちみつや養蜂についてより身近に感じていただきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加店舗は、【京橋千疋屋】、【ベーカリーズキッチン オハナ】、【コロンバン】、【富士見堂】、【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】、

【赤坂柿山】、【ロイスダール】、【ハワイアンスイーツカンパニー】、【ア・ラ・カンパーニュ】、【ダロワイヨ レ マカロン】の 10 店舗で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

 池袋東武の屋上ではちみつを採蜜！ 

オリジナルのはちみつとスイーツを 10 月 20 日から限定販売 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 食品フロア 

 

報道関係者様お問い合わせ 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512 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 

 

■「池袋のはちみつ」を使ったスイーツが 10 店舗！ 
 

 

 

 

 

【ダロワイヨ レ マカロン】 

トリアングル ミエル 

（1 個）918 円 

〈販売予定 135 点〉 

はちみつムースの中に、はちみつ

レモンのジュレを忍ばせた、口あ

たり爽やかなケーキ。 

【コロンバン】 

池袋はちみつとアップルパイ 

（直径約 15cm）1,944 円 

〈各日販売予定 5 点〉 

青森県産の紅玉りんごを 2 個使用。りん

ごの酸味とはちみつの甘酸っぱさが魅惑的

なアップルパイ。 

はちみつは別添えとなっており、お客様自

身でかけてお召し上がりいただけます。 

【東武のみつばちプロジェクトとは】 

はちみつ専門店「ラベイユ」と東武百貨店 池袋本店が手を組み開始

しました。 

プロジェクトは、2022 年 3 月から 6 月まで、東武百貨店 池袋本店

11 階の屋上に、みつばちの巣箱を設置することからスタートしました。 

今回採れた東武オリジナルのはちみつは、5 月から 7 月に採蜜しまし

た。 

みつばちが池袋周辺の花々から花粉を運ぶことで、公園にある植物や

街路樹などが結実し、その実を食べに野鳥が集まり、鳥が運んだ種によ

ってさらに植物が増えていくというサイクルができることが期待されます。 

 

 

 

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】 

マドレーヌ グラッセ〈池袋のはちみつと

紅茶〉（1 個）281 円 

〈数量限定〉 

香り高い紅茶と、濃厚な味わいの「池袋の

はちみつ」、爽やかなレモンを合わせたマド

レーヌ。仕上げにレモンとはちみつで香りづ

けしたアイシングを添えた逸品。 

【ラベイユ】池袋のはちみつ 

（36g）1,296 円 （125ｇ）3,996 円 

〈数量限定〉 

 

 
デパ地下情報 


