
 

                       

  

2022年 11月 24日 

                     （一社）日本百貨店協会  

〇お歳暮・福袋・クリスマス関連施策 

【阪急阪神百貨店】 

〇[【神戸阪急】クリスマス商戦に向けて本館 1 階リニューアルオープン（11 月下旬～）」] 

クリスマス商戦たけなわの 11 月下旬から 12 月上旬にかけて、本館１階に婦人服飾雑貨売

場、アクセサリー売場、インターナショナルブティックスがオープンする。 

 [「第 8 回 時をかけるあん」（11/16～阪急うめだ本店）] 

日本人が愛してやまない、和菓子の代表格ともいえる“あんこ”を使用したお菓子が集結

する、阪急うめだ本店の秋を代表する人気イベント「時をかけるあん」を開催。 

〇[2023 年『夢福袋』予約スタート（11/23～）] 

2023 年こそは、平穏な日常が戻ってくる事を願って、今年１年、頑張った自分への“ご褒

美”福袋と題し、自分だけのとっておきの体験ができる福袋 3 企画の予約がスタート。 

【近鉄百貨店】 

[【奈良店】「地域共創型タウンセンター」への転換を目指し大規模改装（11/2～）]  

近鉄百貨店奈良店では、近鉄百貨店中期経営計画に掲げる街づくり型複合商業サービス施

設「タウンセンター」の実現のため大規模改装を実施。 

〇[2022 年近鉄のクリスマスケーキ（10/19～）]  

近鉄百貨店は、10月 19日よりクリスマスケーキのご予約承りを開始。クリスマスの楽しい

パーティシーンを彩るケーキが揃う。 

【そごう・西武】 

[西武池袋本店に若年層をターゲットにした化粧品売場オープン（10/28～）]  

西武池袋本店では、10月 28日より次世代顧客となるＺ世代・ミレニアル世代をターゲット

にした新たな化粧品売場「ナチュラルコスメ」がオープン。 

〇[2022 年お歳暮 お歳暮で「集いのグルメ」を提案（10/15～）] 

そごう・西武は、カジュアル化が進むギフト習慣を受け、2022年のお歳暮に「集いのグル

メ」を提案する。 

〇[そごう・西武のクリスマスプロモーション（11/1～）] 

クリスマスプロモーションに杉田陽平氏を起用。「色鮮やかなクリスマスを、あなたと。」

をキーワードに、クリスマスの「特別感」「人を明るい気持ちにさせる」魅力を表現した。 

[天然の水産資源を存続させる漁業を実践 アラスカシーフードフェア開催（11/15～）] 

そごう・西武はサステナブルシーフードのパイオニアとも言われるアラスカ産の海産物を

特集する「アラスカシーフードフェア」を開催する。 

[そごう大宮店食品フロアリニューアルオープン（11/17～）] 

そごう大宮店の食品フロアが 7月からの改装スタートを経て、11月 17日にリニューアルオ

ープン。ケーキ好きの街にケーキが大集合した「ケーキロード」が登場。 

 

各社の直近の重点施策 



【小田急百貨店】 

[12 月 1 日、小田急エース北館内に「SHINJUKU DELISH PARK」オープン（12/1～）]  

小田急百貨店新宿店は、リニューアル第二弾として、「小田急エース」北館に、小田急百貨 

店がプロデュースするあたらしい食品売場「SHINJUKU DELISH PARK」を出店する。 

〇[「2023 年小田急の福袋」ＥＣサイトにて予約受付スタート（11/16～）]  

小田急百貨店では、お正月恒例の福袋の予約受付を 11月 16日から ECサイト「小田急百貨 

店オンラインショッピング」にてスタート。 

【三越伊勢丹】 

〇[【プレミアム点灯式】銀座三越で自分だけの最先端「クリスマスツリー点灯式」体験を]  

12月 1日～25日、銀座三越の外壁「銀座シャンデリア」から、『プレミアム点灯式』体験 

を、ARメディアアプリ『XR CHANNEL』にて提供する。Twitterキャンペーンも開催。 

〇[伊勢丹新宿本店のクリスマス 皆川明さんと作る新しいクリスマスストーリー（11/9～）]  

伊勢丹新宿本店では、「クリスマスステーション」を館内各所で展開するほか、「One」をコ 

ンセプトにした皆川明さんの世界観が詰まった非日常の空間を提案する。 

〇[三越日本橋本店 クリスマスキャンペーンスタート（11/9～）]  

三越日本橋本店では、久しぶりに華やかなクリスマスシーズンを楽しむ気運が高まる中、

「今年こそクリスマスを楽しもう！」をテーマに、集い楽しむクリスマスを提案する。 

【髙島屋】 

〇[「Sphere」３D プリンターハウス 福袋（応募 1/2～）]  

髙島屋では、2023 年 1月 2日の初売りの目玉企画として、“最先端の技術でつくられた未

来の空間”「Sphere」3D プリンターハウス 福袋を販売する。 

〇[ドライビングシミュレーター「DRiVe- X」福袋（応募 1/2～）]  

髙島屋では、2023年 1月 2日の初売りの福袋企画として、最新の「VR体感」と、本格的な

「リアル体験」（本物のレーシングスーツ）をセットにした福袋を販売する。 

【東武百貨店】 

〇[「東武のお歳暮 2022」10 月 27 日ギフトセンター開設（10/27～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 14日に開始した「東武のお歳暮 2022」インターネット受付 

に引き続き、ギフトセンターを 10月 27日より 8 階催事場にて開設する。 

〇[2023 年東武の福袋]  

東武百貨店 池袋本店の 2023 年の福袋のテーマは、「家計を応援！3 年ぶりに 3 世代！笑 

顔で集まれる 1年に」。事前予約型福袋は 11月 14日から承る。 

[第 10 回『IKEBUKURO パン祭』池袋東武にて開催（11/17～）]  

東武百貨店 池袋本店は、11月 17日から 8階催事場にて、第 10回『IKEBUKURO パン祭』 

を開催。人気のベーカリー店やパンのお供など約 40店が集結。 

[「やまがた・みやぎ展」開催（11/10～）]  

東武百貨店 池袋本店は、11月 10日から 8階催事場にて「やまがた・みやぎ展」を開催。 

会場には 52店舗が集結する。 

 

 



 [施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

〇[【神戸阪急】クリスマス商戦に向けて本館 1階リニューアルオープン（11月下旬～）」] 

クリスマス商戦たけなわの 11 月下旬から 12 月上旬にかけて、本館１階に婦人服飾雑貨売

場、アクセサリー売場、インターナショナルブティックスがオープンする。 

地元神戸のお客様と素敵な神戸暮らしを共創していく百貨店に向けて、神戸阪急は 2023

年度中の完成を目指して改装を進めている。 

 ・婦人服飾雑貨（約 240 ㎡:11月 23 日～）、アクセサリー（約 240 ㎡：12 月 3 日～）、イン

ターナショナルブティックス 5ブランド（計約 470㎡：12月 8日～順次オープン）（リリース） 

[「第 8回 時をかけるあん」（11/16～阪急うめだ本店）] 

日本人が愛してやまない、和菓子の代表格ともいえる“あんこ”を使用したお菓子が集結す

る、阪急うめだ本店の秋を代表する人気イベント「時をかけるあん」を開催。 

阪急うめだ本店の秋を代表する人気イベント「時をかけるあん」。8 回目を迎える今回は、あ

んことのマッチングが楽しめる、個性あふれる進化するあん菓子や、外せない定番のあん菓

子、城下町から広まった銘菓や、武将が愛したあん菓子などを「お菓史の歴史」と共に紹介

する。（阪急うめだ本店 11月 16日～21日） （リリース） 

〇[2023年『夢福袋』予約スタート（11/23～）] 

2023 年こそは、平穏な日常が戻ってくる事を願って、今年１年、頑張った自分への“ご褒

美”福袋と題し、自分だけのとっておきの体験ができる福袋 3企画の予約がスタート。 

〇1 日 1 組だけのプライベートヴィラでの宿泊付き「GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村

邸」フォトウェディング福袋、〇イラストレーターYosi が造る世界にひとつのオブジェ、〇「美

容家 瀬戸麻実」さんと過ごすビューティートーク＆レッスン ※阪急うめだ本店では、企画

福袋を含め、年内での WEB 販売を中心に全館で約６万５千個を用意。※１月２日の福袋

は、婦人服などのファッションアイテム以外の一部カテゴリーで販売予定。（リリース） 

 

【近鉄百貨店】 
[【奈良店】「地域共創型タウンセンター」への転換を目指し大規模改装（11/2～）]  

近鉄百貨店奈良店では、近鉄百貨店中期経営計画に掲げる街づくり型複合商業サービス

施設「タウンセンター」の実現のため大規模改装を実施。 

2 階では、婦人服中心のフロアに衣・食・雑貨をミックスさせた「スクランブル MD」により、気

軽に立ち寄れる発見と感動の場を提供。地階食品売場では奈良県下初出店の３ブランドが

オープン、食品フロアのさらなる充実を図る。今回の改装により、地域の皆様の支えとなり、

地域生活にとって「なくてはならない存在」を目指した地域共創をさらに推進する。【オープ

ン日】11月 2日 （リリース） 

〇[2022年近鉄のクリスマスケーキ（10/19～）]  

近鉄百貨店は、10 月 19 日よりクリスマスケーキのご予約承りを開始。クリスマスの楽しいパ

ーティシーンを彩るケーキが揃う。 

関西の有名パティシエが手掛けたケーキ、ホテルのパティシエが腕をふるったケーキ、見た

目も可愛らしく動物モチーフをあしらったケーキの他、自宅へお届け、贈り物にも便利な広

域配送ケーキも 16点揃えた。＜概要＞【予約承り期間】10 月 19 日～12 月 18 日、※ネ

ットショップは 10 月 19 日～12 月 13 日、【対象店舗】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、生駒店、和歌山店、四日市店、近鉄百貨店ネットショップ 

【アイテム数】68 点、【お渡し日】12 月 24 日 （リリース） 

 



【そごう・西武】 
[西武池袋本店に若年層をターゲットにした化粧品売場オープン（10/28～）]  

西武池袋本店では、10月 28日より次世代顧客となるＺ世代・ミレニアル世代をターゲットに

した新たな化粧品売場「ナチュラルコスメ」がオープン。 

西武池袋本店の２階でＡＩカメラを活用した顧客分析の実証実験を行ったところ、フロアの来

店客が実際の購入層よりも若く、特に３０代以下の来店が多いことがわかった。来店客の年

代に合わせて品揃えを見直し、今回オープンする「ナチュラルコスメ」では、若年層に支持さ

れているブランドや男女ともに人気の高いブランドを集約し、ジェンダーレスで利用いただけ

るフロアにすることで若年層のニーズに対応する。（リリース） 

〇[2022年お歳暮 お歳暮で「集いのグルメ」を提案（10/15～）] 

そごう・西武は、カジュアル化が進むギフト習慣を受け、2022 年のお歳暮に「集いのグルメ」

を提案する。 

年々カジュアルギフト化が進むお歳暮は慣例的な定番ギフトを贈る習慣からパーソナルなギ

フトを贈る習慣へとニーズが移行。また今年は昨年とは違い年末年始に親しい方と集まる機

会が増えることが予想される。そこで「みんなの冬グルメ」をテーマに、集いの機会にピッタリ

なカジュアルギフトや団らんの場で囲む「鍋料理」などを特集。従来のお歳暮にとらわれない、

新しいお歳暮を提案する。 （リリース） 

〇[そごう・西武のクリスマスプロモーション（11/1～）] 

クリスマスプロモーションに杉田陽平氏を起用。「色鮮やかなクリスマスを、あなたと。」をキ

ーワードに、クリスマスの「特別感」「人を明るい気持ちにさせる」魅力を表現した。 

アートワークは各店の店頭で表現されるほか、各種お買い上げプレゼントのギミックとしても

登場。さらに西武池袋本店では作品展も開催し、そごう・西武のクリスマスを盛り上げる。【ク

リスマスプロモーション概要】■会期：１１月１日～１２月２５日、■展開店舗：そごう・西武全１

０店舗＝各店対象売場、および西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」■クリスマス特

設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/christmas/  （リリース） 

[天然の水産資源を存続させる漁業を実践 アラスカシーフードフェア開催（11/15～）] 

そごう・西武はサステナブルシーフードのパイオニアとも言われるアラスカ産の海産物を特

集する「アラスカシーフードフェア」を開催する。 

アラスカで漁獲されるシーフードは「100％天然」。アラスカではこの天然の海の恵みを絶や

さないためのさまざまな取組みが行われており、世界でも高く評価される持続可能な漁業を

実現している。今回そごう・西武ではアラスカシーフードマーケティング協会の協力により、

対象６店舗においてアラスカ産の紅鮭や銀だら、魚卵等を販売。お客さまやお取引先さまと

共に「豊かで持続可能な社会」の実現を推進する。（リリース） 

[そごう大宮店食品フロアリニューアルオープン（11/17～）] 

そごう大宮店の食品フロアが 7 月からの改装スタートを経て、11 月 17 日にリニューアルオ

ープン。ケーキ好きの街にケーキが大集合した「ケーキロード」が登場。 

今回の改装では地域のお客さまからのご要望にお応えし、洋菓子エリアではケーキを扱うブ

ランドを充実させた。他にも惣菜売場や鮮魚にも新たなブランドを追加し食品フロア全体が

新しく生まれ変わる。今回の改装により、日本有数のターミナル駅である大宮駅の近くに立

地する出会いと発見のある空間を目指す。（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[12月 1日、小田急エース北館内に「SHINJUKU DELISH PARK」オープン（12/1～）]  

小田急百貨店新宿店は、リニューアル第二弾として、「小田急エース」北館に、小田急百貨 

店がプロデュースするあたらしい食品売場「SHINJUKU DELISH PARK」を出店する。 

新宿西口のオフィスワーカーをメインターゲットとし、「行き交う人の“ちょっと”を満たす」をコ

https://www.sogo-seibu.jp/christmas/


ンセプトに、朝食や昼食に便利な弁当、惣菜、パンや、手みやげに最適な和洋菓子などを

取り揃えるほか、ラーメンのイートインスペースなどを開設する。新規導入ショップに加え、リ

ニューアル前の新宿店で展開していた人気ショップなど、あわせて 28 店が登場。毎日思わ

ず立ち寄りたくなるような「朝も、昼も、夜も、おいしい通り道」となることを目指す。（リリース） 

〇[「2023年小田急の福袋」ＥＣサイトにて予約受付スタート（11/16～）]  

小田急百貨店では、お正月恒例の福袋の予約受付を 11月 16日から ECサイト「小田急百

貨店オンラインショッピング」にてスタート。 

スイーツやお茶、生鮮食品などの食料品から、化粧品、服飾雑貨、リビング用品まで 70ブラ

ンド以上のお得な福袋を数量限定で展開。年始のお届けのほか、新宿店・町田店の店頭 

で受け取りができる食料品の福袋も用意。10 月に新宿西口ハルクにてリニューアルオープ

ンした新宿店では、店頭受け取り専用のカウンターを設けることでスムーズな受け渡しと混

雑緩和を図る。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
〇[【プレミアム点灯式】銀座三越で自分だけの最先端「クリスマスツリー点灯式」体験を]  

12 月 1 日～25 日、銀座三越の外壁「銀座シャンデリア」から、『プレミアム点灯式』体験

を、AR メディアアプリ『XR CHANNEL』にて提供する。Twitterキャンペーンも開催。 

会期：2022年 12月 1日～25日、場所：三越銀座店 銀座シャンデリア 

銀座の真ん中である 4 丁目交差点に面する銀座三越の外壁「銀座シャンデリア」から、クリスマ

スツリーが出現する臨場感あふれる演出とともにお楽しみいただける『プレミアム点灯式』体験

を、AR メディアアプリ『XR CHANNEL』にて提供。12 月 14 日より始まる銀座三越のクリスマ

ス最大のイベントウィーク「銀座三越プレミアムマーケット」のはじまりと、銀座を訪れるみなさま

のホリデーシーズンのはじまりを彩る。 

〇[伊勢丹新宿本店のクリスマス 皆川明さんと作る新しいクリスマスストーリー（11/9～）]  

伊勢丹新宿本店では、「クリスマスステーション」を館内各所で展開するほか、「One」をコ 

ンセプトにした皆川明さんの世界観が詰まった非日常の空間を提案する。 

■伊勢丹新宿本店特設サイト：https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10 

三越伊勢丹では、今年から新たにクリスマスのテーマに『One』を掲げ、アーティスト皆川明氏

による『One』の世界とストーリーで、クリスマスを提案。世界がよい循環で未来へつながってい

くように、人も自然も動物も、互いを大切に想い合う。そんなあたたかいクリスマスの世界を届

ける。■三越伊勢丹特設ページ： https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/christmas_one_sp 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002367.000008372.html （リリース） 

〇[三越日本橋本店 クリスマスキャンペーンスタート（11/9～）]  

三越日本橋本店では、久しぶりに華やかなクリスマスシーズンを楽しむ気運が高まる中、

「今年こそクリスマスを楽しもう！」をテーマに、集い楽しむクリスマスを提案する。 

■三越日本橋本店特設サイト： https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/christmas_50 

久しぶりに華やかなクリスマスシーズンを楽しむ気運が高まる中、三越日本橋本店では「今

年こそクリスマスを楽しもう！」をテーマに、集い楽しむクリスマスを提案。本館１階中央ホー

ルのクリスマスマーケットをはじめ、クリスマスムードを高める店内装飾やイベントで、このシー

ズンならではの特別なお買い物体験を提供。クリスマスを待ちわびながら準備を楽しむアド

ベントから、思い切り満喫するクリスマス当日まで、今年こそ楽しむ多彩なクリスマスを提案す

る。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002376.000008372.html （リリース） 

 

 

 

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10
https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/christmas_one_sp
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002367.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/christmas_50
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002376.000008372.html


【髙島屋】 
〇[「Sphere」３D プリンターハウス 福袋（応募 1/2～）]  

髙島屋では、2023 年 1月 2日の初売りの目玉企画として、“最先端の技術でつくられた未

来の空間”「Sphere」3D プリンターハウス 福袋を販売する。 

セレブレーションムードの高まる新年に、お客様への感謝の気持ちを込めて、テクノロジー

の進化によって夢や憧れをより身近に手が届きやすくなった今、世界的にも注目を集める 

3D プリンター技術によって、“リッチなグランピング”“自分だけの趣味の離れ小屋”“My ワ

ーケーション部屋”などが実現できる「福袋」として企画した。（リリース） 
〇[ドライビングシミュレーター「DRiVe- X」福袋（応募 1/2～）]  

髙島屋では、2023年 1月 2日の初売りの福袋企画として、最新の「VR体感」と、本格的な

「リアル体験」（本物のレーシングスーツ）をセットにした福袋を販売する。 

プロドライバーが開発した、「ゲーム機ではない」本格的ドライビングシミュレーター「DRiVe-

X」は、付属の VR ゴーグルをつけて、世界中のサーキットを自宅で気軽に楽しく運転でき、

たったタタミ 1.5 畳分のスペースで楽しめる。スタイリッシュ＆コンパクトでありながら、リアル

なレーシングフィールを体感できる最新鋭のドライビングシミュレーター「DRiVe-X」で、驚き

の世界観を味わえる。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
〇[「東武のお歳暮 2022」10月 27日ギフトセンター開設（10/27～）]  

東武百貨店 池袋本店は、10月 14日に開始した「東武のお歳暮 2022」インターネット受付

に引き続き、ギフトセンターを 10月 27日より 8 階催事場にて開設する。 

今年のお歳暮は前年と異なり行動制限の無い状況が予想されることから、家族親戚が集ま

る機会も増えると予想し、『逸品伝心』では年始をご自宅で迎えるための「新春特集」として、

ご家族でお正月を楽しめる商品を展開。また、季節のこだわりの味として旬の「いちご」や、

話題の五島列島を含めた「長崎県」の味覚をご紹介。さらに、池袋本店が開店 60 周年を迎

えたことから、当店でしか取り扱いの無い「特別ギフト」を展開する。（リリース） 

〇[2023年東武の福袋]  

東武百貨店 池袋本店の 2023 年の福袋のテーマは、「家計を応援！3 年ぶりに 3 世

代！笑顔で集まれる 1年に」。事前予約型福袋は 11月 14日から承る。 

今まで集まりたくても集まれなかった大切な人達とやっと会える 2023 年。2023 年は大切な

人達と笑顔で会えるよう願いを込めて東武百貨店がお客様を全力で応援。2023 年東武の

福袋のキーワードは、①『食の三冠王』②『3 世代揃って昭和レトロな世界へジャンプ！』③

『サブスク福袋と言えば東武！2023 年も家計を応援！3 世代で食い尽くす』④『2023 年最

高額品』 （リリース） 

[第 10回『IKEBUKURO パン祭』池袋東武にて開催（11/17～）]  

東武百貨店 池袋本店は、11 月 17 日から 8 階催事場にて、第 10 回『IKEBUKURO パン

祭』を開催。人気のベーカリー店やパンのお供など約 40店が集結。 

パンを通じて「食卓で笑顔になって楽しんでいただきたい」という思いを込め、安納芋、鳴門

金時などを使った秋の味覚『お芋パン』、王道の牛肉カレーのほか、たっぷりの海鮮や「バ

ーモントカレー」、「北海道シチュー」等が詰まったボリューム満点の『カレーパン』、あっと驚

く「〇〇どん」をサンドした『変わり種パン』、その他『ご当地パン』や『お取り寄せパン(数量限

定)』まで幅広く展開。 （リリース） 

[「やまがた・みやぎ展」開催（11/10～）]  

東武百貨店 池袋本店は、11月 10日から 8階催事場にて「やまがた・みやぎ展」を開催。 

会場には 52店舗が集結する。 



山形県・宮城県が誇る銘柄牛のお弁当や、庄内と三陸 2 つの海の恵みの弁当やお寿司の

ほか、フルーツや「ずんだ」を使ったSNS映えするスイーツが登場。東武限定品は7点あり、

イートインや実演グルメも多数用意。SNS映えするスイーツやイベント、定番の肉・海鮮・スイ

ーツなどを豊富に取り揃えることで、若い世代からご年配の方まで、幅広い世代のご来店を

目指す。 （リリース） 

 

  以上 



2022年10月31日
報道関係者各位

株式会社阪急阪神百貨店　神戸阪急

地元神戸のお客様と素敵な神戸暮らしを共創していく百貨店に向けて、神戸阪急は2023年度中の完成を目指して
改装を進めています。

インターナショナルブティックスがオープンします。

■本館1階リニューアルのポイント
　①都心店にふさわしいラグジュアリーブランドの導入
　　インターナショナルブティック５ブランドがニューオープンします。うち3ブランドは神戸エリア初出店。
　　既存のグッチ、ティファニーとあわせて、都心店にふさわしいゾーンが、より一層充実します。

　②ターミナル立地の百貨店に求められる高感度かつ利便性の高い売場展開
　　アクセサリー売場と婦人服飾雑貨売場が本館２階から移設オープン。ラグジュアリーブランドと同一フロアの落ち着いた
　　環境の中、婦人ファッションの高感度化と上質化に対応した品揃えに注力します。

　約240㎡　　１１月２３日（水・祝）オープン

上質な素材や製法から、身に着ける心地よさを実感できるファッション
雑貨が集結します。帽子・スカーフといった季節にあわせたレディース
ファッションアイテムをはじめ、ハンカチやストッキングなどのデイリー
アイテムを見やすく、選びやすく展開します。

●取扱いアイテム
　ネックウエア、帽子、財布、ベルト、サングラス、ハンカチ、靴下、傘、手袋

　約240㎡　　１２月３日（土）オープン

ブライダルや記念日、クリスマスなど、「ハレの日」のアクセサリーから、
日常のおしゃれを楽しんでいただけるコスチューム＆ヘアアクセサリー
まで、１２ブランドをラインアップします。

●ニューオープン　６ブランド
　「アーカー」、「アッカ」、「アレクサンドル ドゥ パリ」、
　「エースタイル」、「ココシュニック」、「ジュエッテ」
●リニューアルオープン　６ブランド
　「アガット」、「ヴァンドーム青山」、「スワロフスキー」、
　「タキイ」、「４℃」、「レゴリス」

　5ブランド計約470㎡

オープン日(予定) 主な取扱いアイテム

12月 8日（木） 　Boucheron ブシュロン ジュエリー、ウォッチ ＊神戸エリア初出店
12月10日（土） 　Fred フレッド ジュエリー ＊神戸エリア初出店
12月10日（土） 　Roger Vivier ロジェヴィヴィエ ウィメンズ(シューズ・雑貨） ＊神戸エリア初出店
12月10日（土） 　Saint Laurent サンローラン ウィメンズ、メンズ、雑貨
12月17日（土） 　Van Cleef &Arpels ヴァンクリーフ＆アーペル ジュエリー、ウォッチ

　*インターナショナルブティックスにオープンする5ブランドは、いずれも今回の改装に伴い神戸阪急に初めて導入されます。
　*オープン日は諸般の事情により変更する場合がございます。

婦人服飾雑貨

「神戸阪急」ではない。「神戸の阪急」になるのだ。

 神戸阪急  ＲＥＭＯＤＥＬ  ＮＥＷＳ

クリスマス商戦に向けて

本館1階がリニューアルオープン

クリスマス商戦たけなわの11月下旬から12月中旬にかけて、本館1階に婦人服飾雑貨売場、アクセサリー売場、

１１月２３日（水・祝）、人気のコスメブランドも本館１階にオープン
「ロクシタン」（ニューオープン）、「ファンケル」（リニューアルオープン）

既存の「ジョーマローン ロンドン」とあわせて本館１階の化粧品は３ブランド

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

アクセサリー

インターナショナルブティックス

ブランド名
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“あんこ”好きにはたまらない“あんこ”のイベント！

「第8回 時をかけるあん」
11月16日（水）～21日（月）／9階祝祭広場

　日本人が愛してやまない、和菓子の代表格ともいえる“あんこ”を使用したお菓子が集結する、阪急うめ

だ本店の秋を代表する人気イベント「時をかけるあん」。8回目を迎える今回は、あんことのマッチングが楽

しめる、個性あふれる進化するあん菓子や、外せない定番のあん菓子、城下町から広まった銘菓や、武

将が愛したあん菓子などを「お菓史の歴史」と共に紹介します。あんこ好きにはたまらない、あんこの魅力

に浸れる6日間です。ぜひ、ご取材ください！

■会場限定のあんスイーツや、コラボまで。進化する“あんこ”の魅力を紹介します！

三重県「五十鈴川茶屋（赤福）」のサクサクの生地と和三盆のやさしい味わいとあんの風味が楽しめる、会

場限定あずきコルネや、京菓匠「鶴屋𠮷信」が手掛ける「tubara ｃafe」から、小豆のゼリー、大納言小豆あ

ん、和栗のマスカルポーネあんに、和栗の甘露煮などを盛り込んだパフェ仕立てのおやつやカフェ限定

の生つばらが登場。さらに、芋ようかんの人気店東京「舟和」と「バナナファクトリー」がコラボしたバナイモ

どらなど、会場では“あんこ”が“スイーツ”に進化します！

「五十鈴川茶屋」あずきコルネ

（1本）300円[各日販売予定数300]

「tubara ｃafe」カフェのおやつ

（1個）648円[各日販売予定数100]

「tubara ｃafe」生つばら

栗（1個）378円、黒胡麻（1個）324円

抹茶・ラムレーズン（各1個）292円

「舟和本店」×「バナナファクトリー」

バナイモどら（1個）378円

[各日販売予定数800]

「宮島 藤い屋」クリームあんドーナツ

（1個）301円[各日販売予定数250]

「とらや」カラメル求肥と紅茶餡の生菓子

（1個）540円[販売予定数250]

※各日11時30分より販売



■どら焼きに大福に・・・定番のあん菓子も見逃せません！！

左）「雪華堂」

お芋さんどら焼き（1個）270円

右）「花かんざし」どらボール

（紫いも・かぼちゃあずき、各1個）各486円

手前）「鹿島菓匠 丸三老舗」

かぼちゃバターどら焼き（1個）281円

左）「中津菓子かねい」

大きな栗のしっとりどら（1個）357円

右）「梅月堂」

ぬれどら焼きプレミアム和栗（1個）378円

手前）「浅草 梅園」

栗きんとんどら焼き（1個）297円

　　　　　　左）「菓匠禄兵衛」

　　家倉大納言どら焼き（1個）249円

　　　　　　　　右）「森八」

　　能登大納言 夢香山（1個）195円

　　　　　手前）「風の菓子 虎彦」

　　　　どら焼き 極天（1個）160円

　　　　　　　左から）「髙山堂」

栗大福（1個）238円

「新杵堂」

まるごと渋皮栗大福（1個）330円

「餅匠しづく」

栗大福（1個）324円

[販売予定数100]

※各日午後2時より販売

　　　　　左から）「京らく製あん所」

あんこたっぷり蓬大福（1個）249円

「菓匠禄兵衛」

黒さや草もち（1個）486円

「餅匠しづく」

草餅（1個）281円

[販売予定数100]

※各日午後2時より販売

　　　　　　　左から）「石舟庵」

塩豆大福（1個）248円

「髙山堂」

丹波黒豆大福（1個）270円

「榮太樓總本鋪」

黒豆大福（1個）281円

■“あんこ”好きによる、

　 “あんこ”トークショーやセミナーも開催！
〇ビキニフィットネス女王 安井友梨トークショー

　◎11月19日（土）午後1時～、午後3時～（各回30分）

　食べるおはぎは年間1,100個以上！自身の経験をもとに、

　小豆・あんこの力で美と健康を極める秘訣を紹介するトークショー。

〇日本あんこ協会 会長 にしいあんこ によるセミナー

　◎11月20日（日）午前11時～、午後2時～、午後4時～（各回30分）

　日本三大菓子処のあんこを食べながら学ぶ有料スペシャルセミナー。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜お問合せ先＞　　　　　  　　　　　　　　　　　　　※画像は安井友梨

株式会社阪急阪神百貨店　阪急本店　広報担当　TEL　:　０６－６３１３－９２２７　E-mail：hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp

mailto:hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp
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キーワードは頑張った自分への“ご褒美”福袋。

2023年「夢福袋」予約スタート！
ブランド福袋予約：2022年10月1日（土）～順次スタート

夢福袋予約：2022年11月23日（水・祝）～

https://bit.ly/3TfN3kp

2022年も残すところあとわずかとなりました。新型コロナウイルス感染症の影響により、コロナ禍での新

しい生活スタイルも定着し、少しずつではありますが、自粛生活から解放され、安寧な日々が過ごせる様

になってきました。2023年こそは、平穏な日常が戻ってくる事を願って、今年１年、頑張った自分への“ご

褒美”福袋と題し、自分だけのとっておきの体験ができる福袋3企画の予約が11月23日（水・祝）からス

タートします。
※阪急うめだ本店では、企画福袋を含め、年内でのWEB販売を中心に全館で約６万５千個を用意。

※１月２日（月）の福袋は、婦人服などのファッションアイテム以外の一部カテゴリーで販売予定。

■自分だけのとっておきの体験ができる“ご褒美”福袋3企画！

〇1日1組だけのプライベートヴィラでの宿泊付き！「GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸」

(滞在型レコーディングスタジオ)フォトウェディング福袋　[限定1組様]３９８，０００円

「GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸」は、

日本を代表する作曲家/編曲家である中村 正人氏が

所有する滞在型レコーディングスタジオを開放した1

日1組限定のプライベートヴィラ。

美しい沖縄の海が背景に広がるプライベートガーデ

ンや、世界各地から集めた家具や調度品が揃うリビン

グでの撮影など、ラグジュアリーリゾートを満喫しなが

らのフォトウェディングが叶います。

新郎様タキシード1点、新婦様ドレス1点、アートブー

ケ、ヘア＆メイク、着付、アテンド料、スナップ撮影（約

100カット、データ納品）、「GLAMDAY VILLA

OKINAWA中村邸」にご宿泊（お二人様の朝食付き）

がセットになったお得な福袋です。

◎場所：4階 ブライダルサロン

◎期間：11月23日（水・祝）午前10時から12月31日（土）午後3時まで WEB・電話・店頭にて受付

　　　　　※お申込み多数の場合は抽選。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎実施日：2023年4月3日（月）～7月20日（木） ※平日（月～木）限定（金土日祝、祝前日不可）

　※現地までの交通費は含まれません。お客様ご自身でご手配をお願いいたします。

　※ご宿泊は追加4名様まで可能（朝食はオプションサービスとなります）。

1

https://bit.ly/3TfN3kp


　

〇イラストレーターYosi（ヨシ）が世界にひとつのオブジェを造ります。［限定1組様］110,000円

当たり前の日常の中にある幸せな瞬間を、可愛い動

物たちをモチーフにやさしく描くイラストレーターYosi

（ヨシ）が、あなたの大切な家族との絆や人と人との

つながりをオブジェで表現。

手作りならではの温もり感じるオブジェは、目にする

たびに明るく楽しくほっこりとした気持ちにさせてくれ

ます。

◎場所：10階　『うめだスーク』北街区「アートアップデコ」

◎期間：11月23日（水・祝）午前10時から

　　　　　12月25日（日）午後8時までWEBにて受付

　　　　　※お申込み多数の場合は抽選。

◎お渡し日：2023年4月30日（日）以降

〇「美容家　瀬戸麻実」さんと過ごす

　ビューティートーク＆レッスン［限定5組様（1組につき2名様まで）］60,000円

美容部員時代から5万人の肌に触れ、カウンセリン

グイベントは数分で満席になるほど的確なアドバイ

スに定評のある美容家の瀬戸麻実。メイクだけでな

く生き方やウェルネスなライフスタイルが女性たちの

共感を呼ぶ瀬戸麻実との美容トークに花を咲かせな

がら、ポイントメイクやスマートフォンでの撮影会をお

楽しみいただけます。

◎場所：阪急うめだ本店13階 シャンデリアテーブル

◎期間：2022年11月23日（水・祝）午前１０時から

　HANKYU BEAUTY ONLINEにて先着順にて受付。

◎実施日：2023年1月21日（土）

　（11時～、12時30分～、

　　　　　　　　　　　14時～、15時30分～、17時～）

◎その他：瀬戸麻実さんおすすめコスメセット、

　　デザート＆ドリンク付き
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取材等お問い合わせ：近鉄百貨店奈良店 営業推進課 0742-30-2630（直通） 

2022/10/25 

 

近鉄百貨店奈良店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

近鉄百貨店奈良店では、近鉄百貨店中期経営計画に掲げる街づくり型複合商業サービス施設＝「タウ

ンセンター」の実現のため大規模改装を実施しています。２階では、婦人服中心のフロアに衣・食・雑貨を

ミックスさせた「スクランブル MD」により、気軽に立ち寄れる発見と感動の場をご提供します。 

また、地階食品売場では奈良県下初出店の３ブランドがオープン、食品フロアのさらなる充実を図ります。 

今回の改装により、地域の皆様の支えとなり、地域生活にとって「なくてはならない存在」を目指した

地域共創をさらに推進してまいります。 

【 オ ー プ ン 日 】11 月２日（水) 【 場 所 】２階、地階 

 

 
■売場の概要 

婦人服中心のフロアに、奈良県初出店となる北海

道公式アンテナショップ「北海道どさんこプラザ奈良

店」のほか、近鉄百貨店が FC 事業で取り組む新

ショップが２店舗登場。「ハンプティーダンプティー」

はＦＣ事業 16 業種目の新業態、「フルフルール」は

あべのハルカス近鉄本店の１号店に続き、奈良県

初出店です。 

 

＜北海道公式アンテナショップ「北海道どさんこプラザ 奈良店」＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄百貨店と一般社団法人北海道貿易物産振興会が共同で運営します。北海道の海産物や乳製品、
農産物、菓子や即席ラーメンなどの道産品約 1,100 品目を販売するほか、観光情報などの発信、イベント
スペースを活用した催事も展開します。 

 「スクランブル MD」の実現 

「地域共創型タウンセンター」への転換を目指し大規模改装 

衣・食・雑貨をミックスした「スクランブルＭＤ」が完成 

奈良県初出店「北海道どさんこプラザ」もオープン 

奈良県初 
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近鉄百貨店奈良店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

＜フルーツカフェ フルフルール＞ 

８月にあべのハルカス近鉄本店で１号店がオープンした“旬のフルーツを一番美味しいタイミングで提供

すること”にこだわるフルーツカフェ。看板メニューである「フルフルールコース」は、旬のフルーツとスイーツ

をお好きなだけお召し上がりいただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ハンプティ―ダンプティー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●フルフルールコース（ウェルカムプレート・お食事・

フルーツ・スイーツ・ドリンク） 

お 1 人さま 3,480 円 （90 分制） 

※フルーツとスイーツはお好きなだけお召し上がりいただ

けます。 

●フルーツ＆スイーツセット 

（旬のフルーツ、スイーツ、 

ドリンクのセット） 

 2,200 円  

●スイーツセット

（焼いも付き） 

（フルーツ、スイー

ツ、焼いも、ドリンク

のセット） 

 1,800 円  

●メロンパフェ  

2,000 円 

 

＜無茶々園＞温州みかんジュース  

720ml 864 円  

ルームシューズ 1,320 円  ブランケット 2,200 円 

奈良県初 

※オープンを記念して 11 月２日(水)→６日(日)の期間、ハンプティ―

ダンプティーで 3,500 円以上お買いあげの各日先着 100 名さまに「オ

リジナルエコバッグ」をプレゼントいたします。 
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近鉄百貨店奈良店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

 

 
 

人気の和惣菜店３ブランドが奈良県初登場 

＜なだ万厨房＞ 

  

 

  

 

 

 

※オープンを記念して、なだ万厨房で 2,160 円以上お買いあげの先着 200 名さまに「なだ万エコバック」を

プレゼント 

＜玉子丸＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※オープンを記念して、1,000 円以上お買いあげの各日先着 100 名さまに「真空パック惣菜」を１点プレ

ゼント。 

＜心拍＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※オープンを記念して、心拍で 3,000 円以上お買いあげのお客さまに「心拍トートバッグ」をプレゼント。 

 

奈良県初 

奈良県初 

奈良県初 

 

だし巻き 1 本 594 円  

11 月２日(水)限りの 

ご奉仕品 

食品フロアのさらなる充実 

お弁当全品 １個  

1,080 円均一セール 

11 月２日(水)限りのご奉仕 

だし巻と松茸ご飯御膳 

1 人前 1,080 円 

［オープン記念弁当］ 

紅白御飯（桐）1,944 円 

11 月２日(水)→８日(火)  

松茸御飯二段重 

【限定数 50】2,160 円  

11 月２日(水)限り  

お惣菜 100ｇ  

324 円均一セール 
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近鉄百貨店奈良店ＮＥＷＳ 

※表示価格には、消費税が含まれています。 

ご参考 当社のフランチャイズ事業の現状について 
○出店実績  15 業種 45 店舗（2022 年８月末現在） 

○店舗一覧 
事業種別 店舗名 オープン日 

東急ハンズ事業 東急ハンズ奈良店 2016 年４月 27 日 

 プラグスマーケット草津店 2020 年２月 21 日 

 プラグスマーケット四日市店 2022 年４月 20 日 

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

ベーカリー事業 ブロッドン近鉄四日市店 2016 年６月 29 日 

 ブロッドン近鉄奈良店 2017 年４月 26 日 

 ブロッドン近鉄生駒店 2017 年８月９日 

グロサリー・日配品事業 成城石井近鉄四日市店 2016 年９月１日 

 成城石井近鉄生駒店 2017 年６月 21 日 

 成城石井近鉄百貨店奈良店 2018 年３月 14 日 

 成城石井近鉄草津店 2018 年４月 18 日 

 成城石井近鉄橿原店 2019 年４月 17 日 

 成城石井あべの and 店 2019 年７月 19 日 

 成城石井あべのハルカス近鉄本店 2021 年４月 21 日 

 成城石井名古屋近鉄パッセ店 2021 年 10 月 1 日 

 成城石井 近鉄百貨店上本町店 2022 年６月 15 日 

メガネ事業 オンデーズあべのハルカス店 2016 年 11 月 25 日 

 オンデーズ近鉄四日市店 2017 年３月 29 日 

 

 

オンデーズ近鉄上本町店 2019 年３月 13 日 

オンデーズ近鉄草津店 2020 年２月 21 日 

カタログギフト事業 

 

 

 

 

リンベル あべのハルカス店 2017 年９月１日 

リンベル 上本町店 2018 年３月 28 日 

リンベル 奈良店 2018 年３月 28 日 

リンベル 橿原店 2018 年９月 12 日 

リンベル 四日市店 2018 年９月 14 日 

カフェ事業 タリーズコーヒー近鉄四日市店 2018 年３月７日 

 タリーズコーヒー近鉄奈良店 2019 年３月 15 日 

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

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

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

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

 Bodies 近鉄上本町スタジオ 2020 年７月１日 

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

 ビアードパパの作りたて工房 近鉄生駒店 2021 年９月 1 日 

神農生活事業 神農生活 近鉄あべのハルカス店 2021 年４月９日 

ドラッグ事業 コクミンドラッグ 近鉄上本町店 2021 年６月 23 日 

レッグウェア・インナー事業 チュチュアンナ 近鉄パッセ店 2021 年 11 月 1 日 

スイーツ・カフェ事業 フルフルール あべのハルカス近鉄本店 2022 年８月３日  
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

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) ０６－６６５５－７０３０ 

 

 

 

 
 

 

近鉄百貨店は、10 月 19 日（水）よりクリスマスケーキのご予約承りを開始します。 

関西の有名パティシエが手掛けたケーキ、ホテルのパティシエが腕をふるったケーキ、また見た目も可

愛らしく動物モチーフをあしらったケーキなど、クリスマスの楽しいパーティシーンを彩るケーキが揃います。 

 

＜2022 年近鉄のクリスマスケーキ概要＞ 
【 ご 予 約 承 り 期 間 】10 月 19 日（水）～12 月 18 日（日） 

※ネットショップは 10 月 19 日（水）10：00～12 月 13 日（火）18：00 

【 対 象 店 舗 】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、生駒店、 

和歌山店、四日市店、近鉄百貨店ネットショップ 

【 ア イ テ ム 数 】68 点（内、13 点が近鉄百貨店限定） 

【 お 渡 し 日 】12 月 24 日（土） ※一部商品について、23 日（金）、25 日（日）のお渡しも可能 

【 売 上 目 標 】前年越えを目指します 

【 中 心 価 格 帯 】4,000 円～5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 年 近鉄のクリスマスケーキ 

10 月 19 日（水）よりご予約承り開始 

【１】関西の有名パティシエが作るクリスマスケーキ 

濃厚なピスタチオのバヴァロワの中に甘酸っぱいグリオット

のムースとジュレ、ピスタチオとショコラの２種類のビスキュイ

を合わせたグリーンが鮮やかなクリスマスケーキ。 

＜ガトー・ド・ボワ＞ 

グリオット ピスターシュ 

約径 15 ㎝【限定数 100】 5,670 円 

赤いフルーツのような香りのするカカオを使用したビターチョ

コムースと、赤い果実のクリームソース、ピスタチオのビスキ

ュイを合わせたクリスマスケーキ。 

＜セイイチロウ・ニシゾノ＞ 

Ａｎｔｈｏｃｙａｎ／アントシアン 

約径 12 ㎝【限定数 50】 4,212 円 

林 雅彦氏 

西園 誠一郎氏 
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※表示価格には、消費税が含まれています。 

近鉄百貨店ＮＥＷＳ 

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) ０６－６６５５－７０３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３】可愛い見た目でお子様にも喜ばれそう！動物モチーフのクリスマスケーキ 

【２】ホテル・メイドのクリスマスケーキ 

苺とラズベリーのムースの中に、香り高いスパークリングワイ

ンのムースと甘酸っぱい苺コンポートが入った爽やかなクリ

スマスケーキ。デコレーションにはピスタチオのクリームを絞

り、苺とラズベリーをのせた、クリスマスリースのような仕上

がりです。 

＜ウエスティン都ホテル京都＞ 

ベリールージュ 

約径 20 ㎝【限定数 20】 10,800 円 

ナッツ香るピスタチオムースの中に甘酸っぱいベリーのジュ

レとムースを閉じ込め 

プレゼントボックスを飾ったクリスマスカラーをイメージした華

やかなケーキです。 

＜シェラトン都ホテル大阪＞ 

ノエル ピスターシュ 

約径 18 ㎝【限定数 50】 7,000 円 

＜カカオ サンパカ＞ 

アレハンドラ 

約径 12 ㎝×高さ 11cm【限定数 40】 8,856 円 

＜アンテノール＞ 

ノエルベア・ショコラ 

約径 12 ㎝【限定数 100】 4,320 円 

自宅で受け取ることができ、クリスマスの贈り物としても喜ばれる広域配送ケーキを 16 点揃えました。冷

凍でのお届けとなります。 

【ご予約承り期間】10 月 19 日（水）～12 月 13 日（火） 

【 お 届 け 日 】12 月 23 日（金）、24 日（土）のいずれか 



 

 
   

 
 

若年層をターゲットにした新たなコスメゾーン誕生 

西武池袋本店２階に「ナチュラルコスメ」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。１０月２８日（金）より  

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、新たな化粧品売場「ナチュラルコスメ」がオープンいたします。 

西武池袋本店の２階でＡＩカメラを活用した顧客分析の実証実験を行ったところ、フロアの来店客が実際の購入層より

も若く、特に３０代以下の来店が多いことがわかりました。来店客の年代に合わせて品揃えを見直し、今回オープンする 

「ナチュラルコスメ」では、若年層に支持されているブランドや男女ともに人気の高いブランドを集約し、ジェンダーレスで   

ご利用いただけるフロアにすることで若年層のニーズに対応してまいります。 

ペアで一緒に楽しめる暮らしを豊かにするスキンケアやフレグランス、おうち時間を充実させるボディケアやヘアケアまで、 

自分に優しく、環境・社会にも優しいアイテムを取りそろえた、ナチュラルでエコな暮らしを提供する新たなコスメゾーンが  

誕生いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年２月 
 

 

 

 

 

 

２０１３年２月 
 

 

 

 

 

 

  

Press Release 
     

          

           

２０２２年１０月 
 

 

 

 

 

  

【概要】 

■売場名：化粧品売場「ナチュラルコスメ」 

■オープン日：２０２２年１０月２８日（金）より順次 

■場所：西武池袋本店２階（中央） 

■対象面積：約６６０㎡ 

■展開ブランド：約２０ブランド 

■展開アイテム：スキンケア、ヘアケア、ボディケア、フレグランス、バスアイテム、インナービューティ（スムージー）など 

■化粧品売場「ナチュラルコスメ」特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1629047.html 

※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 

 

化粧品売場「ナチュラルコスメ」イメージ 

【１０月２８日（金）オープン】 

アスレティア、スタンド バイ オーガニック マーケット、サンタ・マリア・ノヴェッラ、ジュリーク、ジョンマスターオーガニック、  

メルヴィータ、バウム、リファ、ロクシタン 

【１１月中旬以降順次オープン】 

イソップ、キールズほか 
※オープン日、ブランドが変更となる場合がございます。 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1629047.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

【新オープンブランド（一部）】 

■BAUM（バウム） 

そごう・西武初出店。森林浴をしているかのような香り、ジェンダーレス発想、 

自然由来の成分やパッケージへのこだわりを体現するブランド。 

［特典］税込 11,000円以上お買い上げの方に「バウム／サステイナブル BOOK（1 冊）」をプレゼント。 
 
■Santa Maria Novella（サンタ・マリア・ノヴェッラ） 

フィレンツェのサンタ・マリア・ノヴェッラ修道院に努める修道僧が、自ら栽培した草花を使い 

修道院内で薬剤・軟膏・鎮痛剤を調合したことから始まった「サンタ・マリア・ノヴェッラ」。 

［特典］税込 12,000円以上お買い上げの方に「刺繍ロゴ入りコットンバッグ（1 点）」をプレゼント。 
※お１人さま１回限りとなります。 
 
■Aesop（イソップ） 

そごう・西武初出店。高い効果と使う喜びをもたらすことを念頭に置いて細心の注意を払って 

作られたスキンケア、ヘアケア、ボディケア製品を提供するブランド。 
 
■athletia（アスレティア） 

アスレティアは、毎日をアクティブにしなやかに生きたいと願う、すべての人のためのスキンケア＆ 

ライフスタイルブランド。常設店舗としてリニューアルオープン。 

［限定キット］リニューアルを記念して、アスレティアの人気商品がセットになって登場。 
 

【リニューアルオープンブランド】 

■L’OCCITANE（ロクシタン） 

１９７６年にフランスで誕生した、南仏プロヴァンスのライフスタイルをお届けするブランド。 

［マイシア登場］通常は公式通販限定の「世界にひとつだけのシア」が、期間限定で西武池袋本店に

登場。色・メッセージ・フリーテキストを選んで、心にのこるとっておきの名入れ・カスタマイズギフトを作る

ことができます。 
 
■john masters organics（ジョンマスターオーガニック） 

ＮＹのトップスタイリスト、ジョン・マスターが設立したライフスタイルコスメブランド。 

［限定キット］リニューアルを記念して、ジョンマスターオーガニックの人気商品がセットになって登場。 
 
■Melvita（メルヴィータ） 

美しい自然のリズムを今と未来のキレイのために。植物が、大地が育んできた雄大な美しさを、 

余すところなく注ぎ込んだオーガニックコスメ「メルヴィータ」。 

［先行発売］「Xmas 森のうさぎコフレ」を、１１月２日（水）全国発売開始に先駆けて、 

１０月２８日（金）から西武池袋本店にて先行発売。 
 
■Jurlique（ジュリーク） 

１９８５年にオーストラリア アデレードで誕生したオーガニックスキンケアブランド。 

［先行発売］リニューアルを記念して、「リプレニッシングモイスト クレンジングローション ウインターキット」

を含むホリデーギフトを、１１月１日（火）全国発売に先駆けて、１０月２８日（金）から西武池袋本店

にて先行発売。 
 
■ReFa（リファ） 

ヘアケアアイテムからビューティーシャワー、美容機器、コスメまで。ライフスタイルのワンピースになる、 

新しい美容のかたちをご提案。 

［特典］税込 15,000円以上お買い上げで「リファ／リファ ロックオイルミニボトル（1 点）」をプレゼント。 
 
■スタンド バイ オーガニック マーケット 

世界中からホンモノのオーガニック＆ナチュラルビューティーを集めたセレクトショップ。 

［記念パック］リニューアルを記念して、バーツビーズの４本セットが登場。 
 
■Kiehls（キールズ） 

１６５年以上前にニューヨークでアポセカリー（調剤薬局）として創業し、科学、ハーブの知識を基に 

天然由来成分を配合した基礎化粧品ブランド。 

※本リリースの掲載画像はイメージです。特典・キットの詳細については特設ページをご覧ください。 
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カジュアル化が進むギフト習慣を受けて 

お歳暮で「集いのグルメ」を提案 
 

そごう・西武は２０２２年のお歳暮に「集いのグルメ」を提案いたします。年々カジュアルギフト化が進むお歳暮は慣例的

な定番ギフトを贈る習慣からパーソナルなギフトを贈る習慣へとニーズが移行しています。また今年は昨年とは違い年末年

始に親しい方と集まる機会が増えることが予想されます。そこで「みんなの冬グルメ」をテーマに、集いの機会にピッタリなカジ

ュアルギフトや団らんの場で囲む「鍋料理」などを特集。従来のお歳暮にとらわれない、新しいお歳暮をご提案いたします。 
 

そごう・西武のお歳暮概要 
■お歳暮ギフトセンター開設期間：西武池袋本店 １１月３日(木・祝)～１２月２１日（水） 

そごう横浜店 １１月９日(水)～１２月２１日（水）※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：１０月１３日（木）午前１０時～１２月２３日（金）午後４時５９分まで 

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

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

■全店共通お歳暮ギフトカタログ掲載点数：１,９３７アイテム(前年同程度) 

■売上目標：既存店前年比１０２％［内インターネット 前年比１０５％］ 
 

■集いの場にもぴったり「みんなの冬グルメ」（全１７ＳＫＵ） 

「テーブル‘盛れる‘とっておき」、「笑顔あつまるおもてなし」などをテーマに、集いの場にぴったりな冬のグルメをご提案。ご自

宅で本格フレンチを満喫できるギフトからお酒のお供に最適な焼き鳥まで、ギフトにもご自身用にも嬉しいアイテムを集めま

した。 
 
代表商品 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京 ラ ボンヌ テリーヌ テリーヌ・リエットセット/７,０２０円 
肉の旨味が凝縮したテリーヌやオレンジ香る魚介のリエッテも。
代官山「レザファン ギャテ」の味をご家庭にお届けする工房か
ら。 
商品内容：田舎風テリーヌ８０ｇ 鶏肉と豚足のテリーヌ８０g  

はちみつ入り農園風テリーヌ８０g 魚介のリエット７０g  

 

福岡 かわ屋 とり皮焼／５,４００円 
とり皮を焼いてタレに漬け、６日間かけて味をしみ込
ませた博多名物。 
商品内容：とり皮焼１０本×２セット 

長野 アトリエ・ド・フロマージュ チーズケーキ＆ピザセット/５,４００円 
しっかり焼き上げたチーズケーキと爽やかなフレッシュチーズのデザー
ト、３種類のミニピザも楽しめます。 
商品内容：焼チーズケーキ２１０g フォンテンヌブロー６５g×３ モッツアレラチーズ 

ピザ・ナポリ風ピザ・ニンニクと小エビのピザ各直径約１１cm 

東京 ラ ボンヌ テリーヌ テリーヌ・リエットセット 福岡 かわ屋 とり皮焼 長野 アトリエ・ド・フロマージュ  

チーズケーキ＆ピザセット 

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


 

■団らんの場で囲む「冬の幸せ鍋」（全４５ＳＫＵ） 

今年の冬は親しい仲間でごちそうを囲む機会が増える事が予想されます。そこで、団らんの場で活躍する鍋料理

をギフトにご提案します。豪華食材の鍋や老舗の味わいなど、日本のいいものを選りすぐりました。 

代表商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ご自宅用お買い得品」も団らん・集いを提案（全２９６ＳＫＵ） 

毎年好評いただいている、ご自宅用お買い得品から今年は新たに「団らん」「集いに」最適な商品をご提案しま
す。日本酒と鍋やワインと洋食など選りすぐりのお酒とよく合う美味をご紹介します。 
※ご自宅用お買い得品はご自宅配送限定のお買い得商品です。 

代表商品 

＜日本酒×旨み鍋＞ 

比内地鶏や純米酒。ご当地の幸を味わい尽くします。 

 

 

 

 

 

■天然でサステナブルな美味しさを「アラスカシーフード」（全１３ＳＫＵ） 

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

代表商品 

 

 

 

 
※本リリースの掲載画像はイメージです。 

盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。 

全て税込価格です。 

 

なかお 天然とらふく料理セット（白子入）/２１,６００円 

ふくに携わって九十五年。下関のふくを担ってきた「なかお」が、活きた天

然のとらふくを目利き。身の締まった質感と、あっさりしとしたなかに甘みを

感じる上品な味わいをお届けします。 

商品内容：刺身８０g 皮７０g 白子１００g アラ３００g ヒレ５枚<とらふくは国産 天

然>ふく煮凝り（ごまふく・とらふく）１００g×２ ポン酢１５０ml もみじおろ

し５g×５ 刻み葱 

分とく山 川俣シャモの軍鶏鍋/１０,８００円 

日本料理の伝統に独創的な料理を生み出す「分とく山」の総料理長の

野崎洋光が監修。福島のブランド地鶏「川俣シャモ」を味わい尽くすご

ちそう鍋です。 

商品内容：川俣シャモ正肉（ムネ肉・モモ肉）スライス１５０g×２ 川俣シャモつくね１

５０g×２ 車麩×４ うどん２３０g×２ 鍋用出汁５００g×２ 

王子サーモン アラスカ産紅鮭スモークサーモン姿切り/５,４００円 
しっかりと漁獲量を管理し、自然に繁殖したアラスカ産紅鮭。プリッとした
身質と強い香りが特徴です。 
商品内容：紅鮭スモークサーモン〈アメリカ（アラスカ）産〉姿切３００g 

 

＜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 

 

秋田 比内地鶏 きりたんぽ鍋・稲庭うどんセット/３,７８０円 
地元で愛される味そのまま。秋田の名物を鍋でお楽しみください。 
商品内容：比内地鶏１００g 比内地鶏入り生つくね１４０g きりたんぽ２７０ｇ 

比内地鶏スープ２００g 稲庭うどん８０g×２袋 

 
沢の鶴 特別純米酒 山田錦飲み比べセット/３,５２０円 
創業３００余年の蔵元、沢の鶴から。唎酒師（ききざけし）が 
厳選した特別純米酒などの詰め合わせ。 
商品内容：１００人の唎酒師 特別純米酒 本格甘口山田錦  

特別純米酒実楽山田錦 各７２０ml（計３本） 
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画家杉田陽平のアートワークで「色鮮やかなクリスマス」を表現 

そごう・西武のクリスマスプロモーション 
 

そごう・西武は２０２２年のクリスマスプロモーションに画家杉田陽平氏を起用。「色鮮やかなクリスマスを、あなたと。」をキ

ーワードにクリスマスの「特別感」「人を明るい気持ちにさせる」魅力を表現しました。アートワークは各店の店頭で表現され

るほか、各種お買い上げプレゼントのギミックとしても登場。さらに西武池袋本店では作品展も開催し、そごう・西武のクリス

マスを盛り上げます。 
 
  【クリスマスプロモーション概要】 
■会期：１１月１日(火)～１２月２５日（日） ※一部会期の異なる店舗がございます。 

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

■クリスマス特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/christmas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■西武池袋本店では作品展を開催 

鮮やかな色彩の絵画をはじめ、バリエーションある新作を複数展示、販売。また、杉

田陽平によるライブペインティングやお子さま向けワークショップ、サイン会など来場

イベントも実施いたします。 
＜作品展概要＞ 
杉田陽平のダイナミックな作品展 杉田陽平 CHRISTMAS EXHIBITION 2022 
会期：１２月１４日（水）～２１日（水） 
会場：西武池袋本店７階（南）＝催事場Ａ 
開場時間：午前１０時～午後９時 

※最終日１２月２１日（水）は、当会場のみ午後４時にて閉場いたします。 
入場料：無料 

 
各種イベントの詳細はこちら→https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1646788.html 

＜アートワークを活用したＶＰ＞ 杉田陽平 Yohei Sugita 
 

1983年 10月 28 日生まれ、三重県出身。 

2008 年に武蔵野美術大学油絵科を卒業。画家。現代的で自由な感

性で絵画をアップデートし続けている。従来の画家のイメージにとらわれ

ない活動でアート界の革命児でもある。出展した作品は毎年必ず売り

切れ、美術雑誌では『完売作家』として特集常連になるほど日本で最

も作品入手困難な人気作家の一人。 

2020 年に Amazon Prime Video「バチェロレッテ・ジャパン シーズン 1」に

参加し「杉ちゃん」と呼ばれ、人気を博し、今やアートの枠を飛び越えファ

ンが急増。週刊 SPA『ニッポンを変える 100 人』に選出。 

＜通路壁面の施されたアートの装飾＞ 

https://www.sogo-seibu.jp/christmas/
https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/1646788.html


 

■杉田陽平のアートワークを楽しめる４つのオリジナルプレゼント 

〈杉田陽平×西武・そごう限定柄 保冷バッグ〉 

会期:店舗によって異なります  

対象店舗: 西武池袋本店、西武渋谷店、西武所沢Ｓ.Ｃ.、 

西武東戸塚Ｓ.Ｃ.、西武秋田店、そごう大宮店 

条件:会期中、クリスマスケーキを４,５００円以上ご予約の 

先着４,５００名さま（対象店舗総計） 
 
〈杉田陽平×西武・そごう限定柄 スケッチブック(カレンダー付き)〉 

会期:１１月１８日（金）～２７日（日）  

会場:そごう・西武各店 対象売場  

条件: 会期中、対象売場で税込５,５００円以上お買いあげいただいた 

クラブ・オン／ミレニアム会員の先着５,０００名さまに(西武・そごう各店総計)   
 
〈杉田陽平×西武・そごう限定柄メモカバー(ロディアメモ帳 No.11付き)〉 

会期：１２月６日（火）～２５日（日） 会場：そごう・西武各店 

条件：会期中、対象売場で税込５,５００円以上お買いあげいただいた 

先着５,０００名さま(西武・そごう各店総計) 

 

 

〈杉田陽平×西武・そごう限定柄婚姻届２枚セット(クリアファイル付き)〉 

会期：１１月１日（火）～１２月２５日（日）  

会場：そごう・西武各店 ※西武所沢Ｓ.Ｃ.、東戸塚Ｓ.Ｃ.は除く 

条件：会期中、ご希望の先着１,５００名さま(西武・そごう対象店舗総計) 

 

 

 

 

■杉田陽平スペシャルムービーも公開 

特設サイトだけでしか見ることができないスペシャルムービー「杉ちゃんに質問しちゃいました！」を公開。 

今年のクリスマスの予定から個展への意気込みまで、 

様々な質問にお答えしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜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 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

 

※すべてなくなり次第終了。画像はイメージです。 
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天然の水産資源を存続させる漁業を実践 

アラスカシーフードフェア開催 
そごう・西武はサステナブルシーフードのパイオニアとも言われるアラスカ産の海産物を特集する「アラスカシーフードフェア」

を開催いたします。アラスカで漁獲されるシーフードは「100％天然」。アラスカではこの天然の海の恵みを絶やさないための

さまざまな取組みが行われており、世界でも高く評価される持続可能な漁業を実現しています。 

今回そごう・西武ではアラスカシーフードマーケティング協会の協力により、対象６店舗においてアラスカ産の紅鮭や銀だ

ら、魚卵等の販売をいたします。また、人気レシピサイト「Ｎａｄｉａ」では、同協会によるアラスカ産シーフードを使ったレシピの

インスタライブ配信が実施されます。そごう・西武はお客さまやお取引先さまと共に「豊かで持続可能な社会」の実現を推

進していきます。 

 

 

 

 
 
 

 

■人気レシピサイト「Ｎａｄｉａ」でのインスタライブ配信を実施 
人気Ｎａｄｉａアーティスト松山絵美さん（@emi.sake）による、アラスカ産紅鮭を使ったおうちで気軽にチャレンジできておい

しいレシピが紹介されます。（「Ｎａｄｉａ」URL：https://oceans-nadia.com/） 

・開催日時：１１月１５日（火）午後８時頃～  

 

■お歳暮ギフトでもアラスカシーフードを提案 
今年のお歳暮ギフトでは１３種類のアラスカシーフードをご提案しています。ギフトでもサステナビリティに対する関心が

年々高まっていることから、アラスカシーフードをお歳暮で利用する方も増えています。 

 

（代表商品） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜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：０３－６７４１－２８１４ 

 

【企画概要】 
会期：１１月１５日（火）～２１日（月） ※西武所沢 S.C.は１２月１日（木）～６日（火）開催 

店舗：西武池袋本店、所沢 S.C./そごう横浜店、千葉店、広島店、大宮店／売場：各店生鮮売場  

 

アラスカシーフードマーケティング協会（ASMI）は、「持続可能（サステイナブル）」な水産資源を活用した経済発展を促進するために設立された、アラスカ州とアラスカ水

産業界の官民パートナーシップです。アラスカ産水産商品の価値を向上させることを目的に、一般消費者、業界関係者を対象とした様々な活動を世界各国で展開

しています。詳しくは公式ウェブサイト、公式 SNS をご覧ください。 

公式ウェブサイト： https://japanese.wildalaskaseafood.com/ Instagram： @alaskaseafoodjapan Facebook： https://www.facebook.com/ASMIJapan/ 

 

 

【アラスカシーフードマーケティング協会ついて】 

 

王子サーモン アラスカ産紅鮭スモークサーモン姿切り/５,４００円 
しっかりと漁獲量を管理し、自然に繁殖したアラスカ産紅鮭。プリッとした
身質と強い香りが特徴です。 
商品内容：紅鮭スモークサーモン〈アメリカ（アラスカ）産〉姿切３００g 

 

※本リリースの掲載画像はイメージです。 

盛り付け例の写真には、商品に含まれていないものもございます。 

全て税込価格です。 

 

https://oceans-nadia.com/
mailto:hirokazu-sato@sogo-seibu.co.jp
https://japanese.wildalaskaseafood.com/
https://www.facebook.com/ASMIJapan/
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ケーキ好きの街にケーキが大集合した「ケーキロード」が登場 

そごう大宮店食品フロアリニューアルオープン 
 

そごう大宮店の食品フロアが７月からの改装スタートを経て、１１月１７日（木）にリニューアルオープンいたします。夏以降１

１のブランドが新たにオープンし、４ブランドがリニューアル。今回の改装では地域のお客さまからのご要望にお応えし、洋菓

子エリアではケーキを扱うブランドを充実させました。他にも惣菜売場や鮮魚にも新たなブランドを追加し食品フロア全体が

新しく生まれ変わります。今回の改装により、日本有数のターミナル駅である大宮駅の近くに立地する出会いと発見のある

空間を目指します。 
 
そごう大宮店 食品フロアリニューアル 概要 
■場所：地下１階＝食品フロア 

■新規オープンブランド：１１ブランド ※★が１１月１７日（木）オープンブランド、他は７月以降のオープンブランド 

（和菓子）宗家 源吉兆庵 

            （洋菓子）モンロワール、ブールミッシュ、★ル ショコラ ドゥ アッシュ 

            （惣菜）とんかつ まい泉、懐石料理 青山、★柿安ダイニング （鮮魚）★分 根津松本 鈴 

            （イートイン・喫茶）★お食事ちゅうぼう、★ベジプラットカフェ、★ジェラテリア ネーベ・デラルーナ 

■リニューアルブランド：４ブランド ※７月以降にリニューアル済 

（洋菓子）アンテノール、ユーハイム、ゴディバ （惣菜）ＲＦ１ 

■食品フロアリニューアル紹介ページ：https://www.sogo-seibu.jp/omiya/renewal-b1floor/ 
 

<リニューアル４つのポイント> 

① ケーキ好きの街に「ケーキロード」が登場 
今回の改装では、ケーキの都市別支出額が全国トップクラスのさいたま市のデパ地
下として、地域のお客さまからのニーズが高いケーキを扱うブランドを充実させまし
た。７月に「アンテノール」「ユーハイム」をリニューアルし、９月に「ブールミッシュ」そして
１１月に「ル ショコラ ドゥ アッシュ」がオープンすることで人気の「新宿高野」と合わせ
てケーキブランドが集まる「ケーキロード」が完成します。またカフェも新たにオープンす
ることでティータイムも楽しめるスポットに生まれ変わります。 
 

② 惣菜売場は買いやすくなり、人気ブランドもオープン 

惣菜売場では、売場の見通しを遮っていた店頭厨房を撤去し、壁面やフロア後方に集約。明るく見通しよいフロア
に生まれ変わりました。また厨房跡地には新規ブランドを導入、１１月には「柿安ダイニング」が登場いたします。 
 

③ デパ地下ならではの高品質な生鮮ブランドを導入 

東京・文京区根津にある鮮魚店「根津松本」からのれん分けした「分 根津松

本 鈴」が百貨店初登場。こだわりの旨い魚を詰めた海苔弁当なども展開し、

デパ地下ならではのグルメなお客様にもご満足いただけるクオリティでお応

えします。 
 

④ さらに充実した和菓子エリアとイートインでは期間限定コーナーも 

大宮地区最大の和菓子売場は７月に「宗家 源吉兆庵」が加わり、さらに充実しました。また１１月１７日（木）から
は期間限定で各地の人気店が登場する「お食事ちゅうぼう」もオープン。１１月２９日（火）迄は福島県で１９８３年
に創業した人気のフランス料理店「レストラン 千草屋」が出店します。 
 

※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 

 

分 根津松本 鈴イメージ 

ル ショコラ ドゥ アッシュイメージ 

https://www.sogo-seibu.jp/omiya/renewal-b1floor/


 

1 

 

報道関係資料                                         2022 年 11 月 16 日 

株式会社小田急百貨店 

 

 

 

 

2022 年 10 月 4 日（火）に新宿西口ハルクに移転し、リニューアルオープンした小田急百貨店新宿店

は、リニューアル第二弾として 12 月 1 日（木）、小田急グループが運営する新宿駅西口地下街「小田急エ

ース」北館の西側約 1,000 ㎡のエリアに、小田急百貨店がプロデュースするあたらしい食品売場

「SHINJUKU DELISH PARK（シンジュク デリッシュ パーク）」を出店します。 

 

新宿西口のオフィスワーカーをメインターゲットとし、「行き交う人の“ちょっと”を満たす」をコンセプトに、朝食や

昼食に便利な弁当、惣菜、パンや、手みやげに最適な和洋菓子などを取り揃えるほか、ラーメンのイートインス

ペースなどを開設します。新規導入ショップに加え、リニューアル前の新宿店で展開していた人気ショップなど、あ

わせて 28 店が登場します。毎日思わず立ち寄りたくなるような「朝も、昼も、夜も、おいしい通り道」となることを

目指します。 
 

「SHINJUKU DELISH PARK」は、「PARK1」から「PARK6」の６つのゾーンで構成します。他のゾーンより

早く、平日朝 8 時に開店する「PARK1」では、仕事への活力が得られるようなこだわりの弁当、惣菜、パン、生

搾りジュースを販売。また、雑誌「オズマガジン」と協業したオリジナルベーカリーやミニマートが登場します。 

また、「PARK2」では、ちょっと一息つくのにぴったりの洋菓子やスープを、「PARK3」では、ちょっとしたギフトに

おすすめの和洋菓子を取り揃えるほか、「PARK4」「PARK5」ではバラエティー豊富な食材を揃える専門店など

を、「PARK６」では、全国各地の人気のラーメンを気軽に味わえるイートインポップアップを開設します。 
 

小田急百貨店新宿店では、10 月にリニューアルオープンした地下 1 階・地下 2 階の食品売場と至近に位

置する「SHINJUKU DELISH PARK」とを連動させた企画や情報発信などを、シーズンや歳時記に応じて積

極的に行っていくことで、「デパ地下」の魅力をさらに高めてまいります。 

 

 

  

   

                 

  

 

リニューアル第二弾！小田急百貨店プロデュースの食品売場が、小田急エース北館内に誕生！ 

12 月 1 日、「SHINJUKU DELISH PARK」がオープン 
～「行き交う人の“ちょっと”を満たす」をコンセプトとした、朝も、昼も、夜も、おいしい通り道～ 
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▲OZ とハルコの旅するベーカリー 

 

▲沼津すし之助 

 

▲日本橋 天丼 天むす 金子半之助 

 

▲シンビ 

 

◆各ゾーンの展開ショップについて 

  

  

   

  

 

 
 

PARK1 ＜クイックデリ＆チャージ＞ 営業時間：8 時～20 時 30 分、土・日・祝 10 時～20 時 

 
慌ただしい毎日を過ごすなか、仕事への活力が得られるようなこだわりの弁当、惣菜、パン、生搾りジュース

など 11 店が集合。新宿西口オフィスワーカーが出勤前にさっと立ち寄れるよう、平日朝 8 時から営業を開始し
ます。また、エリア内に 10 席のイートインコーナーを設けます。 

雑誌「オズマガジン」と協業したショップも登場。地方食材を使った惣菜パンなどを揃えるオリジナルベーカリー
と、飲料やおつまみといった、つい手に取りたくなるようなアイテムを揃えるミニマートを展開します。 

 
ショップ名 商品 概要 備考 

 

OZ とハルコの 

旅するベーカリー 

 

 

 

パン 

雑誌「オズマガジン」×「ベーカリーズキッチン オハナ」×小田急百

貨店の３社がコラボしたオリジナルベーカリー。地方食材を使った

「旅するタルティーヌ」などを販売します。旅行気分で日本各地の

食文化を学ぶなど、新しい出会いを通じて素敵な自分になるきっ

かけを提供するショップです。 

 

小田急オリジナル 

新規導入 

YORIMICHI MART 

 

ドリンク・ 

焼菓子 

「オズマガジン」と小田急百貨店がコラボしたミニマート。お酒も含

めた飲料、おやつ、おつまみなどを取り揃えます。 

小田急オリジナル 

新規導入 

沼津すし之助 

 

玉いなり・寿司 沼津に本店を構える地魚回転寿司店のテイクアウト専門店。新

商品の「玉いなり」に注目です。 

物販業態は初 

新規導入 

日本橋 天丼 天むす  

金子半之助 

天丼・天むす 日本橋に本店を構える江戸前天丼専門店。人気の天丼のほ

か、数量限定の「天むす」「海老天押し寿司」も用意します。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

ぼんた ぼんた 

 

おにぎり・惣菜・

弁当 

美味しくて体に良い、金芽米を使用したおにぎり専門店。秘伝の

にぎり技でつくる具だくさんおにぎりを提供します。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

ブッツサンド×献心亭 匠 

 

サンドイッチ・ 

惣菜・弁当 

種類豊富なサンドイッチと、旬の素材を取り入れた季節感のある

惣菜・弁当を展開します。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

こめらくのこめべん 

 

弁当 「テイクアウトでおもてなしを。」をコンセプトに、さまざまなシーンに

合わせた弁当を販売します。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

JUICE STAND 

BUBBLES 

生搾りジュース 新鮮な野菜やフルーツに熱を加えず、圧力をかけて生搾りした

「コールドプレスジュース」を提供します。 

 

新規導入 

シンビ 

 

ごはん・パン・ 

惣菜デリ 

時間と健康を大切にする方のナチュラル・ファストフードショップ。 

ヘルシーなサラダ丼などを展開します。 

当店のみ 

移設 

サラダデリ マルゴ 

 

サラダ サラダデリの専門店。国産の旬の野菜をメインに、たっぷりの野菜

と肉・魚をしっかり食べる「主食サラダ」を提案します。 

 

移設 

ポンパドウル 

 

パン 1969 年横浜の元町で創業した、焼きたてパンのベーカリー。自

慢のパンを豊富に取り揃えます。 

 

移設 
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▲サブレミシェル 

 

▲あげもち Cocoro 

 

 

▲ル ぺパン 

 

 

ウーマミ へスタ スープスタンド▶ 

 

▲麻布かりんと 

 

 

PARK2 
＜リフレッシュスイーツ＆スープ＞  営業時間：10 時～20 時 30 分、土・日・祝 10 時～20 時 

                             ※一部ショップは平日 8 時から 
 
 毎日のオン・オフの切り替えに欠かせない、ひとくちで心もとろけて、ごきげんになれる
至福のスイーツやスープを提供します。 
 からだにやさしいコンディショニングスープを提供するスープスタンドは平日朝 8 時から
の営業で、PARK１で展開しているおにぎりやパンなどと組み合わせて、朝食や昼食に
もおすすめです。 
  

ショップ名 商品 概要 備考 

ウーマミ へスタ  

スープスタンド 

 

スープ 

からだよろこぶ、スープの店。食事を通じて身体を整え、健康は

もちろん美容にもアプローチし、新しい食習慣を提案します。 

※平日は 8 時から営業 

 

新規導入 

パステル 

 

プリン・焼菓子 看板商品「なめらかプリン」は、生クリームと卵黄のコク、なめらか

な食感が特徴で、いまなお愛され続ける自慢のデザートです。 

 

再導入 

ゴディバ 

 

チョコレート 世界で愛されるプレミアムチョコレートのリーディングブランド。チョ

コレートドリンクも提供します。 

 

移設 
 
 

PARK3 ＜リフレッシュスイーツ＞  営業時間：10 時～20 時 30 分、土・日・祝 10 時～20 時 

 
パッケージや缶のかわいらしさが目を引く焼き菓子やサブレなど 9 店が集合。ちょっとした手みやげや、職場の

同僚など大人数向けのプチギフトにぴったりの和洋菓子が勢揃いします。 
 

ショップ名 商品 概要 備考 

 

サブレミシェル 

 

 

サブレ 

ブランドのイメージキャラクターのミシェルが世界中を旅して見

た美しい花と景色や、それぞれの国にちなんだ色々な形のサ

ブレなど、オリジナリティあふれる世界を描くサブレ専門店。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

あげもち Cocoro 

 

米菓 さまざまな味のおかき専門店。いろいろな味と形のおかきと、

幸せを呼ぶとされる世界中の「ラッキーチャーム」をかたどった

かわいらしいクッキーを缶に詰め込みました。 

新宿地区当店のみ 

新規導入 

POP UP シュクレイ 

 

焼菓子 数々のお菓子ブランドを運営しているシュクレイが、個性豊か

なブランドを期間限定で次々に展開します。 

 

新規導入 

新宿高野 

 

ケーキ・焼菓子 高級フルーツとオリジナルフードを販売する果物専門店。人

気ケーキ「フルーツロワイヤル」などを提供します。 

 

移設 

プレスバターサンド 

 

焼菓子 サクサク食感のクッキーに、濃厚なバタークリームと口どけなめ

らかなバターキャラメルを挟んだバターサンドの専門店。 

 

移設 

麻布かりんと 

 

かりんとう 麻布十番に本店を構える、かりんとうの店。街の空気を隠し

味に、バリエーション豊富な味を揃えます。 

新宿地区当店のみ 

移設 

ル ペパン 

 

チョコレート フラワーショップからインスパイアを受けたチョコレート専門店。

ブーケのようなロリポップ型チョコレートなどを展開します。 

新宿地区当店のみ 

移設 

トップス 

 

ケーキ・焼菓子 アメリカンスタイルのレストラン「Top's」のデザート用として誕

生したチョコレートケーキを販売します。 

 

移設 

POP UP ONE  小田急百貨店が運営するイベントコーナーです。 イベント 
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ラーメンイメージ▶ 

 

▲墨繪 ＜オープン限定商品＞ 

「生地に溶けこんだマシュマロパン」 
 220円/1個 各日限定10～15個 
 ※12月1日～31日 

 

▲JUICE STAND BUBBLES 
＜オープン限定商品＞ 
「オーガニックホットチョコレート ソルティ」  

スモール 680円～ 
※12月1日～31日 

 

▲新宿高野 ＜お楽しみ袋＞  
1,620円  限定100袋 
※12月1日～ 

限定数に達し次第終了 

 

▲パステル ＜限定価格商品＞  

「オープン記念！ねこねこチーズケーキ・
ふぃにゃんシェセット」2,220円 

 ※12月1日～5日 

PARK４・5 
＜バラエティーマーケット＞ 営業時間：10 時～20 時 30 分、土・日・祝 10 時～20 時 

                         ※一部ショップは 21 時まで 
 
 毎日の食卓に小さな感動を。バラエティー豊富な食材を揃える専門店などを展開します。 
 

ショップ名 商品 概要 備考 

墨繪 パン 

 

新宿に創業して 75 年のフレンチレストランが運営するベーカリ

ー。素材の個性を活かし、毎日ていねいに焼き上げています。 

 

移設 

こだわりや オーガニック・ 

自然食品 

化学的な農薬や肥料、合成添加物などを極力含まない、主

にオーガニックや国内産の食品を扱う専門店。 

新宿地区当店のみ 

移設 

クリスピー・クリーム・ドーナツ 

 

ドーナツ 1937 年にアメリカで誕生したドーナツ店。高品質のドーナツを

提供します。 ※21 時まで営業 

 

移設 

菓匠百選 

 

菓子 各地の菓子職人たちがつくり、各地域で愛されるブランドを展

開します。 

イベント 

～12 月 31 日まで 

 

PARK6 
＜＃新宿地下ラーメン＞ 

営業時間：10 時 30 分～21 時 30 分、土・日・祝 10 時～21 時（ラストオーダーは閉店 30 分前）※不定休                                 
  

“ガッツリ食べる”をテーマに、しっかりとお腹を満たすことができる各地の推し麺を期間限定
で提供するイートインコーナー「＃新宿地下ラーメン」を開設します。全国の人気ラーメン店
の逸品を、新宿で気軽に味わうことができます。 

第一弾として、TKM（たまごかけめん）を提供する熊谷の『ゴールデンタイガー』（12 月
1 日～7 日）が出店。その後は、大阪の『極濃豚骨らーめん小僧』（12 月 9 日～18
日）などが登場予定です。 
 

ショップ名 商品 概要 備考 

＃新宿地下ラーメン 

（イートイン POP UP） 

ラーメン 各地の人気ラーメンを期間限定で提供するイートインスペース。 

 

小田急オリジナル 

イベント 
 
 
【ご参考】 
備考欄の「移設」ショップは、リニューアル前の小田急新宿店や新宿駅西口地下コンコースなどで展開していたショップです。 
 
 

◆オープニング企画品について 
  

特別限定品や、限定価格商品、各店自慢の味を詰めたお楽しみ袋などを期間限定で販売します。 

＜商品一例＞ 

  

 
  
  
  
 
 

 
 
 
 
◆「SHINJUKU DELISH PARK」概要 
場 所：小田急エース北館（西側） 
所 在 地：東京都新宿区西新宿 1 丁目西口地下街 1 号 
面 積：約 1,000 ㎡ 
オープン日：2022 年 12 月 1 日（木）※オープン日は全店 10 時～19 時、12 月 31 日（土）は全館 18 時閉店 
 
【ご参考】 10 月 4 日の小田急百貨店新宿店改装オープンについての詳細は、以下のリリースをご参照ください。 
       https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000335.000035774.html 

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


報道関係資料 

2022 年 11 月 14 日 

株式会社小田急百貨店 

WEBで予約、店頭受け取りも！ 

「2023年 小田急の福袋」11月 16日（水）から ECサイトにて 

予約受付をスタート 

  

小田急百貨店では、お正月恒例の福袋の予約受付を 11 月 16 日（水）から EC サイト

「小田急百貨店オンラインショッピング」にてスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイーツやお茶、生鮮食品などの食料品から、化粧品、服飾雑貨、リビング用品まで

７０ブランド以上のお得な福袋を数量限定で展開します。 

年始のお届けのほか、新宿店・町田店の店頭で受け取りができる食料品の福袋も用意。

10月に新宿西口ハルクにてリニューアルオープンした新宿店では、店頭受け取り専用のカ

ウンター（生鮮食品など一部は除く）を設けることでスムーズな受け渡しと混雑緩和を図

ります。 

 

■「2023 年 小田急の福袋」EC サイト予約販売概要 

受付期間：2022 年 11月 16日（水）～12月 24日（土）９時まで 

U R L：ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」 

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

展開内容：食料品、化粧品、服飾雑貨、リビング用品など 70ブランド以上を展開 

お 届 け：2023 年１月 2日（月・振）～３日（火） 

※冷凍・冷蔵商品は 2023 年１月 5日（木）～15日（日） 

※店頭受け取り福袋のお渡し日は店舗によって異なります。 

 

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327  Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 

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


11⽉9⽇(⽔)から、伊勢丹新宿店のクリスマスがスタート︕ 皆川明さんと作る新しい
クリスマスのストーリー

アーティストの皆川明さんを新たなパートナーにむかえ展開する、あたたかいクリスマスの世界

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店は、2022年11⽉9⽇(⽔)〜12⽉25⽇(⽇)まで、クリスマスキャンペーンを開催いたします。
■ 伊勢丹新宿店 クリスマス特設サイト︓
https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku̲e/christmas̲10
■ 三越伊勢丹の2022年度クリスマスキャンペーンについてのプレスリリースはこちら︓
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002347.000008372.html

あらたなクリスマスのパートナーはアーティストの皆川明さん。世界がよい循環で未来へつながっていくように⼈
も⾃然も動物も、互いを⼤切に想い合う。そんなあたたかいクリスマスの世界をお楽しみいただきます。
伊勢丹新宿店では、「クリスマスステーション」を館内各所で展開するほか、ショーウィンドーや館内装飾、包装
紙など「One」をコンセプトにした皆川明さんの世界観が詰まった非⽇常の空間をご提案いたします。

キャンペーンテーマ「One」

2022年11⽉2⽇ 10時00分

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

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

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10


キャンペーンテーマ「One」
One of many Many in one たくさんのひとつ ひとつのたくさん
たくさんのひとつ ひとつのたくさん
この世界は⾒えるもの、⾒えないものが互いに響きあいながら形や想いや記憶へと繋がっています。
その中にきらめく輝きや喜びを⾒つけ⽇々を照らしていきたいと願っています。
“私” と “⼤切な⼈” と “この世界” の喜びを⾒つける旅のように。形に想いをこめて 想いを形にこめて。
皆川明 AKIRA MINAGAWA

本館・メンズ館の各所に、のべ7箇所の「クリスマスステーション」を展開

■ 本館1階 ステーション ◇ZAKKA◇ 本館1階 雑貨/イセタンシード

＜GOOD GOODS ISSEY MIYAKE＞“MOKKO" POP UP STORE
11⽉9⽇(⽔)〜11⽉22⽇(⽕)
伊勢丹新宿店限定品を含む、ホリデーカラーの⼩物をご紹介。クリスマスのお出かけが楽しくなりそうなアイテム
の数々をご紹介いたします。



■ 本館3階 ステーション ◇minä perhonen◇ 本館3階 リ・スタイル、センターパーク/プロモーション
※ステーション ◇minä perhonen◇ は11⽉9⽇(⽔)〜11⽉29⽇(⽕)となります。
※センターパーク/プロモーションでの展開は11⽉9⽇(⽔)〜11⽉15⽇(⽕)を予定しております。

＜ミナ ペルホネン＞テキスタイルバッグ 各22,000円

＜ミナ ペルホネン＞からクリスマスシーンを彩る伊勢丹新宿店限定バッグをご紹介。皆川明さんのクリスマスデ
ィレクションの中に登場する『metsä』、『candle』、『life puzzle』の柄を使⽤したテキスタイルバッグ。その
他にもクリスマスをよりお楽しみいただくためのアイテムが揃います。

■ 本館5階 ステーション ◇CENTRAL◇ 本館5階 センターパーク



ステーション「CENTRAL」では、＜MAJOTREE＞のクリスマスツリーを展開。「魔⼥が作ったクリスマスツリ
ー」をコンセプトに、繊細で華やか、かつ温かみのあるクリスマスアイテムを取り揃えます。主宰の岩城和⼦さん
デザインのオーナメントやサンタドールを駆使したアレンジメントツリーなど、お部屋のテイスト合わせられる豊
富なデザインとカラーが特徴です。

■ 本館6階 ステーション ◇FAMILY◇ 本館6階 イーストパーク、センターパーク、玩具
※開催場所により会期が異なります。



ステーション「FAMILY」のいちおしは、＜クールスノーグローブ＞のスノーグローブ。さまざまなシーンを球体
に収めたスノードーム。ドーム内の雪にはラメが混ざり、光の反射で美しく輝きます。ちいさなドームに宿る幻想
的な世界をお楽しみください。

■ 本館6階 ステーション ◇ART◇ 本館6階 アート＆フレーム

坂崎千春 版画特集 
11⽉9⽇(⽔)〜12⽉24⽇(⼟)
Suicaのペンギンをはじめとする⼈気キャラクターを数多く⽣み出している⼈気作家坂崎千春⽒の、ペンギンとパ
ンダが戯れるほっこりかわいい新作ジクレー版画をメインとした、版画作品を特集展⽰。ペンギンやモノクロ動物
たちの可愛くて楽しい作品が揃います。

■ 本館7階 ステーション ◇KIMONO◇ 本館7階 着物語



＜WA・KKA＞京袋帯 各44,000円

ISETAN キモノエル 2022
11⽉9⽇(⽔)〜12⽉25⽇(⽇)
“着物好きによる、着物好きのためのクリスマス”をテーマに、クリスマスを彩る着物や帯など集めました。髪飾り
や帯留めなど、ギフトにもおすすめの商品が揃います。

■ メンズ館1階 ステーション ◇ISETAN Menʼs◇ メンズ館1階 プロモーション
※メンズ館のステーションは11⽉30⽇(⽔)からの展開となります。



マフラー・⼿袋 ギフトセレクション
11⽉30⽇(⽔)〜12⽉25⽇(⽇)
国内外のブランドからカシミヤ・ウールマフラー、スヌード、⾰・ニット⼿袋など、ビジネス、カジュアル問わず
幅広いニーズにお応えできる品揃えで展開いたします。

クリスマスステーションの特典

11⽉9⽇(⽔)より各階「クリスマスステーション」にて、エムアイカードで1レシート5,500 円以上お買いあげの
お客さまに、皆川明さんがデザインを監修した⽊製オーナメントを差しあげます。

※オーナメントは、ランダムでのお渡しとなります。
※なくなり次第終了させていただきます。
※レシートは当⽇限り有効です。合算は不可となります。

クリスマスキャンペーンのコンセプト『One』をテーマにした、三越伊勢丹オリジナルのトートバッグが
登場



本館1階 雑貨/イセタンシードのステーション ◇ZAKKA◇ と、本館3階 リ・スタイルおよびセンターパーク/プロ
モーションのステーション ◇minä perhonen◇ でお取扱いをいたします。

One tote bag (candle、life puzzle、one day、metsä、kaleidoscope) 各 3,300 円
（ポリエステル(リサイクルポリエステル使⽤)/W38×H40cm、ハンドル⻑さ 57cm）

三越伊勢丹オンラインストア︓11⽉9⽇(⽔)10時から販売開始予定
https://www.mistore.jp/shopping/brand/list?brand=002485&stock=all&srule=views

館内やショーウインドーなどの装飾も「One」をコンセプトにした皆川明さんの世界観を表現

「森の中で輝く光」をテーマに、皆川明さんが描いた「クリスマスを迎えた森の中に集うさまざまな⼈々と動物た
ち」をもとに、森のイメージで館内全体を包み込み、そこで暮らすさまざまな⼈や⽣き物たちが光り輝く様を表現
します。



※画像はイメージです。

開催概要

2022 伊勢丹新宿店のクリスマス
会期︓2022年11⽉9⽇(⽔)〜12⽉25⽇(⽇)
第⼀弾︓11⽉9⽇(⽔)〜11⽉29⽇(⽕)、第⼆弾︓11⽉30⽇(⽔)〜12⽉13⽇(⽕)、第三弾︓12⽉14⽇(⽔)〜12
⽉25⽇(⽇)
会場︓伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階
https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku̲e/christmas̲10

【三越伊勢丹の2022年度クリスマスキャンペーンについてのプレスリリースはこちら】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002347.000008372.html

伊勢丹新宿店
営業時間︓午前10時〜午後8時
住所︓東京都新宿区新宿3-14-1
電話︓03-3352-1111 ⼤代表

※価格はすべて税込です。
※商品はなくなり次第終了となります。
※イベントの内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。予めご了承ください。

https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/christmas_10


３年ぶりに華やぐシーズンにクリスマスの特別な体験を 11⽉9⽇（⽔）より⽇本橋三越
本店のクリスマスキャンペーンがスタート。テーマは「今年こそクリスマスを楽しも
う︕」

11⽉9⽇（⽔）〜12⽉25⽇（⽇） ⽇本橋三越本店 本館・新館 各階

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

⽇本橋三越本店は、11⽉9⽇（⽔）よりクリスマスキャンペーンをスタートします。久しぶりに華やかなクリスマスシーズ
ンを楽しむ気運が⾼まる中、「今年こそクリスマスを楽しもう︕」をテーマに、集い楽しむクリスマスを提案します。本館
１階中央ホールのクリスマスマーケットをはじめ、クリスマスムードを⾼める店内装飾やイベントで、このシーズンならで
はの特別なお買い物体験を提供。クリスマスを待ちわびながら準備を楽しむアドベントから、思い切り満喫するクリスマス
当⽇まで、今年こそ楽しむ多彩なクリスマスを提案いたします。

三越伊勢丹では、今年から新たにクリスマスのテーマに『One』を掲げ、アーティスト皆川明⽒による『One』の
世界とストーリーで、クリスマスを提案。世界がよい循環で未来へつながっていくように、⼈も⾃然も動物も、互
いを⼤切に想い合う。そんなあたたかいクリスマスの世界をお届けします。
■三越伊勢丹のクリスマス  https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops̲f2/christmas̲one
̲sp

2022年11⽉7⽇ 15時00分

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

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

https://www.mistore.jp/shopping/feature/shops_f2/christmas_one_sp


■2022⽇本橋三越本店のクリスマス https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi̲e/christ
mas̲50
3年ぶりに⾏動制限が緩和されたクリスマスシーズンを迎え、今年は⼈々が集い楽しむという需要がますます⾼ま
ると予想されます。⽇本橋三越本店のクリスマスのテーマは、「今年こそクリスマスを楽しもう︕」。今年のクリ
スマスイヴ・クリスマスは⼟曜・⽇曜⽇になることから、家族や友⼈、⼤切な⽅と過ごす楽しいクリスマスを豊か
に彩る商品やサービスを取り揃え、クリスマスを提案します。
全館にクリスマス装飾を施し、このシーズンならではの特別なお買い物の楽しさを演出。本館1階 中央ホールをは
じめ、各フロアでは、クリスマスまでの時期を楽しむアイテムやクリスマスの「集い」を演出する多彩なアイテム
を取り揃え、⼤切な⽅やご⾃分へのご褒美として贈るクリスマスギフトを提案します。

ショッピングの楽しさを演出するクリスマス装飾。三越のシンボル「ライオン像」もクリスマスのおめかし 
■11⽉9⽇（⽔）〜12⽉25 ⽇（⽇）

お買い物をより楽しく演出するクリスマス装飾。皆川明⽒が⼿がけた『One』の世界をイメージした装飾で、クリ
スマスムードを盛り上げます。三越のシンボル「ライオン像」もクリスマスのイメージにおめかしをして、お客さ
まをお迎えします。

三越のライオン像（イメージ）

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/christmas_50


クリスマス装飾（イメージ）

5階まで吹き抜けの中央ホールでクリスマスマーケットを初開催︕■11⽉9⽇（⽔）〜11⽉29⽇（⽕）

★クリスマスシーズンを楽しむ多彩なアイテムを⼀堂に「Christmas Market 2022 in Nimombashi Mitsuko
shi」

本館の中央に位置する５階まで吹き抜けの「中央ホール」では、クリスマスマーケットを初開催。クリスマスツリ
ーやリース、オーナメントなど空間を飾るアイテムやスノードーム、アドベントカレンダー、グリーティングカー
ドなど、聖夜までのクリスマスムードを楽しむアイテムをご紹介します。※画像はイメージです。



クリスマスシーズンのインテリアとして楽しむ置物やスノードーム。クリスマスム
ードを演出する多彩なクリスマス雑貨 ■雑貨（置物・スノードーム）各種 価格
5,500円（税込）〜

幸せを呼ぶと⾔い伝えられている妖精「ニッセ」をモチーフにした⽊製⼈形。ニッセは⼦どもたちを守り、ク
リスマスシーズンには、サンタクロースの お⼿伝いをするという伝説があります。■ノルディカニッセ⼈形各
種 価格 4,180円（税込）〜



クリスマスを華やかに演出するリース。クリスマスギフトと
してもおすすめする多彩なリースが揃います。■クリスマス
リース各種 価格 33,000円（税込）〜 ※画像の商品のブラン
ドは、11⽉16⽇（⽔）〜11⽉29⽇（⽕）まで。

インテリアとして飾れる⽴体的なものから、オルゴールや照明がついたものまで、ユニークなクリスマスカー
ドが揃います。■クリスマスカード各種 価格 198円（税込）〜

クリスマスの集いには⽋かせないクリスマスケーキのご予約が好調。⾒た目にも豪華に「映える」王道ショ
ートケーキが⼈気



三越のパイプオルガン

10⽉8⽇(⼟）からスタートしたクリスマスケーキのご予約は好
調です。王道のショートケーキやチョコレートケーキをはじ
め、パティシェの感性が光る個性派ケーキなど、豊富なライン
ナップでご⽤意。⾒た目にも豪華で、ブランドいちごを贅沢に
使⽤したショートケーキが⼈気です。⾷卓を豪華に彩るチキン
やオードブルのご予約も承っております。
⽇本橋三越本店のクリスマスケーキ＆オードブル2022
https://mitsukoshi.mistore.jp/cake/nihombashi/ind
ex.html
オンラインストアご予約承り期間︓12⽉14⽇（⽔）午後８時まで（商品によって締め切り⽇が異なります）

三越のパイプオルガン特別演奏

中央ホール２階バルコニーにある「三越のパイプオルガン」。クリ
スマス期間中は、定番の讃美歌からJ-POP、⼦どもたちに⼈気のク
リスマスソングまで特別演奏をいたします。
■11⽉11⽇(⾦)〜11⽉13⽇(⽇)、11⽉18⽇(⾦)〜11⽉20⽇(⽇)、
11⽉25⽇(⾦)〜11⽉26⽇(⼟)、12⽉ 2⽇(⾦)〜12⽉4⽇(⽇)、12
⽉9⽇(⾦)〜12⽉11⽇(⽇)、12⽉16⽇(⾦)〜12⽉18⽇(⽇)、12⽉2
4⽇(⼟)、 12⽉25⽇(⽇)
各⽇正午〜、午後3時〜、午後5時〜（各回約15分）
■11⽉27⽇(⽇)・12⽉23⽇(⾦） 各⽇ 午前10時〜・正午〜・午
後3時〜 ブルー・アイランド⽒のおしゃべりパイプオルガン

【三越のパイプオルガンについて】
昭和5年（1930年）、世界的に定評のある⽶国マイテー・ウーリッツァー社製の最新式パイプオルガンを
輸⼊。電⼒によって奏する⼤仕掛けなもので、メインとソロの2種からなり、全体の間⼝は8.2m。当初は7
階ギャラリーに設置されていましたが、昭和10年（1935年）の本館全館完成時に現在の中央ホール2階バ
ルコニーに移されました。このパイプオルガンは、シアタータイプのオルガン(無声映画や商業演劇の伴奏
⽤)で、管楽器や打楽器など多彩な⾳⾊を奏でることが出来ます。平成21年(2009年)1⽉14⽇には中央区⺠
有形⽂化財として登録されました。90年以上を経た現在も、⾊あせぬ美しく荘厳な調べが店内に響きわた
ります。

⽇本橋三越本店
住所︓東京都中央区⽇本橋室町1-4-1 電話︓03-3241-3311 ⼤代表
https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html
※諸般の事情により営業⽇、営業時間の変更、予定していたイベントなどが中⽌になる場合があります。

https://mitsukoshi.mistore.jp/cake/nihombashi/index.html
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2023年 髙島屋の福袋 

 “最先端の技術でつくられた未来の空間” 

「Sphere
ス フ ィ ア

」３Dプリンターハウス 福袋 
～屋内を彩る家具・アイテムが自由に選べるオプション付き！～ 

 

髙島屋では、2023 年 1 月 2 日の初売りの目玉企画として「Sphere(スフィア)」3D プリンターハウス 福袋」を販売

致します。セレブレーションムードの高まる新年に、お客様への感謝の気持ちを込めて、テクノロジーの進化によっ

て夢や憧れをより身近に手が届きやすくなった今、世界的にも注目を集める 3D プリンター技術によって、“リッチな

グランピング”“自分だけの趣味の離れ小屋”“My ワーケーション部屋”などが実現できる「福袋」として企画いたしま

した。 

 

■販売価格 ：税込3,300,000 円（1棟） 

■販売台数 ：1棟限定【抽選販売】 

■応募店舗 ：髙島屋各店 

■応募期間 ：2023年1月2日（月・振休）から 
※応募店舗は、日本橋、新宿、玉川、立川、横浜、大宮、柏、高崎、岐阜、大阪、堺、泉北、京都、洛西、岡山、 計15店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Clouds Architecture Office    ※画像はイメージです 

3D プリンターによる最先端の技術で作られた、“未来の空間” 

3D プリンターのメリットを最大限生かした“未来の住宅デザイン”を形にした「Sphere（スフィア）」は、一般住宅とは

異なり、ご自身の敷地内にわずか 24 時間で施工可能（※）な約 10 平米のタイニーハウス（小屋）として設置するこ

とができます。（※）造成工事や基礎工事等の時間は除きます 

近未来的なデザインは世界的に有名なアメリカ・ニューヨークの曽野正之「Clouds Architecture Office」が行い、 

設計は国内外のコンソーシアム企業約 140 社と共同開発を行った世界最先端の家として注目を集めています。 

このたび、髙島屋の福袋に、「Sphere（スフィア）」屋内を彩る家具やアイテムが自由に選べるオプションをセットにし

た特別企画として登場しました。最先端の技術でつくられた、未来の空間で“次世代の暮らし方”をお楽しみください。 
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【スペック】 

●面積：約10 平米 （※高さ 約3.9ｍ） ※必要最低面積30平米 

●構造形式は、鉄筋コンクリート造(RC造) 

●構造躯体は、日本よりも厳しいと言われるヨーロッパ基準の断熱性能をクリアし、リブ補強がされた 2 重構造の設

計。 

●球体の形状により、物理的にも強い設計構造。耐震強度は、駅や庁舎、スタジアムやホテルなど大小様々な規模

の建築物を手がけ、多くの受賞歴を持つ（株）KAPが構造設計を行っています。 

※「Sphere」屋内での電力使用は可能ですが、水回りの使用（水道工事の対応）はできません。 

 

【特徴】 

●3D プリンターのメリットを最大限生かし、住宅問題（人手不足や建築コストの上昇、ウッドショック問題など）はもち

ろん、脱炭素化（資材輸送のエネルギー消費量の削減による CO2 削減）、廃棄量（建築資材)の減少といった課題

解決にも貢献。 

●最先端のロボティクスを用いた 3D プリンターを使用し、24 時間以内に施工が可能です。 

※造成工事や基礎工事などの整地時間を除きます。（造成工事、基礎工事の費用は含まれておりません。別途費用

がかかります。） 

 

【納品・引き渡しについて】 

●納品予定は 2023 年2月 （当選されたお客様とご相談のうえ、引き渡しをさせていただきます。） 

●2023年1月中旬までに抽選、当選者にご連絡 （ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。） 

 

【ご留意点】 

●設置場所（都市計画区域等）によって、建築確認申請が必要な場合がございます。その場合は、別途建築確認申

請の費用（実費）がかかる場合がございます。 

●設置場所の環境（極小地・全面道路がクレーンの搬入ができない場所等）によって、設置ができない場合がござい

ます。 

●施工にあたっては、当選者とセレンディクス（株）の直接契約となります。 

●詳細は後日、髙島屋のホームページ等でお知らせいたします。 

●いずれも予定です。一部内容が変更になる場合がございます。 

●この内容は、福袋のために特別に企画されたものです。 

 

自分だけの趣味の離れ小屋として                      リッチなグランピングとして 
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シアタールームとして                 趣味の部屋として      Myワーケーション部屋/リモート部屋として 

 

 セレンディクス株式会社 会社概要  

CEO               ： 小間 裕康 

(Sphere 事業部) COO     ： 飯田 国大 

設立年月               ： 2018 年8 月3 日 

資本金                 ： 155,200,000 円(資本準備金含) 

所在地                 ： 〒662-0011 兵庫県西宮市甲陽園目神山町1 番1 号 

〒657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通2-1-26（管理本部） 

Sphereプロジェクト研究所  ： 大分県日田市天瀬町塚田749 

事業内容                  ： 世界最先端のNext House 3D プリンターを使用した住宅開発  

URL   https://serendix.com 

 

日本初の 3D プリンター住宅メーカー。世界最先端の家「Sphere」はオープンイノベーションで研究開発を進めて

おり、開発コンソーシアムの参加企業は既に 140 社（2022 年10 月現在）を超えています。 

セレンディクスは設計・開発に特化し、出力 3D プリンターは海外のメーカーとの協業、住宅施工は住宅施工会社と

の協業で行う「水平分業」の住宅づくりを実現。「Sphere」の デザインは、世界的に有名なアメリカ・ニューヨークの曽

野正之「Clouds Architecture Office」が行い、設計は日本・米国・オランダ・中国のコンソーシアム企業との共同開発

で行いました。断熱基準はヨーロッパ基準による壁面 2 重構造、さらに日本の耐震基準をクリアする世界先端の技

術が詰まっています。 

 

■2018 年8 月、“世界最先端の家で人類を豊かにする”を理念に掲げ創業。 

■2019 年1 月、世界最先端の家(Next House)を創るプロジェクトをスタート。 

■2022 年 3 月、愛知県小牧市の百年住宅株式会社(工場内)にて、日本初となる 3D プリンター住「Sphere」が完

成。24 時間以内で施工完了。 

■2022 年 2 月コンソーシアム参加企業向けに実証実験用として世界最先端の家「Sphere」3D プリンター住宅(10 

平米モデル)の先行予約を開始。 

■2022 年10月、「Sphere」3D プリンター住宅(10 平米モデル)の一般販売を開始。 

■2022 年冬に、一般住宅に対応した「Fujitsubo」3D プリンター住宅(49 平米モデル)のプロトタイプが完成予定。 

■2023年春に、一般住宅に対応した「Fujitsubo」3Dプリンター住宅(49平米モデル)の発売を予定。 

 

 「Sphere」（スフィア）の使用イメージ  
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2023 年 髙島屋の福袋 
なりきりレーサー！世界で一着、自分だけのオーダーレーシングスーツ付き 

VR でリアルな挙動を体感できる 

ドライビングシミュレーター「DRiVe
ﾄ ﾞ ﾗ ｲ ﾌ ﾞ

- X
ｴｯｸｽ

」福袋 
 

2023年もますます注目度が高まると予測されるVR市場。そうしたなか、髙島屋では、2023年1月2日の初売りの

福袋企画として、最新の「VR 体感」（ドライビングシミュレーター）と、本格的な「リアル体験」（本物のレーシングスー

ツ）をセットにした福袋を販売いたします。 

プロドライバーが開発した、「ゲーム機ではない」本格的ドライビングシミュレーター「DRiVe-X」は、付属の VR ゴー

グルをつけて、世界中のサーキットを自宅で気軽に楽しく運転ができ、たったタタミ 1.5 畳分のスペースでお楽しみ

いただくことができます。スタイリッシュ＆コンパクトでありながら、リアルなレーシングフィールを体感できる最新鋭の

ドライビングシミュレーター「DRiVe-X」で、驚きの世界観を味わっていただく事ができます。 

 

■販売価格 ：税込 3,687,200円（1台） 

■販売台数 ：1台限定【抽選販売】 

■応募店舗 ：髙島屋 各店 (日本橋、新宿、玉川、立川、横浜、大宮、柏、高崎、岐阜、大阪、堺、泉北、京都、洛西、岡山 計15店舗) 

■応募期間 ：2023年1月2日（月・振休）から 

 

【特徴・スペック】 
●サイズ：L 1470mm ⅹ W 790mm ⅹ H 835mm 

●ボディー： GFRPフレーム ※GFRP…ガラス繊維強化プラスチック 

●重量：135kg (本体重量）●電源：100V ●サポートソフトウェア：15タイトル 
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※サポートソフトウェア：15タイトルについて 

iRacing、Assetto Corsa、Assetto Corsa Competizione、rFactor、rFactor 2、rFactor PRO、DiRT Rally、DiRT Rally2.0、

ProjectCars、ProjectCARS2、Live for Speed、F1® 2021、F1® 2020、Euro Truck Simulator 2、KartKraft 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーダーレーシングスーツ 

（スーツ・グローブ・シューズ）

※ヘルメット含まず 

※イメージ 

VRゴーグル 

360度の世界観を、最新のVRゴーグ

ルにて没入感を演出。 

 

【納品・引き渡しについて】 
●納品予定は2023年3月上旬 

●2023年1月中旬までに抽選、当選者にご連絡 ※ご連絡をもって当選発表とさせていただきます。 

●設置についてのご留意事項 

・設置場所については1500mm×2000mmのスペースが必要となります。 

・総重量は約150kg。特別な床養生は不要です。 

・搬入経路のサイズはほぼ対応しますが、そのまま入らない場合は室内での組立となります。 

・非常に特殊な建物構造や建物以外への設置の場合は事前にご確認下さい。 

・福袋企画には、配送設置・操作説明・保守サポートが含まれています。 

※詳細は後日、髙島屋のホームページ等でお知らせいたします。 

※いずれも予定です。一部内容が変更になる場合がございます。 

※この内容は、福袋のために特別に企画されたものです。 

 

 株式会社 アイロック会社概要  

代表取締役         ： 古賀 琢麻 

設立年月           ： 2004年2月 

所在地            ： 本社: 愛知県名古屋市天白区福池2-350  

事業内容            ： ドライビングシミュレーターの開発・製造・販売 

URL              ： https://drivex-sim.com 

 

リアルなレーシングフィールを体感できる最新鋭のドライビングシミュレーター「DRiVe-X」を発売。株式会社ア

イロックが、それまで自動車メーカーを始めとするBtoBがメインだったドライビングシミュレーターを、そのリ

アルモーションシステムをそのままに、2022年 1月「弊社の技術をご家庭でも楽しんでほしい」と、BtoC用ブ

ランドとして発表したのが、このスタイリッシュでコンパクトなドライビングシミュレーター「DRiVe-X」です。

さらに、カラーリングをはじめ、ステアリングなどの各種パーツを自分好みにカスタマイズすれば、自分だけのシ

ミュレーターが作れてしまうオリジナリティを持たせています。VRゴーグルをつければ没⼊感はプロドライバー

とまさに同じ状態で、今までにないバーチャルかつリアルを突き詰めて開発されています。 

 

以上 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 

 

2022 年 10 月 26 日 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社東武百貨店 池袋本店は、10月14日（金）に開始した「東武のお歳暮 2022」インターネット受付に引き続き、

ギフトセンターを 10月 27日（木）より 8階催事場にて開設します。 

今年のお歳暮は前年と異なり行動制限の無い状況が予想されることから、家族親戚が集まる機会も増えると予想し、『逸品

伝心』では年始をご自宅で迎えるための「新春特集」として、ご家族でお正月を楽しめる商品を展開。また、季節のこだわりの味と

して旬の「いちご」や、話題の五島列島を含めた「長崎県」の味覚をご紹介します。さらに、池袋本店が開店 60周年を迎えたこ

とから、当店でしか取り扱いの無い「特別ギフト」を展開します。そしてお中元でも好評だった、日本各地の特産品・名産品をギフ

トにした「おうちで！旅気分」も、19都道府県の逸品をご提案します。 

■「おうちで！旅気分」 

おうちに居ながら旅行気分を味わってもらえるよう、各地の特産品や名産品、有名店の品物をギフトにいたしました。 

     
北海道【乳蔵】 

北海道ミックスベリータルト・プリン 

青森県【JA津軽みらい】 

こみつりんご 5,940円 

京都府【やくの農業振興団】 

京蕎麦・にしんそば  4,644円 

 

       
島根県【皆美館】 

皆美家伝 鯛めしセット（3～4 人前） 

5,940円（クール便） 

山口県 【割烹旅館寿美礼】 

とらふくちり鍋 すき身・焼き白子付 

10,800円（クール便） 

新潟県【長谷川酒造】 

越後雪紅梅 飲み比べ 奏  

3,960円

News Release 
 

皆で集まれる年末年始の団らんを彩るギフトをご紹介！ 

「東武のお歳暮 2022」 10月 27日にギフトセンター開設 

 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

北海道 青森県 

5,400円（クール便） 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

山口県 

 
島根県 

京都府 

新潟県 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 

 

■「逸品伝心」  

技と知恵を駆使した入魂の一品。“心を伝える”という贈り物にふさわしい価値が刻まれた逸品です。 

 

     
栃木県真岡市 【苺が主役】 

恋するいちご 初恋糖入り  

4,320円 

長崎県五島市 【五島ヤマフ】 

五島産 養殖クエ鍋セット   

10,800円 

長崎県新上五島町 【長崎五島うどん】 

五島手延うどん・あごだしつゆ詰合せ 

■おうちで迎えるお正月を楽しむ。「新春特集」                  ■60周年「特別ギフト」  

お正月を華やかに、おうちでご家族が楽しめる商品をご紹介します。       格別なおいしさを特別にご用意。 

     
【小豆島オリーブ牛】             【大和川酒造店】               【浅草今半】 

カワイ 小豆島オリーブ牛ロースすき焼き   純米大吟醸 蒔絵干支ボトル 2023 卯   黒毛和牛 贅沢煮込み 

10,800円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お歳暮概要】 

・カタログ掲載数： 約 1,800点 

・8階ギフトセンター：10/27（木）～12/21（水）[56日間 前年±0日]  営業時間：午前 10時～午後 7時 

【早期ご優待会：10/27（木）～11/20（日）[25日間 前年±0日]  】 

・オンラインショッピング：10/14（金）～12/22（木）[70日間 前年±0日]  ※最終日は午前（あさ）8時まで  

【早期ご優待会：10/14（金）～11/21（月）[39日間 前年±0日]  ※最終日は午前（あさ）5時まで 】 

※表示価格は「消費税込み」価格です。 

※早期ご優待会は、当社組織顧客（ロイヤルカード・東武カードなど）を対象に、約 970点が 15％ご優待になります。 

※オンラインショッピングでご注文の場合、全国送料無料となります。 （一部送料込みの商品がございます） 

※諸般の事情により会期・営業時間などが変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/ 

 

 

 

 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 
広報部 広報課 清水・崎田 直通℡：03-5951-5210 

 東武 

限定品 

  5,500円 5,400円 

 東武 

限定品 

3,780円 

いちごづくしのしあわせ 長崎のとっておき 

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/
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参考資料 

【過去の結果と 2022年予想】 

 

1、品目別売上ベストテン 

順位 2022年予想 2021年結果 2020年結果 

1位 洋菓子 洋菓子 洋菓子 

2位 ハム・精肉 ハム・精肉 ハム・精肉・ 

3位 ビール ビール ビール 

4位 水産品 水産品 佃煮 

5位 佃煮 佃煮 水産品 

6位 選べる便 選べる便 惣菜 

7位 米菓 米菓 えらべる便 

8位 惣菜 惣菜 米菓 

9位 海苔・茶漬け 海苔・茶漬け 海苔・茶漬 

10位 コーヒー コーヒー コーヒー 

 

2、売上関連各種 

項目 2022年（目標） 2021年（結果） 2020年（結果） 

全体売上前年比 102％ 97％ 97％ 

ギフトセンター売上前年比 100％ 103％ 83％ 

インターネット売上前年比 103％ 114％ 118％ 

ギフトセンター売上構成比 43％ 43％ 40％ 

インターネット売上構成比 47％ 46％ 39％ 

売上ピーク日（ギフトセンター） 11月 20日（日） 11月 21 日（日） 11月 20日（金） 

平均単価  前年と同水準 約 3,700円 約 3,700円 

 

 

 

以 上 

 

 

 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 
 

2022 年 10 月 25 日 

 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店の 2023 年の福袋のテーマは、「家計を応援！3 年ぶりに 3 世代！笑顔で集まれる 1 年

に」にしました。今まで集まりたくても集まれなかった大切な人達とやっと会える 2023 年。家計にも影響が続きそうな中、

2023 年は大切な人達と思いっきり笑顔で会えるよう願いを込めて東武百貨店がお客様を全力で応援して参ります。 

2023 年東武の福袋のキーワードは、①『食の三冠王』②『3 世代揃って昭和レトロな世界へジャンプ！』③『サブスク福

袋と言えば東武！2023 年も家計を応援！3 世代で食い尽くす』④『2023 年最高額品』の 4 つです。 

 

 

 

「魚」・「肉」・「惣菜」の三部門から「おいしい」「お得」「インパクト」の三冠を達成したあっと驚く福袋をご紹介します。 

（1）「魚」＆「肉」部門！～職人技が光る、まるで「アート」な福袋～ 

縁起物の「錦鯉」を表現したアート寿司やお花のケーキのように美しく華やかなお肉の福袋が登場。 

1.【魚力】 「鯉が泳ぐアート寿司」 応募抽選型 初夢福袋 

14,900 円 限定 1 点 

絞甲いかの花と、岩に見立てたあわびの周りを 12 匹の 

錦鯉が優雅に泳ぐ様子を表現した「アート寿司」。 

職人が約 2 時間かけてつくります。 

【内容】絞甲いか・あわび・生本まぐろ赤身・真鯛・アトランティックサーモン・ 

あおりいか・玉子焼き・わかめ／12 貫。 

 ※店頭お渡し：2023 年 1 月 7 日(土)～9 日(月・祝)のご希望日 

 

2.【魚力】 「鮮魚のボックスフラワー」 応募抽選型 初夢福袋 

14,900 円 限定 5 点 

 あじさいに見立てた絞甲いかをはじめ、生本まぐろ(中トロ・赤身)・ 

 あわび・タラバガニなどを贅沢に使用した「鮮魚ボックスフラワー」を 

 ご用意。お祝いや特別なイベントなどを華やかに演出する一品。 

  【内容】生本まぐろ（中トロ・赤身）、真鯛、カンパチ、紋甲いか、 

あわび、タラバガニ、アトランティックサーモン。約 3～4 人前。 

  ※店頭お渡し：2023 年 1 月 7 日(土)～9 日(月・祝)のご希望日 

 

3.【ニュー・クイック】 「華が咲くミートケーキ」応募抽選型 初夢福袋 

10,000 円 限定 5 点 

まるでケーキ！新春の焼肉パーティを華やかに彩る、 

特別な盛付でお肉をご用意。 

【内容】山形牛焼肉用、米国産牛タン、国産豚肩ロース、 

国産豚バラ／計約 1.2kg。約 5～6 人前。 

News Release 
 

～家計を応援！3 年ぶりに 3 世代！笑顔で集まれる 1 年に～ 

2023 年 東武の福袋 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

 

キーワード① 『食の三冠王』  

↑【魚力】「鮮魚のボックスフラワー」 

↑【魚力】「鯉が泳ぐアート寿司」 

↑【ニュー・クイック】「華が咲くミートケーキ」 

※店頭お渡し：2023 年 1 月 7 日(土)～9 日(月・祝)のご希望日 

 



 
 

株式会社 東武百貨店 

（2）「惣菜」部門！～年末年始は「チートデイ」！  

思わずビックリ！笑顔があふれる「ジャンボサイズ」な福袋や「食べ放題福袋」をご紹介。 
 

4.【パオパオ】 「ジャンボシューマイ福袋」 ※事前予約型福袋（11 月 14 日(月)よりご予約承り） 

1,521 円 販売予定 30 点 

  通常の約 10 倍サイズ！パオパオ自慢のシューマイを 

たっぷりお楽しみいただけます。 

  【内容】ジャンボシューマイ（通常の 10 倍サイズのシューマイ）×1 個 

       シューマイ（通常サイズ）×6 個 

※店頭お渡し：2023 年 1 月 4 日(水)～6 日(金)  

 

 

 

5.【武蔵小山酉玄 酉金】 「鶏唐揚げ食べ放題福袋」応募抽選型 初夢福袋 

1,110 円 限定 5 組 10 名様 

  鶏料理専門店ならではの自慢の鶏唐揚げを、 

60 分間食べ放題！ 

  【内容】60 分間唐揚げ食べ放題＋白米＋お吸いもの＋ 

       玉子焼き＋お漬物。 

【実施日】2023 年 2 月 28 日(火)までのご希望日 

 

 

※そのほか 2,023 年にちなんだ「2,023 円食べ放題福袋」も登場！ 

 
6.【グッドモーニングバンコク】  

「イートイン食べ放題福袋」応募抽選型 初夢福袋 

2,023 円 限定 5 組 10 名様 

  ガパオやパッタイ、生春巻きなどの約 15 種類のイートインメニューを 

90 分間食べ放題！ 

  【内容】90 分間イートインの商品食べ放題＋ソフトドリンク 1 杯。 

  【実施日】2023 年 1 月 31 日（火）までのご希望日 

 

 

7.【バルマルシェコダマ ミートデリカテッセン】 

「生ハム食べ放題福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

2,023 円 限定 5 組 10 名様 

お 2 人で 90 分間、夢の生ハム食べ放題。豊かな香りと 

ほど良い塩味、独特の食感をお楽しみいただけます。 

 

  【内容】90 分間生ハム・パンの食べ放題＋ドリンク 3 杯（お酒含む）。 

  【実施日】2023 年 2 月 28 日（火）までのご希望日 

↑【パオパオ】「ジャンボシューマイ福袋」 

」 

↑【グッドモーニングバンコク】「イートイン食べ放題福袋」 

」 

↑【武蔵小山酉玄 酉金】「鶏唐揚げ食べ放題福袋」 

」 

↑【バルマルシェコダマ ミートデリカテッセン】 

「イートイン食べ放題福袋」 

」 



 
 

株式会社 東武百貨店 

 
 
食の東武と言えば大北海道展！バイヤー高見澤がおすすめするお得な福袋をご紹介。 

8.【札幌蟹販】 「北海道産かにの詰合せ福袋」※事前予約型福袋（11 月 14 日(月)よりネットのみでご予約承り） 

48,500 円(送料込み・産地直送) 販売予定 5 点 

食べ応えのあるプリップリッの身が詰まった「たらばがに」、 

稀少な大ぶりの「花咲がに」、甘みのあるかに肉と濃厚な味噌の「毛がに」が 

セットになった豪華な福袋。 

  【内容】①冷凍ボイルたらばがに 約 1.6kg×1 杯 

        ②冷凍ボイル花咲がに 約 850g×2 杯 

       ③冷凍ボイル毛がに 約 550g×2 杯 

 

 

 

■2023 年のお正月は 3 世代揃って昭和レトロな気分を楽しめる福袋！ 

 昭和時代のアイドルになった気分を味わえる福袋や昔懐かしの駄菓子やキッチングッズなどの福袋を展開。 

 

1. 【マルベル堂】「私もアイドル！福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

2,023 円 限定 3 名様 

  浅草のマルベル堂にて写真撮影を行い、昭和のアイドルのような 

自分だけのオリジナルポスター、写真集が作れます！ 

   

【内容】プロマイド 20 枚、B1 サイズポスター1 枚、 

写真集 1 冊（A4×22 ページ） 

  ※撮影をしてから 3 週間後にご自宅にお届けします。 

  【応募条件】中学生以上  

【実施日】2023 年 2 月 

※日時はご相談のうえ決定させていただきます。 

※撮影時間は約 1 時間 30 分です。 

 

 

 

2. 「あなただけの振り付けを！昭和の伝説的な振付師 三浦 亨先生の振り付けレッスン！福袋」 

応募抽選型 初夢福袋 

2,023 円 限定 5 組（1 組 3 名様まで）  
ダンシングヒーローなどの振り付けを担当してきた、 
三浦 亨先生があなただけのために昭和歌謡曲の振り付けをレッスンいたします。 
 
【内容】1 日限定 5 レッスン！各回 3 名様、計 15 名様限定にご希望の曲に 

合わせて、三浦先生がその場でオリジナル振り付けレッスンをいたします。 
昭和歌謡の世界をお楽しみいただけます。 
 

【場所】池袋のスタジオを予定 【応募条件】中学生以上  

【実施日】2023 年２月～３月の１日※日時はご相談のうえ決定させていただきます。 

※レッスン時間は１時間となります。 

 

 

キーワード② 『3 世代揃って昭和レトロな世界へジャンプ！』昭和レトロ福袋！ 

ゲン担ぎ福袋！』  

食の三冠王 番外編 『大北海道展名物バイヤーイチオシ福袋』 

 

→【マルベル堂】 

「私もアイドル！福袋」イメージ写真 

↑三浦 亨先生 

 

→【札幌蟹販】 

「北海道産かにの詰合せ福袋」 

」 

① 

② 

③ 
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3. 【駄菓子屋横丁】「昔懐かし！駄菓子福袋」 

   2,023 円（送料込） 限定 5 点 応募抽選型 初夢福袋 

   昭和のおやつのテッパン！夢の駄菓子「大人買い」！ 

10,800 円相当の昔懐かしい駄菓子の福袋。 

   【お届け日】2023 年 1 月中旬予定 

 

 

4. 「昭和レトロなキッチングッズ福袋」 初売福袋 

3,300 円 限定 20 点   
    レトロっぽさが懐かしい鍋やオムライスのライス型など 
    アイテム 5300 円相当を揃えた福袋。 

  【 【内容】アルミプチ鍋 16 ㎝、アルミお玉、 

メラミンレンゲスプーン（2 本組） 

アルミ薬味おろし、ライス型、 

エッグスライサーの 6 点セット。 

 

 

 

■3 世代で食い尽くす！頑張った家族や自分にご褒美、毎月おいしいサブスク福袋 
大人気のフルーツサブスクをはじめ全 7 種類ご用意しました。 

 

1. 【フルーツショップ青木】「サブスク果物福袋」 

20,230 円 限定 5 名様 応募抽選型 初夢福袋 

フルーツマイスター厳選の旬のフルーツ 10,800 円相当を 

6 ヶ月間、毎月 1 回ご自宅にお届けします。 

■お届け期間：2023 年 1 月～6 月 ※ご配送でのお届けのみとなります。 

 

 

 

2.【フルーツショップ青木】 「旬のタルトサブスク福袋」  

  2,023 円 限定 5 名様 応募抽選型 初夢福袋 

  毎月約 500 円～1200 円相当の旬のフルーツを堪能できるタルトと 

パニエの中から毎月 2 ピース、6 ヶ月間で計 12 ピース 

お楽しみいただけます。 

■期間：2023 年 2 月～7 月 

  

 

3.【ダロワイヨ レ マカロン】 「生マカロンサブスク福袋」  

  2,023 円 限定 50 名様 

※事 前 予 約 型 （ 11 月 14 日 (月 )よりご予 約 承 り・ネットの み） 

  2023 年 1 月 4 日（水）から 2 月 3 日（金）の期間中お好きな                                       

生マカロン 15 個（1 日 3 個まで）と交換できる甘美なサブスク福袋。 

   

→フルーツショップ青木 

「サブスク果物福袋」イメージ 

キーワード③ 『サブスク福袋と言えば食の東武！』～2023 年も家計を応援～ 

ゲン担ぎ福袋！』  

→フルーツショップ青木 

「旬のタルトサブスク福袋」イメージ 

→ダロワイヨ レ マカロン「生マカロンサブスク福袋」イメージ 

→【駄菓子屋横丁】 

「昔懐かし！駄菓子福袋」イメージ 

 

→「昭和レトロな 

キッチングッズ福袋」 
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■2023 年最高金額「2300 万円」福袋！ 

【SGC ゴールドショップ】「親から子へ受け継がれる金工芸品福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

23,000 ,000 円 限定 1 点 

扇面に施された美しい彫金や、職人の巧みな技が施されたあられの湯呑み揃えなど職人技が光る作品の福袋。 

江戸時代から受け継がれる石川工房三代目 石川光一氏と、ご子息である五代目 石川広明氏の親子作品。親から子へ、

子から孫へ、使って、見て、永く楽しんでいただけます。石川光一氏の扇面は、彫金が施された見事で貴重な作品であり、 

新年を迎える縁起物としても喜んでいただける福袋です。 

 【内容】 

①K24 扇面 1 尺〈石川光一 作〉（約 400g、縦約 18.5×横約 30.0cm） 

②K24 湯呑揃え（小）男性用 〈石川広明 作〉（約 410g、高さ約 8.0×幅約 10.0cm） 

③K24 湯呑揃え（小）女性用 〈石川広明 作〉 (約 355ｇ、高さ約 7.5×幅約 9.5cm) 

 

 

 

 
 

 

キーワード④ 『2023 年最高額品』福袋！ 

 

6.【セゾンファクトリー】 

「季節のジャム＆ドレッシングサブスク福袋」  

10,800 円 限定 30 名様応募抽選型 初夢福袋 
1 月から 3 月の 3 ケ月間季節限定の旬のジャムと 
ドレッシングに加え店長おすすめのアイテムが味わえる福袋。 
■お渡し期間：2023 年 1 月～3 月の毎月中旬のお届け※配送のみ。 

 

5.【富士見堂】「春夏秋冬福袋」 

8,092 円 限定 20 名様応募抽選型 初夢福袋 
3 月、7 月、9 月、12 月と毎年人気の季節限定米菓が入った 

サブスク福袋。季節ごとの限定米菓とイチオシ米菓が楽しめる 

大変お得な福袋。 

■ご入金時に引き換えチケットをお渡し。 

 

7.【柿安】 「サブスク福袋」 

30,000 円 限定 3 名様 応募抽選型 初夢福袋 
毎月１回６ケ月間、対面ケース内の牛肉を 10,800 円分 

お選びいただける福袋。※セール品等一部対象外有り 

■実施期間：2023 年 1 月～6 月 

 

4.【お芋とポテトとさつまいも】 「イートインサブスク福袋」 

  5,400 円 限定 10 名様応募抽選型 初夢福袋 
  2023 年 1 月 2 日（月・振）から 31 日（火）の 30 日間 

毎日、約 9 種類のイートインの商品を 1 日 1 回、1 回につき１点 

お召しあがりいただけます。（290 円から 580 円相当） 

 

① ② ③ 

※各サブスク福袋の写真はイメージです。 



 
 

株式会社 東武百貨店 

【2023 年東武の福袋 ご注文承り・受取り方法】 
以下の通りの販売方法で福袋をご用意しております。 

 

 

■【店頭での承り】 

「事前予約型福袋」は店頭で注文いただけます。（一部除外）各売場店頭でご予約の上、 

ご入金いただくと「福袋お控え券」をお渡しします。お渡し日に各売場で商品とお引換えします。 

 
■【東武オンラインショッピングでの承り】 https://www.tobu-online.jp/ 
※11 月公開予定 
 

①事前予約型福袋（店頭承り・東武オンラインショッピング承り） 

〈1〉年内受け取り・配送商品 

●店頭・東武オンラインショッピングご注文期間 ：11 月 14 日(月)～12 月 10 日(土) 

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。 

◆店頭受け取り期間・配送お届け期間 ：12 月 26 日(月)～30 日(金)  

 

〈2〉年明け受取り・配送商品 

●店頭・東武オンラインショッピングご注文期間：11 月 14 日(月)～12 月 25 日(日) 

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。 

◆店頭受け取り期間：2023 年 1 月 2 日(月・振)午後 1 時～7 日(土) 

◆配送お届け期間 ：2023 年 1 月 4 日(水)～7 日(土)  

 

②応募抽選型の「初夢福袋」 
東武百貨店のホームページ、または各お申込み場所にて所定のお申込み用紙に必要事項をご記入の上、応募ボックスに

ご投函いただく応募抽選型福袋です。 

※一部店頭のみでのご応募となる福袋がございます。 

 

●お申込み期間：12 月 1 日(木)～2023 年 1 月 3 日(火)午後 6 時まで  ※2023 年 1 月 1 日(日・祝)は休業日。 

●当選発表：応募者多数の場合は抽選となります。ご当選の方には、2023 年 1 月 4 日(水)以降、お電話にて 

         ご連絡いたします。 

 

③年始販売の「初売福袋」 

●会期：2023 年 1 月 2 日(月・振)～5 日(木) ※各売場にて販売します。 

 

 

 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512 豊島区西池袋 1-1-25 

報道関係者様お問い合わせ・・・広報部 広報課(崎田・清水) 直通℡：03-5951-5210 

本リリースに掲載した福袋の内容や価格、限定数・定員数は、10 月 25 日時点での予定です。 

※写真はイメージです。※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

https://www.tobu-online.jp/
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東武百貨店 池袋本店は、11 月 17 日（木）から 22 日（火）の 6 日間、8 階催事場にて第 10 回

『IKEBUKURO パン祭』を開催します。人気のベーカリー店やパンのお供など約 40 店（パン祭初出店 7 店、実演 7

店／東武限定パン約 20 種）が集結。当催事では、パンを通じて「食卓で笑顔になって楽しんでいただきたい」という思い

を込めています。今回は安納芋、鳴門金時などを使った秋の味覚『お芋パン』、王道の牛肉カレーのほか、たっぷりの海鮮や

「バーモントカレー」、「北海道シチュー」等が詰まったボリューム満点の『カレーパン』、あっと驚く「〇〇どん」をサンドした『変わ

り種パン』、その他『ご当地パン』や『お取り寄せパン(数量限定)』まで幅広く展開します。 

 

 
姫はるか、安納芋、鳴門金時などのさつまいものお芋がたっぷり。約 10 種類のお芋パンが登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   
 

 
 

 

 

  東武限定パン約 20 種登場！お芋パンやカレーパン、あっと驚く「〇〇どん」サンドに注目！ 

11 月 17 日(木)より池袋東武にて開催！ 
 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場  

 

 

押上【手づくりのデリとパン cafe cocona】 

焼きいもミルキーコッペ  788 円（１個） 
〈各日販売予定 60 点〉 
コッペパンの上に茨城県産「姫はるか」を 
豪快に挟んだ、映えコッペ。半分にカットした 
表面をキャラメリゼすることで香ばしさもプラス。 
北海道産純生クリームのみを使用しています。 

。 

 

川越【川越ベーカリー楽楽】 
ボンボローニ(お芋キャラメルクリーム） 

321 円（1 個）※各日午前 11 時からオープン 
くちどけの良いドーナツに自家製キャラメルを 
活かしたお芋クリームをたっぷり詰めました。 
話題のイタリアドーナツ。 
 

山形【ボー・ション ド ブレ】 

お芋のブリオッシュ  389 円（1 個） 

ふわふわのブリオッシュにしっとり 

「安納芋」のスイートポテトがたっぷり。 

おやつにもおススメの一品です。 

 

横浜【フォリウムフロリス タカラヅカ】 
焼き芋スコーン 454 円（1 個） 
〈各日販売予定 60 点〉 
スコーンの上には、シュガークラフトの 
さつま芋を可愛くトッピング。 
焼き芋ペーストと発酵バターを使用。 
お口の中に焼き芋の風味が広がります。 

 

丸の内【POINT ET LIGNE 

（ポワン エ リーニュ）】 

ドゥビザー鳴門金時 450 円（1 個） 

〈各日販売予定 100 点〉 

「鳴門金時」ペーストと白餡の上品な甘み 

のフィリングをサクサクデニッシュで包みました。 

 

本庄市【ベーカリーズキッチン オハナ 

(ニューデリー)】 

沖縄黒糖 大学芋のクロワッサン 

486 円（1 個）〈各日販売予定 30 点〉 

クロワッサンにホクホクの大学芋をあふれるほど 

に巻き込みました。黒ごまがアクセントに！ 
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■癒される！秋の味覚、あま～い『お芋パン』の食べ比べ！    
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エビなどの海鮮が詰まったカレーパンや関東初出品となる北海道シチューパンなどのカレーパンを約 35 種展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【第 10 回「IKEBUKURO パン祭」概要】 

期     間 ：2022 年 11 月 17(木)～22 日(火) 計６日間   営業時 間 ：午前 10 時～午後 7 時  

場     所 ：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 (約 210 坪) 店 舗 数 ：約 40 店舗(パン祭初出店 7 店、実演 7 店) 

監   修 ：パンマニア・パン料理研究家 片山 智香子さん 

 

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 

札幌【奥芝商店 小麦のかたまり】 
ごろっとエビのせエビキーマ   
864 円（1 個）〈各日販売予定 100 個〉 
エビ出汁を使ったキーマカレーパンに 
エビをふんだんにのせたエビ尽くしパン。 
 

本庄市【ベーカリーズキッチン オハナ(ニューデリー)】 
シーフードいか墨カレーパン 432 円（1 個） 
エビ、イカ、あさりなどのシーフードが詰まった 
カレーパン。いか墨生地でコクが UP。 
カレーのルーもオリジナルのポークキーマを使用。 
 
 

 

 神田【コラッツィオーネ ヴァ―リオ】 
サブマリンカツサンドフレッシュ 
アドガドビンダルー仕立て 
1,650 円 
多国籍なテイストの進化系カツサンド。 
旬のアボガドをふんだんに使用した 
サブマリンサンド。 
 

大阪【ハウス カレーパンノヒ】 
北海道シチューパン 432 円（1 個） 
北海道シチューの味をベースに豚肉、じゃがいも、 
にんじんが詰まっており、道産生乳 100%生クリーム 
とナチュラルチーズを使用。もっちとした生地です。 

 

※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。  

押上【手づくりのデリとパン cafe  

cocona】 
かつ丼バーガー 734 円（1 個） 
パンの中にはかつ丼が入った 
ボリューム満点パンです。 
 

■かつ丼⁉うな丼⁉カレーうどん⁉のサンドや意外な組合せの  
 

 

■エビ尽くし！いか墨！北海道シチューが詰まった「カレーパン」！ 

日本橋【日本橋 いけ増】 
カレーうどんコロッケバーガー 720 円 
（1 個）〈各日販売予定 50 点〉 
カレーに和食屋のこだわり白だしを 
使用。コロッケの中にはカレーうどん入り。 
スパイシーな味わいの和風バーガー。 

北海道【イルマットーネ アルル】 
北海道ポテトのルーあふれる焼カレーパン 486 円（1 個） 
ジャガイモの名産地、士幌町のジャガイモの 
ポテトサラダが入った焼カレーパン。ピリ辛の 
カレーとポテトサラダとの相性がグッド！ 
 
 

水道橋【バインミー☆サンドイッチ】  
ベトナム チキンカレー 681 円（1 個） 
ココナッツミルク＋ベトナムのカレーに 
さつまいも、豚肉、にんじん、玉ねぎ 
が入っています。ココナッツ入りの 
カレーはさつまいもとの相性抜群。 

 

 
 

押上【手づくりのデリとパン cafe  

cocona】 
うなたま丼バーガー 1,058 円（1 個） 
ご飯の上に卵とうなぎをのせ 
うなたま丼サンドを作りました。 
 
 

三軒茶屋【小麦と酵母 濱田家】 
飲むカレーパン  999 円（1 個） 
和風出汁でバナナ・りんごなど約 6 種類をじっくり 
煮込んだスープカレー。器のソフトフランス 
パンはカレースープとのバランスを考えた限定品。 
とろーりモッツアレラとの相性も抜群です。 
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渋谷【ティエリー マルクス ラ ブーランジェリー】  
モンブランバターサンド 
454 円（1 個） 
〈各日販売予定 50 点〉 
モンブランと渋皮栗、無塩バターのバゲット。 

◆パン祭初出店 7店舗が登場！ 

神田【コラッツィオーネ ヴァーリオ】 
アボカドポークサブマリン 
カツサンドビンダルーカレー風 
1,620 円（1 個）〈各日販売予定 20 点〉 
多国籍テイストの進化系カツサンド。 
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かつ丼！ 
コロッケの中に 
カレーうどん！ うな丼！ 

カレーの中に 
さつまいも入！ 

東武 
限定品 初出品 

関東 
初出品 

東武 
限定品 初出品 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022 年 11 月 7 日 
 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、11月10日(木)から15日(火)まで、8階催事場にて「やまがた・みやぎ展」を開催します。会

場には52店舗が集結し、山形県・宮城県が誇る銘柄牛のお弁当や、庄内と三陸2つの海の恵みの弁当やお寿司のほか、

フルーツや「ずんだ」を使ったSNS映えするスイーツが登場します。東武限定品は7点あり、イートインや実演グルメも多数用

意。当店は、SNS映えするスイーツやイベント、定番の肉・海鮮・スイーツなどを豊富に取り揃えることで、若い世代からご年

配の方まで、幅広い世代のご来店を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

若い世代にも物産展を楽しんでもらいたい！ 
SNS 映えするカラフルなスイーツや牛肉・海鮮グルメが集結！ 

「やまがた・みやぎ展」11 月 10 日（木）から開催 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8 階催事場 

 

催事情報 

■SNS 映えするカラフルなスイーツや「ずんだ」を使ったスイーツが登場 
 
 

 

 

 

 

イートイン 

＜東武限定＞【高橋フルーツランド】シャインマスカットと 
ラ・フランスパフェ（1 個）1,320 円 
ラ・フランスとバニラのミックスソフトクリームに、シャインマス
カットを贅沢にあしらったパフェ。 
 
 
 

初出店【ヴィクトリアンカフェ】仙台生とろグラスティラミス 
（1 個）880 円〈各日販売予定 200 点〉 
とろけるクリームチーズたっぷりの極上ティラミス。 
宮城県産のイチゴと絡めて食べると絶品。 
 
 

初出店【ヴィクトリアンカフェ】 
⓵仙台ずんだ姫パフェケーキ缶  
（1 個）1,080 円〈各日販売予定 40 点〉 
⓶⓷白雪姫パフェケーキ缶各種 

（1 個）980 円から〈各日数量限定〉 

初出店【仙臺菓寮 梵天〇 
（ぼんてんまる）】 
窯焼きシフォン生どらダブルずんだ
（1 個）411 円 
〈各日販売予定 200 点〉 
 
 

季節限定品【老舗 長榮堂】 
芳醇シャインマスカット大福（1 個）335 円 
〈各日販売予定 200 点〉 
 
 
 

やまがた 
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東武限定 

みやぎ 
①  

②  ③  

みやぎ イートイン 



 
 
 
 
 
 

   東武百貨店 池袋本店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

・11 月 10 日（木）午後 1 時・午後 4 時 8 階屋上「スカイデッキ広場」 

 元ラストアイドル 山形県出身のソロアイドル 阿部 菜々実さん ライブ開催！ 

・11 月 13 日（日）午後 2 時        8 階屋上「スカイデッキ広場」 

 宮城県を拠点に活躍中の 9 人組アイドルグループ「いぎなり東北産」 ライブ開催！ 

 

※表示価格は「消費税込み」の価格です。 

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 

 

■牛肉や海の幸を使った弁当・寿司が登場！ 
 

 

 

 

 

＜東武限定＞ 実演 
【味の梅ばち】まいたけご飯と 
米沢牛ステーキ弁当 
（1 折）2,501 円 
〈各日販売予定 20 点〉 

＜東武限定＞ 実演 
【鉄板ダイニング誉（タカ）】 
仙台牛リブロース 
1 枚肉焼きしゃぶ弁当 
（1 折）1,998 円 
〈各日販売予定 30 点〉 
 
 

【米沢 琥珀堂】米沢牛贅沢弁当 
（1 折）2,997 円〈各日販売予定 50 点〉 
米沢牛の、ハンバーグ・すき焼き・焼肉・ステーキが贅沢
に盛られた弁当。ステーキは柔らかい赤身を使用し、自
家製の醤油ベースのソースで、焼肉はカルビを甘辛の
自家製タレに漬け香ばしく焼き上げた逸品。 
 

【歌津小太郎】三陸 豪華海鮮弁当（1 折）3,888 円 
こぼれんばかりの三陸産のアワビ、カキ、ウニ、いくら、 
サーモン、ホタテ、めかぶがのった豪華な海鮮弁当。 
 
 

＜東武限定＞ 実演 初出店 
【なごみ農産】 
究極の山形牛ローストビーフ 
握り寿し（5 貫）1,944 円 
〈各日販売予定 50 点〉 
 
 

実演【たんや善治郎】 
牛たん極太盛り合せ弁当
（1 折）2,681 円 
〈各日販売予定 50 点〉 
 
 
 
 
 

 
 

東武限定 実演 東武限定 実演 

【概要】 

期間：2022 年 11 月 10 日（木）～15 日（火） 

場所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場（210 坪） 

営業時間：午前 10 時～午後 7 時 

出店店舗数：52 店舗（工芸：6 店舗、食品：46 店舗／山形県：26 店舗、宮城県：26 店舗） 

■若者向けのイベントも開催！ 
 

 

 

 

 
阿部 菜々実さん 「いぎなり東北産」 

やまがた 
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