
 

                       

  

2022年 12月 23日 

                     （一社）日本百貨店協会  

〇年末年始関連施策 

【そごう・西武】 

〇[年末に向けてお得なセットを販売！デパ地下グルメ「クリスマスラッキーバッグ」]  

そごう・西武では、12月 25日までの期間、各店の食品売場で「クリスマスラッキーバッ 

グ」を販売。 

[「そごう・西武のバレンタイン 2023」ネット受注スタート（12/1～）] 

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」では、早くも来年のバレンタインチョ

コレートのネット受注をスタート。 

〇[デパ地下グルメお届け便「e.デパチカ」クリスマスメニュー予約好調] 

「デパ地下グルメお届け便ｅ.デパチカ」西武池袋本店公式サイトで受注しているクリスマ

スオードブルやチキンのデリバリー予約売上が昨年比約 1.5倍と伸長。 

【阪急阪神百貨店】 

[誕生 50 周年記念「ベルサイユのばら展」（11/30～阪急うめだ本店）」] 

不朽の名作『ベルサイユのばら』誕生 50 周年を記念し、その軌跡と全貌を、当時の貴重な

原画の他、宝塚歌劇の「ベルばら」や TV アニメなどでご紹介した。 

[バレンタインチョコレート博覧会 2023（12/1～阪急うめだ本店）] 

年に一度のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会 2023」の開催を前に、 

 早くもオンラインストアで 12 月１日販売スタート！ 

[EVANGERION CROSSING EXPO～エヴァンゲリオン大博覧会～（12/27～）] 

「エヴァンゲリオン大博覧会」が阪神梅田本店 8 階催事場にやってくる。さらに婦人服や

レストランフロアでも、この時ならではのスペシャルな商品やサービスをご用意。 

【松屋】 

[トルコ伝統菓子｢バクラヴァ｣アジア初の常設店オープン〈ナーディル・ギュル〉（11/11～）]  

松屋銀座洋菓子売場に、180年の歴史を誇る〈ナーディル・ギュル〉と、トルコの五つ星ホ

テルで提供されるスイーツ〈ディヴァン〉がアジア初の常設店としてオープン。 

〇[2023 年松屋の招福袋 リリース第 2 弾]  

2023年松屋招福袋のテーマは、「物価上昇や円安に対抗！」「コロナ禍できなかったことを

叶える！」松屋では、様々なイベントや体験、皆さまの生活を応援する福袋をご用意。 

[ムーミンショップ 1 号店を銀座インズにオープン（12/16～）]  

松屋グループ会社の東栄商会は、「ムーミン」の小売店契約を締結し、ムーミンショップ運

営権を取得。１号店となる「MOOMIN SHOP GINZA」を銀座インズ 1へオープン予定。 

【京王百貨店】 

[新業態のカフェラウンジ「Lounge K」オープン（11/29～）]  

京王百貨店新宿店は周辺環境や顧客ニーズの変化を見据え、カフェスペースとワークスペー

スの役割を併せ持つ複合型カフェラウンジ「Lounge K」を 4階フロア内にオープンした。 

各社の直近の重点施策 



[「第 58 回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」開催（1/7～）]  

京王百貨店新宿店では、百貨店の物産展としては最大級の規模・売上を誇る、年に一度の

名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」を開催する。 

〇[まだ間に合う！「直前でも買えるおせち」（12/25～）] 

京王百貨店新宿店では、直前でも買えるおせちの予約承りを開始する。日本料理店の名店

が手掛けるおせちや惣菜・デリカ売場の各ショップオリジナルおせちが登場。 

〇[2023 年新春福袋 大切な人との思い出づくりになる「体験型福袋」が充実] 

京王百貨店は 2023 年の初売りを 1月 2日にスタート、同日より店頭にて福袋の販売を行

う。人気の企画福袋（応募抽選式）は、12月 26日から店頭・WEBにて抽選受付を開始。 

〇[予約なしで買えるクリスマススイーツ＆パーティーグルメ（12/22～）] 

京王百貨店新宿店では、12/23から予約なしで購入できるクリスマスケーキを販売。B1・MB

階食品フロアでは、12/22からクリスマスグルメフェアを展開。 

【三越伊勢丹】 

[～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2023（1/19～） ]  

伊勢丹新宿店では、2023年に『～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコ

ラ』を本館６階催物場にて開催。21回目となる今回のテーマは、「LOVEこそ PEACEだ！」 

〇[伊勢丹新宿店で 3 回目の開催「ととのう 2023 伊勢丹サウナ館」で新年の事始め（1/2～）]  

伊勢丹新宿店では、本館 6階催物場にて「ととのう 2023伊勢丹サウナ館」を開催。サウナ

に関連した約 60ブランドが一堂に介し、幅広いアイテムをご紹介。 

〇[三越銀座店「XR を活用した新たな広告事業 GINZA XR Media」（12/1～）]  

三越銀座店は、銀座４丁目にて、XRを活用した新たな広告事業「GINZA XR Media」をリリ

ース。SoVeCが提供する次世代 ARアプリを用いて、拡張現実上でコンテンツを配信。 

【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。 

〇[小田急百貨店「2023 年小田急スペシャル夢袋」（12/14～応募受付）]  

小田急百貨店では、12月 14日からホームページのほか店頭にて「2023 年小田急スペシャ 

ル夢袋」の応募抽選の受付をスタート。お子さまが駅長体験できる人気企画を実施する。 

【東武百貨店】 

[「ニッポンのうまいもの市」池袋東武にて開催（12/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、12月 15日から 8 階催事場にて『ニッポンのうまいもの市』を開 

催。日本各地の逸品グルメが、約 40 店集結。 

[新潟の名産・特産・ご当地グルメを楽しめる「新潟ドッカン祭り」開催（11/30～）]  

東武百貨店池袋本店は、11月 30日から「新潟ドッカン祭り」を開催。日本海で獲れた海産 

物を使用したお弁当や、「村上牛」の肉弁当など新潟が誇る海の幸、山の幸を提供する。 

[「ぐるめぐり冬の大北海道展」を 1 月 7 日から開催（1/7～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 7日から「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催。ココでしか食 

べられない東武限定贅沢ステーキ弁当や、旬の海鮮グルメも多数ご用意する。 



[施策概要] 
 

【そごう・西武】 
〇[年末に向けてお得なセットを販売！デパ地下グルメ「クリスマスラッキーバッグ」]  

そごう・西武では、12月 25日までの期間、各店の食品売場で「クリスマスラッキーバッグ」を

販売。 

昨今の円安や原材料価格の高騰などによる相次ぐ値上げで、消費者マインドも節約志向が

高まる中、クリスマスや年末はいつもよりちょっと良いものを食べたいという、この時期ならで

はのご馳走需要に対応して、デパ地下グルメをお得に味わえるセットを約８０種類販売。ウィ

ンターシーズンの食卓を華やかに彩る様々なグルメアイテムが登場する。（リリース） 

[「そごう・西武のバレンタイン 2023」ネット受注スタート（12/1～）] 

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」では、早くも来年のバレンタインチョコレートの

ネット受注をスタート。 

毎年、早期のご予約や自家需要、人に贈る前に自分で試したいというニーズが多いことから、

今年も本会期に先がけて 12 月より受注を開始。国内外の人気ブランドや西武・そごう限定

品など、この時期にしか味わえないチョコレートを取りそろえた。展開ブランドは順次拡大す

る。 （リリース） 

〇[デパ地下グルメお届け便「e.デパチカ」クリスマスメニュー予約好調] 

「デパ地下グルメお届け便ｅ.デパチカ」西武池袋本店公式サイトで受注しているクリスマス

オードブルやチキンのデリバリー予約売上が昨年比約 1.5倍と伸長。 

今年はクリスマスイブと当日が土・日曜日と重なったことや、感染者数が減少しないことで遠

出を控えるなど、自宅でクリスマスを過ごす予定の方が増加。また、売場が混雑するクリスマ

ス期間に来店することなく、複数ブランドをまとめて配達受取ができるという点からもデリバリ

ー対応の「e.デパチカ」の利用が増えている。12 月 26 日からは、 「おせち」 「福袋」のデリ

バリーも数量限定で予約受付を開始。（リリース） 

 

【阪急阪神百貨店】 

[誕生 50周年記念「ベルサイユのばら展」（11/30～阪急うめだ本店）」] 

不朽の名作『ベルサイユのばら』誕生 50 周年を記念し、その軌跡と全貌を、当時の貴重な

原画の他、宝塚歌劇の「ベルばら」や TVアニメなどでご紹介した。 

フランス革命の時代に生きた人々の苦悩や喜び、愛と死を鮮やかに描いた長編歴史漫画

『ベルサイユのばら』。連載終了後の 1974年には宝塚歌劇で上演されて大ヒット、空前のベ

ルばらブームを引き起こし、1979 年には TV アニメが放映されてファン層拡大、海外でも人

気を博した。少女漫画史に革命を起こした「ベルばら」の華麗なる世界を届けた。（リリース） 

（阪急うめだ本店 11/30～12/12） HP：https://bit.ly/3TJq1m8  

[バレンタインチョコレート博覧会 2023（12/1～阪急うめだ本店）] 

年に一度のチョコレートの祭典「バレンタインチョコレート博覧会 2023」の開催を前に、 早

くもオンラインストアで 12月１日販売スタート！ 

年に 1 度のチョコレートの祭典が今年も！今だけ、ここだけのチョコはもちろん、海外・国内

のショコラトリーやパティスリー、スイーツブランドがスタンバイ。一部ブランドがオンラインで

販売中。 （阪急うめだ本店 2022.12/1～2023.2/7） 

HP：https://web.hh-online.jp/hankyu-food/special.html?fkey=fdvt&top_slider 

[EVANGERION CROSSING EXPO～エヴァンゲリオン大博覧会～（12/27～）] 

「エヴァンゲリオン大博覧会」が阪神梅田本店 8 階催事場にやってくる。さらに婦人服やレ

ストランフロアでも、この時ならではのスペシャルな商品やサービスをご用意。 

https://bit.ly/3TJq1m8
https://web.hh-online.jp/hankyu-food/special.html?fkey=fdvt&top_slider


1995 年に TV アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送され、2021 年には映画『シン・エヴァ

ンゲリオン劇場版』が公開されるなど、２５年以上にわたり愛され続けている「エヴァンゲリオ

ン」。スペシャルな商品やサービスの他、梅田エリアでスマートフォンのアプリを活用した体

験イベント「エヴァ博ウメダ AR 作戦」も開催。様々な角度から「エヴァンゲリオン」の世界にど

っぷり浸っていただける２０日間。 （阪神梅田本店 2022.12/17～2023.1/16） （リリース） 

HP： https://eva-x-expo.exhibit.jp/  

 

【松屋】 
[トルコ伝統菓子｢バクラヴァ｣アジア初の常設店〈ナーディル・ギュル〉オープン（11/11～）]  

松屋銀座洋菓子売場に、180 年の歴史を誇る〈ナーディル・ギュル〉と、トルコの五つ星ホテ

ルで提供されるスイーツ〈ディヴァン〉がアジア初の常設店としてオープン。 

「バクラヴァ」は、薄いパイ生地を何層にも重ね、中にピスタチオやくるみをたっぷり挟んで焼

き上げ、甘いバターシロップをかけて焼き上げた、オスマン帝国時代から愛されるトルコの伝

統菓子。1843 年創業の、「バクラヴァの王様」と称される老舗ブランド「ナーディル・ギュル」

がアジア初の常設店としてオープン。イスタンブールの＜ディヴァンホテル＞にて提供され

ている、トルコ最大財閥が手掛ける洋菓子ブランド「ディヴァン」も同時オープン。（リリース） 

〇[2023年松屋の招福袋 リリース第 2弾]  

2023年松屋招福袋のテーマは、「物価上昇や円安に対抗！」「コロナ禍できなかったことを

叶える！」松屋では、様々なイベントや体験、皆さまの生活を応援する福袋をご用意。 

「物価高や円安の暗いニュースが多いけど、新年は明るい気持ちで迎えたい」「今まででき

なかったこと、我慢していたことに挑戦したい」そんな気持ちを少しでも応援したい、という思

いから、松屋では、様々なイベントや体験、生活を応援する福袋をご用意した。■販売方法

〇オンライン：第一弾 11/2～12/20、第二弾 12/1～12/29、第三弾 12/7～12/29、〇年内

店頭販売：12/26、〇年始店頭販売：1/2、1/3 （リリース） 

[ムーミンショップ 1号店を銀座インズにオープン（12/16～）]  

松屋グループ会社の東栄商会は、「ムーミン」の小売店契約を締結し、ムーミンショップ運営

権を取得。１号店となる「MOOMIN SHOP GINZA」を銀座インズ 1へオープン予定。 

松屋では、ムーミンと世界を代表するスイーツブランドとのコラボ商品の発売や、展覧会や物

販イベントの開催、ムーミン物語社への出資、国内ライセンスの一括管理を行うライツ・アン

ド・ブランズ社への人的支援など、多岐にわたって交流をおこなっている。MOOMIN 

SHOP GINZA では、ムーミンの原作者トーベ・ヤンソンが絵本などに用いていた多彩な色

を基調としたオリジナル商品のほか、ライフスタイル雑貨やアパレル、北欧からのインポート

商品も数多く取り扱う。 （リリース） 

 

【京王百貨店】 
[新業態のカフェラウンジ「Lounge K」オープン（11/29～）]  

京王百貨店新宿店は周辺環境や顧客ニーズの変化を見据え、カフェスペースとワークスペ

ースの役割を併せ持つ複合型カフェラウンジ「Lounge K」を 4階フロア内にオープンした。 

コロナ禍を機に人々の価値観や働き方が大きく変化した影響を受け、時間を過ごしたりワー

クショップなどで体験するといったコト消費・トキ消費への需要が高まっている。「心地よく過

ごせる自分時間」をテーマに「くつろぐ」「はたらく」「体験する」の 3 つの要素を兼ね備え、気

分や用途によって日常的に使い分けて利用することができる複合型カフェラウンジを開設。

お客様一人ひとりのさまざまなシーンに寄り添う空間を目指す。 （リリース） 

 

 

https://eva-x-expo.exhibit.jp/


[「第 58回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」開催（1/7～）]  

京王百貨店新宿店では、百貨店の物産展としては最大級の規模・売上を誇る、年に一度

の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」を開催する。 

地元を象徴する食材、独自の製法で作られた駅弁は、日本固有の食文化であり、旅の楽し

みの一つ。本格的な旅行再開の兆しが見え始め、鉄道開業 150 年を迎えた節目の年でも

ある今大会では、駅弁大会開催初期から普遍的なテーマとしてきた「想い出の味、ふるさと

の味。」を改めてメインテーマに据え、原点回帰の大会と位置づけ開催。会場には、44 都

道府県の駅弁約 300種類が集結し、全国の「うまいもの」 とともに展開する。 （リリース） 

〇[まだ間に合う！「直前でも買えるおせち」（12/25～）] 

京王百貨店新宿店では、直前でも買えるおせちの予約承りを開始する。日本料理店の名

店が手掛けるおせちや惣菜・デリカ売場の各ショップオリジナルおせちが登場。 

“予約はしなかったが、やっぱりおせちが食べたい”という駆け込みのニーズに対応し、例年

大晦日に販売する「直前でも買えるおせち」。2～3 人前のおせちを中心に、6 千円台から 2 

万円台の価格帯で約 15 種類そろえる。【予約承り】店頭：惣菜・デリカ売場、インターネット：

12/25～12/30 （リリース） 

〇[2023年新春福袋 大切な人との思い出づくりになる「体験型福袋」が充実] 

京王百貨店は 2023 年の初売りを 1 月 2 日にスタート、同日より店頭にて福袋の販売を行

う。人気の企画福袋（応募抽選式）は、12月 26日から店頭・WEBにて抽選受付を開始。 

コロナ禍でラインアップを拡大したインターネット販売は、11 月中旬より順次販売を開始して

いるほか、毎年人気の企画福袋（応募抽選式は、「記憶に残る、特別な思い出づくり」をテー

マに豪華体験ツアーや旅行をそろえている。＜応募抽選式福袋＞◇家族・友人との集いに 

福袋購入者のためだけの打上花火鑑賞付き 貸し切りリムジンツアー 他、＜売場福袋＞◇

約 250種の福袋を 1月 2日から店頭販売 他（リリース） 

〇[予約なしで買えるクリスマススイーツ＆パーティーグルメ（12/22～）] 

京王百貨店新宿店では、12/23 から予約なしで購入できるクリスマスケーキを販売。B1・

MB階食品フロアでは、12/22からクリスマスグルメフェアを展開。 

予約なしで直前でも購入できるクリスマススイーツ＆パーティーグルメは、クリスマスパーティ

ーの持ち寄りとしても便利。おうちクリスマスを盛り上げる華やかな商品に注目。※惣菜・デリ

カ売場のクリスマス惣菜は京王ネットショッピング shop.keionet.com にて 12/20 まで一部

商品の予約を承る。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[～パリ発、チョコレートの祭典～サロン・デュ・ショコラ 2023（1/19～） ]  

伊勢丹新宿店では、2023 年に『～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン・デュ・ショコラ』を

本館６階催物場にて開催。21回目となる今回のテーマは、「LOVE こそ PEACEだ！」 

2023 年も、PART1 と PART2 の 2 部構成での開催。～パリ発、チョコレートの祭典～サロ

ン・デュ・ショコラ 2023 ■＜PART1＞TASTE OF CACAO ～広がる、楽しむ、カカオの

世界～ 1/１９～1/25、＜PART2＞THE ARTISANS ～最高峰ショコラティエの技～1/29

～2/5 ■伊勢丹新宿店 本館 6階 催物場  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html （リリース） 

〇[伊勢丹新宿店で 3回目の開催「ととのう 2023伊勢丹サウナ館」で新年の事始め（1/2～）]  

伊勢丹新宿店では、本館 6 階催物場にて「ととのう 2023 伊勢丹サウナ館」を開催。サウ

ナに関連した約 60ブランドが一堂に介し、幅広いアイテムをご紹介。 

第 3弾となる今回は、過去最大規模となる初登場ブランド約 40ブランドを含む、サウナに関

連した約 60 ブランドが一堂に介し、ファッションから雑貨・コスメなど幅広いアイテムをご紹

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html


介。前回好評を博した「伊勢丹サウナ館」イベントオリジナルアイテムをはじめ、サウナに関

連したさまざまなコラボレーションアイテムも登場。伊勢丹新宿店「サウナ館 2023」1/2～1/4 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002397.000008372.html （リリース） 

〇[三越銀座店「XRを活用した新たな広告事業 GINZA XR Media」（12/1～）]  

三越銀座店は、銀座４丁目にて、XRを活用した新たな広告事業「GINZA XR Media」を

リリース。SoVeCが提供する次世代ARアプリを用いて、拡張現実上でコンテンツを配信。 

2023 年も、PART1 と PART2 の 2 部構成での開催。～パリ発、チョコレートの祭典～サロ

ン・デュ・ショコラ 2023 ■＜PART1＞TASTE OF CACAO ～広がる、楽しむ、カカオの

世界～ 1/１９～1/25、＜PART2＞THE ARTISANS ～最高峰ショコラティエの技～1/29

～2/5 ■伊勢丹新宿店 本館 6階 催物場  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002388.000008372.html （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。 

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。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[小田急百貨店「2023年小田急スペシャル夢袋」（12/14～応募受付）]  

小田急百貨店では、12月 14日からホームページのほか店頭にて「2023年小田急スペシャ

ル夢袋」の応募抽選の受付をスタート。お子さまが駅長体験できる人気企画を実施する。 

「小田急線新宿駅１日駅長体験&ロマンスカーミュージアム満喫夢袋」小田急線新宿駅で、 

お子さまが制服を着用して電車の出発合図や記念撮影のほか、普段は入ることのできない 

駅施設を見学いただける。ロマンスカーミュージアムでは、実写映像を見ながらリアルな操

縦体験が楽しめる運転シミュレーターにて運転士体験も。（リリース） 

 

【東武百貨店】 
「ニッポンのうまいもの市」池袋東武にて開催（12/15～）]  

東武百貨店池袋本店は、12月 15日から 8 階催事場にて『ニッポンのうまいもの市』を開 

催。日本各地の逸品グルメが、約 40 店集結。 

当催事では、これまでの物産展で人気を誇る商品や、「ご当地名物」・「郷土料理」のほか、

「飛騨牛」「米沢牛」など各地のブランド肉を使用した弁当や、スイーツまでを幅広く展開。年

末に家族で日本各地の美味しいグルメを贅沢に楽しんでいただきたいとの思いから、日本

各地 23 都府県から約 40店の“うまいもの”を展開する。（リリース） 

[新潟の名産・特産・ご当地グルメを楽しめる「新潟ドッカン祭り」開催（11/30～）]  

東武百貨店池袋本店は、11月 30日から「新潟ドッカン祭り」を開催。日本海で獲れた海産 

物を使用したお弁当や、「村上牛」の肉弁当など新潟が誇る海の幸、山の幸を提供する。 

日本海で獲れた海産物を使用したお弁当や“米どころ”新潟ならではのお米を使ったおに

ぎりやお酒、ブランド牛「村上牛」の肉弁当など新潟が誇る海の幸、山の幸をご提供。イート

インでは、越後味噌と新潟県産コシヒカリの米粉を使用した濃厚味噌ラーメンをはじめ、4 つ

の味の新潟ラーメンをご提供する。そのほか、ご当地キャラ登場などのイベントで会場を盛り

上げ、お祭り気分で楽しめる催事。（リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002397.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002388.000008372.html


[「ぐるめぐり冬の大北海道展」を 1月 7日から開催（1/7～）]  

東武百貨店池袋本店は、1月 7日から「ぐるめぐり冬の大北海道展」を開催。ココでしか食 

べられない東武限定贅沢ステーキ弁当や、旬の海鮮グルメも多数ご用意する。 

今回の目玉は、毎年人気の「十勝和牛チャンピオン牛」と当催事では初登場の「十勝ロイヤ

ルマンガリッツァ豚」。北の大地が誇る特選肉をどちらも味わっていただきたいという北海道

展バイヤー髙見澤の想いから、北海道展で人気のお店「札幌豊平館厨房」と「掛村」がそれ

ぞれのお肉とコラボレーション。ココでしか食べられない東武限定贅沢ステーキ弁当をご提

供。（リリース） 

  以上 



 

  

相次ぐ食品の値上げ、年末に向けてお得なセットを販売 

デパ地下グルメ「クリスマスラッキーバッグ」 
 
そごう・西武では、１１月２５日（金）～１２月２５日（日）の期間、各店の食品売場で「クリスマスラッキーバッグ」を販売  

いたします。昨今の円安や原材料価格の高騰などによる相次ぐ値上げで、消費者マインドも節約志向が高まる中、    

クリスマスや年末はいつもよりちょっと良いものを食べたいという、この時期ならではのごちそう需要に対応して、今年も     

そごう・西武では、デパ地下グルメをお得に味わえるセットを約８０種類販売いたします。生本鮪食べ比べセットや有名店の

惣菜セット、クリスマスパッケージのお菓子の詰め合せなど、ウィンターシーズンの食卓を華やかに彩る様々なグルメアイテムが

登場いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そごう・西武 営業情報 

【展開概要】 

■会期：１１月２５日（金）～１２月２５日（日）      ■店舗：西武東戸塚Ｓ.Ｃ.を除くそごう・西武９店舗 

■対象売場：各店食品売場                ■品揃え：約８０種類 

※店舗によって販売期間、展開商品は異なります。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 
〈クリスマスラッキーバッグ展開例〉  
【食卓を華やかにするごちそうセット】 

●生鮮売場／生本鮪食べ比べ／8,640円（一例） 

生鮪とこだわり本鮪を食べ比べできる商品です。 

［店舗］西武東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く９店舗 ※店舗により価格、内容が異なります。 

●生鮮売場／牛肉＆豚肉食べ比べ／3,240円（一例） 

ラッキーバッグならではの、牛肉と豚肉をセットにした食べ比べできる商品です。 

［店舗］西武東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く９店舗 ※店舗により価格、内容が異なります。 

【夕食のプラスワンにおすすめ】 

●RF1／RF1 クリスマスラッキーバッグ／1,340円 

ローストビーフと揚げごぼうのサラダ 旨みソース、島豆腐とひじきのサラダが 

各１パックずつ入ったお買い得なセットです。 

※１１月２６日（土）～１２月１８日（日）の毎週土・日のみの販売です。 

［店舗］西武池袋本店、所沢Ｓ.Ｃ.、そごう横浜店、千葉店、大宮店 

●俵大名／人気おにぎりラッキーバッグ／1,080円 

紅鮭や焼きたらこなど、俵大名の人気のおにぎりが入ったお得なセットです。 

※１１月２５日（金）～１２月１８日（日）のみの販売です。 

［店舗］西武池袋本店、秋田店、所沢Ｓ.Ｃ.、そごう横浜店、千葉店、大宮店 

【お子さまも喜ぶスイーツセット】 

●神戸凬月堂／お楽しみ袋／1,080 円 

定番商品ゴーフルをはじめ、神戸凬月堂の人気商品が入ったお得な 

詰め合せです。 

［店舗］西武渋谷店、福井店、秋田店、東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く６店舗 

●レスポワール／お楽しみ袋／1,080円 

バタークッキーなどレスポワールの人気商品が入ったお得なセットです。 

［店舗］西武池袋本店、渋谷店、福井店、東戸塚Ｓ.Ｃ.を除く６店舗 神戸凬月堂／お楽しみ袋 

RF1 サラダ盛り付けイメージ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞㈱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 



 

 
   

 
 

１２月１日（木）よりＥＣサイトで受注スタート 

そごう・西武のバレンタイン２０２３ 
西武・そごうの公式ショッピングサイト「e.デパート」では、１２月１日（木）よりバレンタインチョコレートのネット受注をスタート

いたします。毎年、早期のご予約や自家需要、人に贈る前に自分で試したいというニーズが多いことから、今年も     

本会期に先がけて１２月より「おためしバレンタイン」を開催。毎年人気の国内外のブランドや西武・そごう限定品など、  

この時期にしか味わえないチョコレートを取りそろえました。展開ブランド数は順次拡大してまいります。 
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【e.デパートバレンタイン展開概要】 

■会期：１２月１日（木）午前１０時～２０２３年２月６日（月） ※本会期は２０２３年１月６日（金）～２月６日（月） 

■早期展開ブランド：ピエールマルコリーニ、デルレイ、カカオサンパカなど約４０ブランド・２５０アイテム 

■お届け日：早期展開ブランド２０２３年１月２０日（金）以降、本会期展開ブランド２０２３年２月１日（水）以降 

■e.デパート URL：［早期展開］https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/005972 ※12/1（木）午前 10 時より公開。 

［本会期］https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/chocolatep ※2023 年 1/6（金）午前 10 時より公開。 
※展開ブランドは順次拡大してまいります。お届け日は商品によって異なります。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 【早期展開商品一例】 

[西武・そごう限定]デルレイ/ダイヤモンドBOX6個入/4,752円 

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

[西武池袋本店限定]モンサンクレール/キャラメルショコラピスターシュ/3,601 円 

ピエールマルコリーニ 
/セレクション 6 個入り/2,511 円 ブノワ・ニアン/ブルー デ トワ/3,564 円 

ル・ショコラ・アラン・デュカス 
/デクヴェルト詰合せ 9 個入り/4,212 円 

人気海外ブランド 

ＳＮＳ映え 

限定品 

ゴディバ/ゴディバ meets あつまれ どうぶつの森 
アソートメント（9 粒入）/3,240 円 

テオブロマ/ミニキャビア/3,361 円 カカオサンパカ/スモールベア ペタ/3,456 円 

https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/005972
https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/chocolatep


 

 
 

デパ地下グルメお届け便 ｅ.デパチカ 西武池袋本店 

クリスマスデリバリー予約が前年約１.５倍に 
 

そごう・西武が提供する「デパ地下グルメお届け便 ｅ.デパチカ」西武池袋本店公式サイトで１２月１８日（日）まで受注

しているクリスマスオードブルやチキンのデリバリー予約売上が昨年と比べて約 1.５倍と伸長しています。今年はクリスマスイ

ブと当日が土・日曜日と重なったことや、感染者数が減少しないことで遠出を控えるなど、ご自宅でクリスマスを過ごす予定

の方が増加している模様。また、売場が混雑するクリスマス当日に来店することなく、複数ブランドをまとめて配達受取がで

きるという点からもデリバリー対応の「e.デパチカ」の利用が増えています。 

なお、１２月２６（月）からは、「おせち」「福袋」のデリバリーも数量限定で予約受付を開始。「e.デパチカ」では歳時記に

合わせて百貨店ならではの高品質のフードデリバリーをご提供いたします。（e.デパチカは年末年始も 24 時間ご注文いただけます。） 
 
【e.デパチカ 西武池袋本店 クリスマスオードブル＆チキンのご予約 概要】 
■ご予約受付期間：１２月 1 月（木）～１８日（日）午後６時３０分まで 

■お届け期間：１２月２３日（金）～２５日（日）各日午前１１時～午後８時 

■お届け地域：豊島区・文京区全域、板橋区・北区・新宿区・練馬区・中野区の一部 

■取扱商品：オードブル、チキン、ローストビーフ、スイーツなど４８アイテム（前年＋２８アイテム） 

※ご注文受付期間・お届け期間は、商品によって異なります。 

■e.デパチカ西武池袋本店公式サイト URL：https://edepachika.sogo-seibu.jp/ikebukuro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   

 

 

 

 

 
 
 

＜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：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

 そごう・西武 営業情報 

華やかなオードブルで贅沢な時間を。 

【取り扱いメニュー 一例】 

柿安ダイニング／フライドチキン（４個入り）

／1,872 円  

 

 

クリスマスを彩るスイーツたち。 

RF1／Xmas ピンチョスセット／3,586 円 

 

 

 

R.L（エール・エル）／クリスマスワッフルドル

チェ／2,592 円 

 ※本リリースの掲載画像はイメージ。全て税込価格。 ※ご注文商品代金にはサービス料が含まれ、店頭販売価格とは異なります。 

※配送料税込 500 円を別途申し受けます。（公式サイト限定 税込 10,000円以上（送料除く）のご注文で送料無料。） 

マーロウ／クリスマスケーキ／3,823 円 

 

10 種以上のチキンで食べ比べも。 

柿安ダイニング／ロブスターテルミド

ール／5,160 円 

 

RF1／桜島どりのもも肉ロースト／1,555 円 

 

https://edepachika.sogo-seibu.jp/ikebukuro/


 

 

 

 “ベルばら”の全貌がここに！宝塚歌劇衣装なども！ 

誕生 50 周年記念「ベルサイユのばら展」 
   11 月 30 日（水）～12月 12 日（月） / ９階 阪急うめだギャラリー 

1972年、｢週刊マーガレット｣で池田理代子作『ベルサイユのばら』の連載が始まりました。フランス革命

の時代に生きた人々の苦悩や喜び、愛と死を鮮やかに描いた長編歴史漫画は、当時の「少女漫画で歴

史ものは当たらない！」という常識を覆し、少女たちの熱狂的な支持を得ます。 

更に連載終了後の翌 1974年には宝塚歌劇で上演されて大ヒット、空前のベルばらブームを引き起こしま

した。1979年には TVアニメが放映されてファン層も拡大、海外でも人気を博します。 

本展は、この不朽の名作『ベルサイユのばら』誕生 50周年を記念し、その軌跡と全貌を、当時の貴重な

原画の他、宝塚歌劇の「ベルばら」や TV アニメなどでご紹介します。少女漫画史に革命を起こした「ベ

ルばら」のその華麗なる世界をお届けします。 

■半世紀、人々を魅了し続ける「ベルばら」の全貌をご紹介する今展の見どころ！ 
貴重な原画を約 180点一堂に展覧。また、宝塚歌劇「ベルサイユのばら」過去の公演ポスターや衣装の

展示なども。「オスカル生涯ただ一度のドレス」再現は必見です！さらにＴＶアニメのご紹介も！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

そのほか、トークショーやグッズ販売など、今展情報はホームページで！https://bit.ly/3TJq1m8 

 
＜お問合せ＞株式会社阪急阪神百貨店 阪急本店 広報担当 06‐6313‐9227 / hankyupr@hankyu-hanshin-dept.jp 

 

「オスカルのドレス」展示イメージ 

制作：文化服装学院オートク 

チュール科・ベルばら隊（2007年） 

©池田理代子プロダクション 

 

 

 

 

©池田理代子プロダクション 

 

 

 

©池田理代子プロダクション 

 

 

 

2022/11/24 
 

 

https://bit.ly/3TJq1m8
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「EVANGELION CROSSING EXPO 
-エヴァンゲリオン大博覧会-」 
【同時開催】阪神梅田本店コラボ企画 
１２月２７日（火）→１月１６日（月） 【８階 催事場および各階】 

１２月３１日（土）は午後６時閉店、１月１日（日）は休業、２日（月・振休）は午前９時３０分開店 
１９９５年に TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送され、２０２１年には映画『シン・エヴァンゲリオン劇場

版』が公開されるなど、２５年以上にわたり愛され続けている「エヴァンゲリオン」。 
今夏、東京「渋谷ヒカリエ」で行われ大好評を博した「エヴァンゲリオン大博覧会」が、阪神梅田本店８階 催

事場にやってきます。さらに、婦人服やレストランのフロアでも、阪神梅田本店ならではのスペシャルな商品や
サービスをご用意しました。 
また、「エヴァ博ウメダ AR作戦」にも参画。ARを楽しめる NTT コノキューのアプリ「XR City」をダウンロード

いただくと、梅田のビル群に出現する高さ８０ｍの「エヴァンゲリオン初号機 AR」や、店内３カ所を含む計５カ
所の体験スポットを巡る「キャラ ARフォトラリー」などを無料でお楽しみ頂ける体験イベントです。様々な角度
から「エヴァンゲリオン」の世界にどっぷり浸っていただける２０日間です。 
  

 

主催：阪神梅田本店、MBSテレビ、朝日新聞社 
特別協力：カラー、グラウンドワークス 
企画協力：ムービック、ニュートラルコーポレーション 
※入場券販売については「エヴァンゲリオン大博覧会」公式ホームページ https://eva-x-expo.exhibit.jp/を参
照ください。 
※１２月３１日（土）は午後６時、１月１６日（月）は午後５時閉場、各日最終入場は閉場の１時間前まで 
※１月２日（月・振休）は通常通り午前１０時開場 

展示総数 約４０００点！貴重なエヴァプロダクトの数々が集結 
ＴＶシリーズ開始から現在まで２５年以上の歳月をかけて築き上げられた「モノ」と「コト」。多くの人々に愛さ

れ続ける、その魅力を代表的なカテゴリーごとに展示紹介します。フィギュア、伝統工芸品、ゲーム、アパレル、
雑貨から、他のキャラクターやブランドとのコラボレーション、地域振興に一役買うなど「エヴァンゲリオン」が今
まで実施してきた「モノ」や「コト」が一堂に会します。誰もが知っているあのプロジェクトにまつわる品々や、今
ではお目にかかれないレアグッズなど、圧倒的な物量の展示内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/12/19 
   

阪神梅田本店ニュース  

 

 

広報部 

080-9942-6094/06-6345-1823 

 

８階 催事場 「EVANGELION CROSSING EXPO-エヴァンゲリオン大博覧会-」 

初代レースクイーンの衣装と 

レーシングバイク 

エヴァンゲリオン箱根補完マップ 

 

UCCミルクコーヒー 

限定デザイン缶 
エヴァンゲリオンぱちんこ 

初号機立体３DTシャツ 

作画参考用模型 

©カラー 

https://eva-x-expo.exhibit.jp/


約１５００アイテムのエヴァグッズが集合！さらに大阪会場限定品も登場！ 

大阪会場でも、EVANGELION STOREが大展開！この会場から新発売となる商品や、かつての人気商品の

復刻など、幅広いカテゴリーの商品が過去最大級の規模で勢揃い。大阪会場限定商品も多数登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクリルキーホルダー 

[逃げたらあかん] 

６００円 

ステッカー 

[ロゴ／大阪ver.] 

４００円 

EVASTOREオリジナル 

NERV Zippo 

[リバイバル版] １４,９６０円 

EVA STORE オリジナル 

【大阪限定】手ぬぐい 

[アスカ(あんたアホか？)] ８８０円 

エヴァの世界をファッションで楽しむ、阪神独自の体験メニューをご用意 

©カラー 

４階 「アトリウムシュシュ」 

ヘアメイク 

 

あの名言を Tシャツに！ 

「エヴァンゲリオン」刺しゅう加工料 ７,７００円 
アイテムクローゼットオリジナル Tシャツ 
（白・黒・カーキ XS～XL）６,６００円 
※４階アイテムクローゼットで Tシャツを購入後、５階「アト

リエフォーミーでオーダー。 
 
アスカ、シンジ、レイ、カヲルの４種からお好きな

キャラクターとお好きな色の刺しゅうを選んでい

ただきます。 
５階 「リフォーム＆リメイクサロン  

アトリエ フォー ミー」 

アスカになりきり！？ 
「エヴァンゲリオン」”アスカ”ヘアセット 
５,５００円 ＜限定１５名様＞ 
 
アスカをイメージしたヘアセットのサービス。赤いイ

ンターフェース付き。所要時間約３０分。要予約 

予約受付先：06-6345-1193 

予約期間：１２月２７日（火）午前１０時～３１日（土）

午後６時まで。 

華麗なエヴァの世界を体験 

エヴァンゲリオンネイル ８,２５０円～  
立体パーツオプション ５５０円 
＜限定２０名様＞ 
 
エヴァンゲリオンをイメージしたネイルのサー

ビス。サンプルを見て９種からお選びいただ

けます。所要時間約１２０分。要予約。阪神梅

田本店ホームページからお申込み。 

１２月２７日（火）午前１０時から予約受付 
４階 「アトリウムシュシュ」 

ネイルサロン 

 

大阪会場限定 大阪会場限定 

エヴァストア限定 

大阪会場開催記念復刻商品 

エヴァストア限定 

イベント先行販売 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 NTT コノキュー、阪急阪神不動産株式会社、株式会社阪急阪神百貨店の３社は、イベント期間

中、梅田エリアでスマートフォンのアプリを活用した体験イベントを開催します。 

※詳しくはイベント公式サイト https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/eva-umeda-ar/をご参照ください。 

 

コンテンツ名 コンテンツ概要 体験スポット 

エヴァンゲリオン初号機 AR 世界的に大人気のアニメ作品

『エヴァンゲリオン』の主人公碇シ

ンジが搭乗する汎用人型決戦兵

器エヴァンゲリオン初号機が、大

阪梅田の街中に実物大で出現し

た姿が楽しめる 

・スポット１【全身】： 

阪神梅田本店 １階 サウステラス 

（１５番出入口付近） 

・スポット２【アップ】： 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス １２階 屋上広場 

※阪神梅田本店直上 

EVAEXPOフォントウォール AR 

 

 

 

「エヴァンゲリオン大博覧会」の関

連ワードをあしらったテキストアー

トが梅田の空に浮かぶ 

大阪梅田ツインタワーズ・サウス １２階屋上広場 

※阪神梅田本店直上 

キャラ ARフォトラリー 

 

エヴァンゲリオンのパイロットたち

5人と AR写真撮影を楽しみなが

ら大阪梅田エリアの体験スポット

を巡る 

※ARで登場するキャラクターは

右記の通り 

①阪神梅田本店 

【碇シンジ】 ８階 西エスカレーター付近 

【式波・アスカ・ラングレー】 ４階 西エスカレーター付近 

【真希波・マリ・イラストリアス】地下 1階 ２番出入口付近 

②ナビオ ダイニング 

【綾波レイ】 ６階 ナビオガーデン 

③阪急三番街 

【渚カヲル】北館 地下１階 ふれあい広場 

 

「エヴァ博ウメダ AR作戦」で、さらにエヴァを満喫！ 

あの名場面がよみがえる？食の阪神で堪能いただけるコラボメニュー 

地下２階「オホーツク おこっぺ  

ミルクスタンド」  

抹茶と紫芋のモンブランパフェ 

-エヴァンゲリオンに愛をこめて- 

１,０００円  

［提供時間：午前１１時→午後９時

３０分］※１２月３１日（土）は午後 

５時３０分まで、２０２３年１月２日

（月・振休）は午後８時３０分まで 

北海道の興部（おこっぺ）町「ノー

スプレインファーム」から届くミルク

やヨーグルトなどで作られるミルク

スイーツの専門店から。初号機の

カラーを、抹茶ムースと紫芋ペー

ストで色鮮やかに。 

地下２階「クラビバイ 

チェディルアン」バタフライピーの

杏仁豆腐 

エヴァンゲリオン風 

８５８円  

［提供時間：午前１１時→午後 

９時３０分］※１２月３１日（土）は午

後５時３０分まで、２０２３年１月２日

（月・振休）は午後８時３０分まで 

タイ政府から５つ星に認定された

本場の味で人気のタイ料理レスト

ラン。タイの青い花バタフライ 

ピーで、ブルーに色付けした杏仁

豆腐。 

４階「FRUiT」（フルーツ） 

初号機ケーキと 

使徒アイスセット（ドリンク付き） 

１,７００円 

［提供時間：午前１０時→午後７

時］※１２月３１日（土）は午後５

時まで 

フルーツを主役にした独創的

なメニューが人気のカフェ渾身

のメニュー。ベリーとピスタチオ

のカラーでエヴァンゲリオン初

号機をイメージ。 

９階「老虎菜」（ラオフーツァイ） 

パルフェ・セカンドインパクト 

３,０８０円  

［提供時間：午後２時→９時］ 

※１２月３１日（土）は午後２時

→５時、２０２３年１月２日（月・

振休）は午後２時→８時 

中華の名店「老虎菜」の知る人

ぞ知るパフェをエヴァンゲリオ

ン風にアレンジ。“セカンドイン

パクト”をイメージして、赤色の

いちごやフランボワーズなどを

使った、華やかなパフェをご用

意。 

©カラー 

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/eva-umeda-ar/
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松屋銀座地下１階洋菓子売場に、11月11日（金）、トルコ・イスタンブールで180年の歴史を誇る＜ナーディル・ギュル＞と、トル

コの五つ星ホテルで提供されるスイーツ＜ディヴァン＞がアジア初の常設店としてオープンします。 

 
 

■バクラヴァとは 

薄いパイ生地を何層にも重ね、中にピスタチオやくるみをたっぷり挟んで焼き上げ、甘いバターシロップをかけて焼き上げた、オ

スマン帝国時代から愛されるトルコの伝統菓子。 

 
 

■ナーディル・ギュル 

1843 年創業。「バクラヴァの王様」と称される老舗ブランド。2021 年 11 月に松屋銀座で 2 週間行った、日本初の催事では、100

人以上の行列ができ、連日完売となるほど盛況でした。 

【商品一例】 ピスタチオバクラヴァ 8個入 3780円  くるみバクラヴァ 8個入 3240円 

 
 

■【同時オープン】 ディヴァン 

イスタンブールの五つ星ホテル＜ディヴァンホテル＞にて提供されている、1956年創業のトルコ最大財閥が手掛ける洋菓子ブランド。 

【商品一例】アードワーズチョコレート ラズベリー、クラシック（ともに 9枚入り） 各1620円 

 

2022年10月 報道関係資料 

ブームの予感！ ピスタチオぎっしりのパイにたっぷりシロップ   食べたらヤミツキの背徳スイーツ 

トルコの伝統菓子「バクラヴァ」アジア初の常設店がオープン 
 

＜ナーディル・ギュル＞  
トルコ最大財閥が手掛ける高級菓子ブランドも同時オープン ＜ディヴァン＞  

 

2022年11月11日（金）オープン 松屋銀座地下１階 洋菓子  
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2023 年 松屋の招福袋のテーマは、 

「物価上昇や円安に対抗！」「コロナ禍できなかったことを叶える！」 

 
「物価高や円安の暗いニュースが多いけど、新年は明るい気持ちで迎えたい！」 
「今までできなかったこと、我慢していたことに挑戦したい！」 
そんな皆様の気持ちを少しでも応援したい、という思いから、松屋では、様々な 
イベントや体験、皆さまの生活を応援する福袋をご用意いたしました。 
 
 

■販売方法       第一弾 受付期間：11 月 2 日(水)午前 11 時～12 月 20 日(火)午後 5 時 

         第二弾 受付期間：12 月 1 日(木)午前 11 時～12 月 29 日(木)午後 5 時 

                 第三弾 受付期間：12 月 7 日(水)午前 11 時～12 月 29 日(木)午後 5 時 

（一部はＷＥＢ予約・決済／1 月 2 日店頭渡し） 

                 https://store.matsuya.com/ 

           
会期 ：12 月 26 日(月) 各売場にて販売 
販売数：松屋オリジナル福袋を中心に、福袋全体のおよそ 30％  

  
 
         会期 ：1 月 2 日(振・月)・3 日(火) 各売場にて販売 
                 販売数：ブランド福袋など、福袋全体のおよそ 40％ 
                 ※浅草店では 1 月 1 日（祝・日）から販売スタート  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

■第三弾：食品 店頭受取福袋 https://store.matsuya.com/  

■会期：12 月 7 日(水)午前 11 時～12 月 29 日(木)午後 5 時 

■店頭受取日：１月２日(振・月) 

■店頭受取時間：午前 11 時～午後 5 時  

■お渡し場所：8F イベントスクエア 

■種類：食品のみ 9 種類 

 〈ブランド一覧〉キャンティ、黒船、資生堂パーラー、ディッシュ・アップ千駄木腰塚、デメル、BABBI、 

メゾンカイザー (五十音順) 

２０２３年 松屋の招福袋 リリース第2弾 

「福袋で」♯物価上昇に対抗！ 「福袋で」♯生活応援！ 
食品福袋が充実！ 阪急メンズ東京とのコラボ福袋も初登場！ 

 

松屋オンラインストア 

年始店頭販売の福袋 

年内店頭販売の福袋 

松屋オンラインストア 

      【 松屋銀座 年末年始の営業時間 】 

  12 月 26 日（月）―30 日（金） 午前 10 時～午後 8 時 

      31 日（土） 午前 10 時～午後 6 時 

  1 月 1 日（祝・日）       休業 

  1 月 2 日（振・月）   午前 10 時～午後 7 時 30 分 

    1 月 3 日（火）以降      午前 10 時～午後 8 時 

 

https://store.matsuya.com/
https://store.matsuya.com/
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【商品の一例】※写真はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会期：12 月 26 日(月)午前 10 時から ※各売場にて販売 

■種類：松屋オリジナル福袋を中心に、約 160 種類の福袋をご用意 

 

【商品の一例】※写真はイメージです。 

 

 

 

 

 

 

ローマイヤ福袋 2,160 円 限定 250 袋 B1 ローマイヤ 

 

紳士有名ブランドビジネスソックス 5 足入り福袋 2,200 円 限定 100 袋 ５F 紳士雑貨 

など、生活応援福袋を多数ご用意いたしました。 

 

 

 

 

年内店頭販売の福袋 

デメル ラッキーバッグ 

2,160 円 限定 120 袋 

限定の焼き菓子と香ばしいクッキーにデメルチョコレートも加わった、 

年に一度のラッキーバッグです。 

 

BABBI NEW YEAR 福袋 

3,240 円 限定 150 袋(6,156 円相当) 

毎年好評の〈BABBI〉の福袋が今年も登場。自慢のドルチェをご堪能ください。 

 

黒船 福袋 

5,400 円 限定 10 袋(7,614 円相当) 

松屋銀座限定の「銀座蜂蜜カステラ」含め、全部で 4 種類のお菓子が入っ

た福袋です。 

ディッシュ・アップ千駄木腰塚 千駄木腰塚コンビーフ福袋 

8,801 円 限定 40 袋(11,000 円相当) 

定番商品のコンビーフはもちろん、腰塚オリジナル商品と生ハムの入った

毎年人気の福袋です。 

グルマルシェヴァン クルーお薦めワイン 3 本セット 

5,500 円 限定 162 袋 B1 グルマルシェヴァン 

グルマルシェヴァンのスタッフが、イチオシワインを 3 本セット(全 9 種類)

にてご用意いたしました。 
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■会期：1 月 2 日(振・月)午前 10 時から ※各売場にて販売 

■種類：ブランドの福袋など、約 180 種類の福袋をご用意 

【商品の一例】 

松屋銀座×阪急メンズ東京コラボ福袋 A LITTLE CHANGE TOUR ～銀座・有楽町探訪～ 

1,000,000 円（140 万円相当） 限定 1 袋(男女ペア 1 組) 

2023 年最初のお買い物は、銀座・有楽町エリアでスペシャルな体験と、百貨店でのお買い物でハッピーな気持ちを味わっていただ

きたい！そんな思いが、松屋銀座と、阪急メンズ東京との間で合致し、初めてコラボ福袋を作成しました。 

 
■販売方法：抽選   
■応募方法：①WEB 2022 年 12 月 26 日(月)午前 10 時～2023 年 1 月 3 日(火)午後 5 時  

  松屋銀座ウェブサイト・阪急メンズ東京ウェブサイト 
②店頭 2023 年１月２日(振・月)・３日(火)  
  松屋銀座 1 階特設スペース 

■実施日 ：2023 年 1 月 29 日(日)・2 月 4 日(土)・2 月 12 日(日)のいずれか（当選者と相談の上確定予定）  
＊内容詳細は 2022 年 12 月 26 日(月)、松屋銀座ウェブサイトにて公開予定です。 

 
■当日のスケジュール 

 

 

※先着順による販売から、抽選制での販売に販売方法を変更 
 

 

 

 

 

 
 
■販売方法：抽選   
■応募受付時間：2023 年 1 月 2 日(振・月)午前 10 時～午後 5 時 
■応募受付場所：4F 宝飾サロン 
■当選者発表：2023 年 1 月 2 日(振・月)午前 11 時 30 分から、当選者に順次お電話にてご連絡  
＊応募方法詳細は、松屋銀座ウェブサイト内「お知らせ」にて公開中です。 

 

時間 場所 内容 

11：30-12：00 ザ・ペニンシュラ東京 

ザ・ロビー 

集合・ご説明 

12：00-13：30 ザ・ペニンシュラ東京 

ステーキ＆グリル Peter 

ランチ 

 

13：30-14：00 クラシックカーに乗車 

ローバー「P4」 

移動 

14：00-17：30 女性は松屋銀座 

 

男性は阪急メンズ東京 

それぞれの店舗で、 

プロスタイリスト 

プロセールスがアテンド 

17：30-18：00 クラシックカーに乗車 移動 

18：00-20：00 東京吉兆銀座店 ディナー 

20：00-20：30 クラシックカーに乗車 移動 

20：30- ザ・ペニンシュラ東京 

「エグゼクティブスイート」 

チェックイン・宿泊 

※翌日 22 時チェックアウト 

年始店頭販売の福袋 〈松屋銀座〉 

価格据え置き 大粒ダイヤモンド福袋 

5,500,000 円（1,200 万円相当） 限定 1 袋 4F 宝飾サロン 

現在相場価格が 1,200 万円の、大粒ダイヤモンドルース（約 2ｃｔ）が入った 

福袋です。 

物価上昇前に仕入れたダイヤモンドのため、特別価格でご用意いたします。 
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                ※写真はイメージです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

伊藤園 お茶の福袋(松屋銀座限定) 3,300 円 限定 120 袋 B1 海苔・茶 

響 レトルトビーフカレーセット 1,080 円 限定 90 袋 B2 グロッサリー 

 

 

 

■使用予定ブランド：1 階化粧品 10 ブランド 

 〈ブランド一覧〉フレグランス カワベ、ノーズショップ、ラトリエ デ パルファム、 

カバーマーク、ファンケル、ニールズヤード レメディーズ、エスト、 

ドゥーオーガニック、SK-Ⅱ、MT メタトロン(順不同)  

10 月以降一気に増加傾向の外国人観光客に対しては、初売りでもインバウンド売上を拡大するために、 

初めて、福袋を多言語 POP でアピールします。 

 

■会期：1 月 1 日(祝・日)午前 11 時から ※各売場にて販売 

■種類：食料品の福袋を中心に、約 110 種類の福袋をご用意 

 

体験がいっぱい浅草お楽しみ袋 

ベーシックプラン 5,500 円(8,000 円相当)／エクストラプラン 12,200 円(13,000 円相当) 各日限定２組 

松屋浅草 1F ギフトカウンター 

※「抽選制での販売」に販売方法を変更 

【ベーシックプラン】松屋浅草地階ドンクが手掛ける＜ミニワン＞にてミニクロワッサン製造体験→＜東武鉄道浅草駅＞にて駅長体験→ 

    ＜浅草今半＞特製のお弁当でお昼休憩 ＊＜エキミセ＞エキミセ商品券（飲食店用 1,000 円分） 

【エクストラプラン】ベーシックプラン＋松屋浅草より＜えびす屋＞人力車乗車→＜宮本卯之助商店＞太皷館にて世界の太鼓見学 

    と演奏体験＋お子様のネーム入りバチプレゼント 

■予約受付期間  12 月 1 日(木)－12 月 25 日(日)   ■当選発表 12 月 26 日（月）に当選者にのみご連絡 

■予約方法   店頭受付：1F ギフトカウンター / 電話受付：03-3842-1111（大代表） 受付時間 11:00‐16:00 

■実施日   1 月 7 日(土)、14 日(土)、21 日(土) 各日最大 2 組様 ※1 組：大人 1 名+お子様 1 名の 2 名様 
＊応募方法詳細は、松屋浅草ウェブサイト内にて公開中です。 

 

※価格は全て税込です。※販売日、販売方法は変更になる場合がございます。 

インバウンドにも期待！ 化粧品福袋 多言語 POP を用意 

 

年始店頭販売の福袋 〈松屋浅草〉 

「福袋」で#生活応援！ 食品福袋も充実！ 

 

2023 年 加島屋福袋 

3,240 円（4,000 円相当） 限定 200 袋 B1 銘店ギフト 

加島屋で人気 No.1 商品「さけ茶漬」の中瓶が 2 本入った、加島屋オリジナルの 

福袋です。 

 

銀座の 2023 円和菓子福袋 

2,023 円 限定 30 袋 B1 和洋菓子 

銀座に本店を構える「清月堂本店」「萬年堂」「銀座菊廼舎」「ぎんざ空也 空いろ」 

「銀座 松﨑煎餅」の菓子を詰め込んだ福袋。各店店長直筆のメッセージも付き、 

お菓子の力で銀座を盛り上げたい、という思いからできた福袋です。 

 
メゾンカイザー 福袋 

1,501 円（2,000 円相当） 限定 150 袋 B1 メゾンカイザー 

メゾンカイザー人気のパン 6 種類が入った詰め合わせ福袋をご用意いたしました。 

楽しいお食事のお供に、ぜひご利用ください。 



 

2022 年 10 月 株式会社松屋 株式会社東栄商会 

報道関係資料 

 

 

松屋グループの東栄商会 

「ムーミン」の小売店契約を締結し、ムーミンショップ運営権を取得 
 

2022 年 12 月 16 日(金)、1 号店を銀座インズにオープン予定 

 

株式会社松屋（東京都・中央区）グループ会社である、株式会社東栄商会（東京都・中央区）は、北欧・フィンラン

ドの「ムーミン」の日本におけるライセンス管理を行う株式会社ライツ・アンド・ブランズ（東京都・品川区）と小

売店舗契約を締結し、ムーミンショップの運営権を 2022 年 10 月 1 日に取得いたしました。 

１号店となる「MOOMIN SHOP GINZA（ムーミンショップ ギンザ）」を 12 月 16 日(金)に銀座インズ 1 へオープン

予定です。 

 

 

■店舗名 MOOMIN SHOP GINZA（ムーミンショップ ギンザ） 

■場所  東京都中央区銀座西 3-1 先 銀座インズ 1  1 階 

■オープン日 2022 年 12 月 16 日(金)予定 

 

※詳細および内覧会（12 月 15 日予定）のご案内につきましては、11 月下旬に改めて発表させていただく予定です 

 

松屋と北欧・ムーミンとの関わり 

松屋は 1960 年代から北欧の優れたデザインに注目しており、後に北欧デザインのリーディングカンパニーとなる

「スキャンデックス」を 1990 年に設立。以来、松屋は北欧のデザインとライフスタイルを紹介しており、北欧関連

の催事も例年開催してきました。「ムーミン」に関しては、スキャンデックスを通じてアラビアブランドのムーミン

マグの販売に長年携わり、2014 年には松屋でムーミンの原画展を開催。以降、トーベ・ヤンソンの一族であり彼女

の意思を継ぐムーミンキャラクターズ社との交流がはじまり、その絆を強めてまいりました。近年では、松屋にてム

ーミンと「とらや」や「ブルガリ イル・チョコラート」といった世界を代表するスイーツブランドとのコラボ商品

の発売や、ムーミンに関する展覧会や物販イベントの開催、ムーミンバレーパークの開業に向けてムーミン物語社へ

の出資、ムーミンの国内でのライセンスの一括管理を行うライツ・アンド・ブランズ社への人的支援など、多岐にわ

たって交流をおこなっています。こうして築いてきたムーミンキャラクターズ社と松屋の信頼関係の中で、本年ムー

ミンショップ事業を松屋グループ内で立ち上げるに至りました。 

 

東栄商会について 

1937 年創業。松屋グループ各社にオフィス用品、印刷、洋服補正などの各種サービスを提供するサポーティングカ

ンパニーであり、旅行・保険サービスを一般のお客様にも販売する代理店事業も行っております。 

松屋の中期経営計画において、グループ会社を含めた「事業ポートフォリオの見直し」を進めるにあたり、新規事業



として、百貨店の枠にとらわれない子会社での運営が適当と判断しました。グループ会社でのムーミンショップ事業

への新規参入により、百貨店以外の収益源を確保 ・中期経営計画に掲げる「百貨店業とシナジー効果の高い事業で

基本的なポートフォリオを構成」の方針にも合致していると考えています。 

 

銀座インズに出店する理由 

本国ムーミンキャラクターズ社監修による新しいビジュアルのムーミンショップ 1 号店を銀座エリアに出店するにあ

たり、97 年間の銀座における知見を活かしながら、銀座インズの幅広い顧客層に向けてアピールしていくことが最

適であると考えました。 

当該店舗は路面店であり、銀座エリアで認知度獲得するのに相応しいロケーションであることが理由です。 

 

新しいムーミンショップは「ムーミン」を体現したコンセプトショップに 

ムーミンの原作者トーベ・ヤンソンが絵本などに用いていた多彩な色を基調としたオリジナル商品のほか、ライフス

タイル雑貨やアパレル、北欧からのインポート商品も数多く取り扱います。 

 

 

＜ムーミンとは＞ 

「ムーミン」は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914̶2001）によって

生み出されました。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッ

ズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されています。 

 

 

 

＜トーベ・ヤンソンとは＞ 

ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914 年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの

首都ヘルシンキに誕生。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945 年

に小説『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001 年に

世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の大人向けの小説、フレスコ画など、ジャン

ルにとらわれない多くの作品を残しています。 

 

 



 

報道関係のお問い合わせ先：(株)京王百貨店 経営企画室 広報担当 島田、千脇、竹田、成田 電話：03(5354)2855 

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

  

2 0 2 2 年 1 1 月 1 8 日 

スカイファーム株式会社 

株式会社いいオフィス 

株式会社  京王百貨店 

くつろぐ。はたらく。体験する。 

“買い物以外の時間を過ごすための場”を提案する新業態のカフェラウンジ「Lounge
ラ ウ ン ジ

 K
ケー

」を 

2022年 11月 29日（火）にオープンします 
 

 
 

                        
株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店は、11 月 29 日(火)、周辺環境や顧客ニ

ーズの変化を見据え、今夏より段階的に進めている改装の一環として、スカイファーム株式会社（本社：神奈

川県横浜市、代表取締役：木村 拓也）、株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍﨑 宏）と

協業し、カフェスペースとワークスペースの役割を併せ持つ複合型カフェラウンジ「Lounge
ラ ウ ン ジ

 K
ケー

」を 4 階フロア

内にオープンします。 

コロナ禍を機に人々の価値観や働き方が大きく変化した影響を受け、近年、モノを買う消費だけでなく、時

間を過ごしたりワークショップなどで体験するといったコト消費・トキ消費への需要が高まっています。ま

た、個食やリモートワークなどが当たり前になる一方で、コミュニティを求める方も増えています。そこで、

「心地よく過ごせる自分時間」をテーマに「くつろぐ」「はたらく」「体験する」の 3 つの要素を兼ね備え、気

分や用途によって日常的に使い分けて利用することができる複合型カフェラウンジを開設。お客様一人ひとり

のさまざまなシーンに寄り添う空間を目指します。 

 

■くつろぐ。はたらく。体験する。 
「心地よく過ごせる自分時間」をテーマに、カフェを楽しみながら働くこともできるワークスペースを

併設し、週末には多様な価値観や働き方、趣味を持つ人がそれぞれの過ごし方を見つけられるコミュニケ
ーションスペースとしても活用できます。 
くつろぐ 

トレンドやこだわりのカフェメニューが楽しめる、買い物の合間のカフェ利用や食事の場として利用
できます。 
はたらく 

仕事や作業に集中できる“隠れ家”のようなワークスペースで、こだわりのカフェメニューを楽しみな
がら働くことができます。オープン席やソファ席などその日の気分で席を選べます。 
体験する 

週末には「美」「趣味」「スキルアップ」のためのセミナーやワークショップを開催。くらしに役立つ
学びの場としてさまざまな体験を提供します。 

◆京王百貨店 新宿店 4 階 
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■心地よい空間と時間を演出するためのコラボレーション 

モノを売るための「売場の編集」で培ったノウハウを、自分時間を生み出す空間づくりに活かし、当
社を“ハブ”に「スカイファーム」「いいオフィス」といった各分野の専門家とのコラボレーションで新
業態をつくりました。 
 
注文システムプラットフォーム『スカイファーム』 
スカイファーム株式会社が提供するデリバリー・モバイルオーダー・テーブルオーダーなどの OMO

注文システム「NEW PORT」を活用し、カフェラウンジのスマートな運営を可能にします。 
 
空間づくりのプロ『いいオフィス』 
場所に縛られない働き方の実現を目指し、全国にオフィススペース累計 800 店舗以上を展開。心地よ

い空間づくりと半個室のコワーキングスペースの予約システムを担当。 
 
新たな平場（プラットフォーム）をプロデュース『京王百貨店』 
週末にはイベントスペースにおいて、「美」「趣味」「スキルアップ」などセミナーやイベントを企画

し、新しいコミュニティを提案します。 
また、「Lounge K」の運営を通じ、美味しい食事や学びとなるセミナーをきっかけに「新しい出会い

につながる場。“私”らしい時間、モノ・コト・発見・体験をつなぐ拠点」を目指します。 
 

■アプリで席の予約が可能 
「Lounge K」ではお客様の好み、用途に合わせて、ソファ席、テーブル席、半個室席を用意しています。

使い方、席種によってアプリから事前予約が可能です。 
 
ソファ席「Keio BEAUTY LINE アプリ」 
半個室席「いいアプリ」 
 
＜施設概要＞ 
場所 
東京都新宿区西新宿 1-1-4 京王百貨店新宿店 4 階 

営業時間 
10:00～20:00（最終受付は閉店前 1 時間前まで） 

席数 
 58 席 
設備 
無料 WiFi 
電源ソケット 
「エクスジェルクッション」 無料貸し出し 

利用料 
1 時間利用料 1 オーダー込み 1,100 円～ 
ドリンク（550 円～）、その他フード・スイーツの単品メニューもあります 

 
 

■プレイベントの実施 
オープン日の前日に、関係者向けプレオープンイベントを実施します。内覧のほか、カフェメニューの試

食を用意します。 

日程：11 月 28 日(月) 

時間：17 時〜19 時  

 ※ご参加いただける報道関係の方は、事前にメールにて広報担当島田までお知らせください 
  Mail:m-shimada@keio-dept.co.jp 

 



 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 成田、竹田、千脇、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

 

                          2022 年 12 月 7 日 

株式会社 京王百貨店 

“地域の魅力あふれる駅弁“新宿から発信！ 

第 58回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 

会期：2023年 1月 7日（土）～22日（日） 

＊インターネット予約受注・販売は 12月 25日（日）10時～2023年 1月 20日（金） 

会場：新宿店 7階大催場 

営業時間：10時～20時 ＜15日（日）、最終日は 17時閉場＞ 

                     

株式会社京王百貨店（本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀）新宿店では、百貨店の物産展としては最大級の規

模・売上を誇る、年に一度の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」（以下、駅弁大会）を、1 月 7 日

（土）～22 日（日）の 16 日間で開催します。 

地元を象徴する食材、独自の製法で作られた駅弁は、日本固有の食文化であり、旅の楽しみの一つ。本格的な旅

行再開の兆しが見え始め、鉄道開業 150 年を迎えた節目の年でもある今大会では、駅弁大会開催初期から普遍的な

テーマとしてきた「想い出の味、ふるさとの味。」を改めてメインテーマに据え、原点回帰の大会と位置づけま

す。地元食材にこだわった各地の新作駅弁や鉄道開業 150 年を記念した駅弁、過去に会場で実演販売して以来 10

年以上ぶりに登場する駅弁など、駅弁最大の魅力であるふるさとの郷愁を感じる駅弁が多数登場。駅弁を通じて各

地域の特長や魅力を伝え、駅弁業界を盛り上げる一助となる大会を目指します。 

会場には、36 の駅弁調製元による「実演販売」と全国から航空便や自動車などを駆使して運ぶ「輸送駅弁」を

合わせた、44 都道府県の駅弁約 300 種類が集結し、全国の「うまいもの」とともに展開します。昨年に続き、入

場制限などのほか、インターネットによる駅弁の事前予約・決済など感染防止対策を講じながら開催します。 
    

◎駅弁大会とは・・・歴史・規模・集客、いずれも当社ナンバーワンの名物催事 

全国各地の駅弁が集い、地域を象徴する食材や独自の調理法で作られ

た味の競演が繰り広げられる様は、いつからか「駅弁甲子園」と呼ばれ

るように。1966 年 2 月開催の第 1 回大会以降、今回で 58 回目を迎え

るロングヒット催事です。 

コロナ禍以前、第 55回大会（2020年）の様子 
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＜第 58回大会の概要＞ 

◇食べてもらいたい！ふるさとの味・・・「地元自慢！名物食材の新作駅弁競演」 

◇期間限定であの駅弁がもう一度味わえる・・・「アンコール駅弁・復刻弁当企画」 

◇ローカル線を応援！特別企画弁当が登場・・・「がんばれ！ローカル線」 

◇注目の記念駅弁が大集結・・・「鉄道開業 150年記念駅弁特集」 

◇実演・輸送あわせて約 300種類の駅弁を展開！スイーツから惣菜までそろう「うまいもの」は 57店が出店 

※文中のマーク・・・ EC にて事前予約可=  EC  
 

〔第 58回大会特別企画①〕 

■「地元自慢！名物食材の新作駅弁競演」  

地域の特色を盛り込みながらも、さまざまな食材や調理法で多様に進化してきた駅弁。今回は、改めて地元の

食材に出来る限りこだわり、次なるベストセラー駅弁を目指して各調製元が趣向を凝らして開発した新作駅弁を

特集します。 

          
 

  

④ 

     
 
➀茨城県 常磐線 水戸駅「常陸牛ロースステーキとローストビーフ贅沢盛り弁当」 2,600円 ［各日 500食販売予定］  EC  

地元駅弁の復活をかけ 2011 年に販売開始した「牛べん」が人気の調製元･しまだフーズ。茨城県で指定された生

産者のみが飼育できる黒毛和種で、その中からさらに厳しい検査を通過した牛だけが認定される「常陸牛」づくし

の新作駅弁。柔らかく濃厚な味わいと甘い脂が特長の常陸牛ロースステーキとローストビーフを贅沢に盛り合わ

せ、“日本百名山”にも選定される地元のシンボル「筑波山」の日の出をイメージして仕上げました。付け合わせ

の野菜、栗、ご飯、ポン酢まで茨城県産にこだわった弁当です。 

②山梨県 中央本線 小淵沢駅「特上 甲州カツサンド」 1,480円 ［各日 600食販売予定］  EC  

軽食系の駅弁が充実する調製元・丸政が手掛ける、当大会でも長きにわたって人気を集めている「甲州カツサン

ド」。今回は、きめ細かい肉質で柔らかい食感の富士桜ポークのロース肉を使用した“甲州カツサンド”と八ヶ岳

の高原たまごを使用し、ふんわりと仕上げた“八ヶ岳高原たまごサンド”が一度に楽しめる新作が登場します。今

企画ならではの使用するパンも地元・八ヶ岳で愛されている手づくりパンの店「コーナーポケット」の「八ヶ岳ブ

レッド(カツサンドに使用)」、「たまねぎパン(たまごサンドに使用)」で仕上げました。地元で愛される味を味わっ

てもらいたいと想いを込めた「特上甲州カツサンド」です。 

 

①   ② 

③ イクラ✕ホタテ キンキ 香箱蟹 

甲州富士桜ポーク 

⑤ 

常陸牛 
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③石川県 北陸本線 加賀温泉駅「駅弁たかのの香箱御膳」 3,200円 ［各日 300食販売予定］  EC  

明治 29 年創業、北陸線（開業当時の名称）で初めて駅弁を販売したという老舗調製元「高野商店」。地元・加賀で

愛される香箱蟹＊の脚肉、肩肉、内子、外子を贅沢に盛りつけた北陸の郷土色を感じるカニづくしの新作駅弁です。

オスに比べ小ぶりな分濃厚な味わいが特徴の香箱蟹は地元の冬の味覚の一つ。カニの旨味と甘味を楽しめます。 
 
 
  

④福島県 常磐線 いわき駅「吉
キチ

次
ジ

(キンキ)煮付とうに貝焼き御膳」 2,080円 ［各日 500食販売予定］  EC  

第 53 回（2018 年）大会で初出店し、郷土料理・うに貝焼きを主役にした「うに貝焼き食べくらべ弁当」が人気

の「小名浜美食ホテル」。地元・小名浜港のさらなる復興を祈願し、小名浜にとってなじみ深い食材のタイの刺

身、近海で獲れた脂ののった吉
キチ

次
ジ
＊の煮つけにうに貝焼きをのせた郷愁を感じる新作駅弁を開発しました。お好み

で、熱いお茶をかける地元流の食べ方もおすすめ。福島の味が堪能できます。 
 
 

⑤北海道 函館本線 旭川駅「道産彩り弁当」 2,900円 ［各日 300食販売予定］  EC  

地元を代表する駅弁調製元としても名高い、北海道・旭川駅の立売からはじまった「旭川駅立売商会」。北海道

の冷たい海で育った大きな粒で甘みの詰まった道産ホタテに濃厚な旨味が特徴の道産イクラが贅沢に楽しめる新作

が登場します。原材料高騰などの影響を受ける昨今ですが、地元自慢の味を味わってもらいたいと出来る限り道産

にこだわり、人気の食材を詰め合わせました。盛り付けは、前向きな想いと明るいこれからを願い華やかな花びら

をイメージ。 

〔第 58回大会特別企画②〕 

■期間限定であの駅弁がもう一度味わえる！  

＜アンコール駅弁＞●佐賀県 佐世保線 有田駅「有田焼カレー」  ［各種・各日 200食販売予定］ 

〈有田焼カレー(大)干支 卯 1,980円〉  EC ＊干支柄のみ 

〈有田焼カレー(大)ハッピーローズ 1,980円〉 

〈シナモロール有田焼カレー(小) 1,620円〉 

オリジナルの有田焼の器で、28 種類のスパイスを使用したカレー

ルーに、チーズをのせて焼き上げた九州の人気駅弁・有田名物「有

田焼カレー」。味はもちろん、花柄や干支柄８など可愛らしいデザ

インの器も好評で毎年注目度の高い駅弁の一つですが、その場で焼

き上げて仕上げる実演販売での出店は 2010 年(第 45 回大会)の 1 度

切り。以降輸送販売のみでしたが 10 年以上ぶりに、実演販売にて登

場します。お好きな器を干支・花・サンリオキャラクターの 3 柄か

ら選べます。 

  

＜復刻弁当＞●魚元「いちご弁当」2,350円 ［各日 300食販売予定］ 2週目  EC  

ウニそぼろを敷き詰め、蒸しアワビをのせて仕上げた弁当です。東

日本大震災の影響などもあり、2018 年に(岩手県 山田線 宮古駅)「い

ちご弁当」は終売、調製元の魚元も廃業に。新しく生まれる駅弁があ

る一方、消えゆく駅弁もあります。同じ東北を駅弁で盛り上げたいと

いう思いから、「牛肉どまん中」など数々の人気駅弁を手掛ける調製

元「新杵屋」がレシピを継承し、手掛けます。2011 年(第 46 回大会)

以来、駅弁大会で再び味わえます。 

※復刻弁当のため、会場限定(駅での販売無し) 

   

 

＊北陸地方で獲れるメスのズワイガニのこと 

＊干支 卯    ＊ハッピーローズ   ＊シナモロール 

＊「キンキ」の名でも親しまれる魚 
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〔第 58回大会特別企画③〕 

■「がんばれ！ローカル線」  

人口減少や観光客の減少などローカル線を取り巻く環境の変化は大きく、赤字路線の増加や一部路線では廃線や

バス転換が検討される地域もあります。駅弁大会をきっかけに、その魅力の認知度向上や集客につながる一助とな

れば、と想いを込めた企画です。 

●福井県 越美北線 九頭竜湖駅「越前大野 九頭竜まいたけ弁当」 1,200円 ［各日 500食販売予定］  EC  

福井市・福井駅から大野市・九頭竜湖駅を結ぶ地方鉄道・越美北線は、近

年一日の利用客が約 100 人(大野駅～九頭竜湖駅間の乗降客数は 1 本当た

り 10 人以下)と、乗降客数の減少に伴い減便が検討されている路線です。

今年、今大会担当者が別の目的地に向かう道中で偶然利用した九頭竜湖駅

で、趣きのある駅とそこで働く人の温かさに出会い、“多くの人に知って

もらうきっかけとなれば”と駅弁大会での企画を打診。担当者の想いが届

き、地元の名物である九頭竜まいたけの生産者と大野市に店を構える弁当

屋「福結び」が、今大会のために弁当を開発しました。九頭竜まいたけを

使用した炊き込みごはんに天ぷら、焼サバ、サトイモを盛り合わせて仕上

げた地元の想いが詰まった弁当です。 

 

  

 

〔第 58回大会特別企画④〕 

■「鉄道開業 150年記念駅弁」  

2022 年に鉄道開業 150 年を迎えたことを記念した、記念駅弁 12 種類(実演 7・輸送 5)が登場します。 

 

≪実演≫ 

   

  

 

 

 

 

 

 

➀山形県 奥羽本線 米沢駅「復刻 米澤牛牛肉辨當」 1,500円 ［各日 500食販売予定］ 1週目   EC  

地元の黒毛和牛・米沢牛を使った肉駅弁が人気の創業 120 余年の歴史を持つ老舗調製元「松川弁当店」。秘伝の

タレでじっくりと煮込み、味をしみ込ませた自慢の牛肉はご飯が進む一品です。レトロデザインの掛け紙で登場し

ます。 

②栃木県 東北本線 宇都宮駅「復刻版 とりめし」 1,000円 ［各日 400 食販売予定］ 2週目  EC  

昭和 30 年ごろより「松廼家」の看板商品として人気の「とりめし」。素朴でどこか懐かしさを感じさせるような

甘めの味付けや盛付けに試行錯誤しながら、日本国有鉄道(当時)時代の当時のレシピ、掛け紙をもとに可能な限り再

現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➀ ② ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 

＊会場販売(実演・輸送)の鉄道開業 150年記念駅弁ではノベルティ特典(限定ミニクリアファイル)はございません 

 

※現地では冬期間(11月中旬～3月)予約販売 
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③兵庫県 東海道本線 神戸駅「むかしの驛辨當」 920円 ［各日 500食販売予定］  EC  

明治 36 年創業以来、関西屈指の名駅弁を手掛ける「淡路屋」。鉄道の歴史に想いを馳せ、「復刻」をテーマに昔懐

かしさを感じるような焼き魚、蒲鉾、玉子焼きに加え、タコ旨煮や牛肉煮など、当地ならではの弁当を開発しまし

た。戦後すぐに使用されていた、神戸の町並みを描いた掛け紙のデザインを復刻。 

 
④滋賀県 東海道本線 草津駅「今昔近江牛すき焼き辨當」 1,200円 ［各日 500食販売予定］  EC  

秘伝のつゆでじっくり煮込んだ近江牛が味わえる「近江牛すき焼き弁当」は創業 130 余年の老舗調製元「南洋

軒」の人気駅弁。長く愛される近江牛のすき焼きと日の菜漬けなど郷土料理を盛り合わせ、昔ながらの容器、掛け

紙で楽しめる弁当に仕上げました。 
 
⑤鹿児島県 九州新幹線 出水駅「鹿児島黒牛リブロースステーキと黒豚赤ワインステーキ弁当」 1,800円 

［各日 500食販売予定］  EC  

 鹿児島県産の黒豚や黒毛和牛を使った駅弁が人気の調製元「松栄軒」が手掛ける新作記念弁当が登場。鹿児島県産

の柔らかい肉質でとろけるような食感が特徴の鹿児島黒牛のリブロースステーキと、売上個数ランキングで何度もベ

スト 10 入りした人気駅弁「鹿児島黒豚赤ワインステーキ弁当」(終売)の秘伝の醤油ダレで焼き上げた黒豚赤ワインス

テーキが今大会限定で再び味わえます。 

 

⑥福井県 北陸本線 福井駅「記念駅弁 初代かにめし」2,480円 [各日 200食販売予定]  EC  

「越前かにめし」で知られる福井県を代表する老舗調製元「番匠本店」。昭和 36 年から販売しているロングセラー

駅弁です。販売当時の容器は陶器で、「越前ガニ」の棒肉にグリンピースをちりばめて仕上げていました。同

社の創業 120 周年、鉄道開業 150 年を記念し、「初代かにめし」を復刻します。※容器はプラスチックです 

 

⑦愛知県 関西本線 名古屋駅「150年記念弁当東海味めぐり」 1,580円 ［各日 300食販売予定］  EC  

 1922 年創業の老舗調製元「松浦商店」。今大会のために開発した、東海地方のうまいものが一度に味わえる新作

記念弁当が登場します。(静岡県：シラス、サクラエビ、“わさび漬け”／愛知県：“みそカツ”、“あんかけパス

タ”／岐阜県：“飛騨牛焼肉”、“赤かぶ漬け”／三重県：“とんてき”、“松阪牛の焼肉”) 

 

≪輸送駅弁≫ 

   

 

    

    

➀ ② ③ 

④ ⑤ 
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➀三重県 紀勢本線 松阪駅「元祖特撰牛肉弁当 復刻パッケージ」1,500円  EC  

「新竹商店」の看板商品。1959 年に発売開始し、今年で 63 年目の日本屈指の超ロングセラー駅弁が鉄道開業

150 年記念の復刻パッケージで登場。 

②福井県 北陸本線 敦賀駅「復刻駅弁元祖鯛鮨」1,200円  EC  

若狭湾東の港として栄えてきた敦賀。120 年の歴史を持つ「塩荘」の 3 代目が、当時「特徴ある地場名産品

を生み出したい」との思いで考案した「蓮子鯛」を使用した押し寿司を復刻。 

③島根県 山陰本線 松江駅「特急やくも開業 50周年記念 山陰名物かに寿し」1,500円   EC  

鉄道開業 150 年、特急やくも開通 50 周年を記念して「一文字家」不動の人気商品をリニューアル。カニの

棒肉を贅沢に盛り込んだ「かに寿し」が登場します。レトロ調の水彩画タッチの掛け紙でノスタルジーをそそ

る駅弁に仕上げました。 

④富山県 北陸本線 富山駅「復刻ますのすし(小丸)」1,100円  EC  

明治 45 年から 100 年以上にわたって伝統を継承し、販売する「源」の人気駅弁「ますのすし」。販売当初の 

掛け紙で登場します。 

⑤鹿児島県 九州新幹線 出水駅「鉄道開業 150年記念 九州めぐり旅弁当」 1,580円   EC  

 「松栄軒」が手掛ける、九州 7 県をイメージした食材を盛り合わせた九州の味を堪能できる弁当。福岡県 

“明太子”・“とりめし”、大分県“中津風から揚げ”、長崎県“シュウマイ”、熊本県“辛子高菜”、佐賀県 

“佐賀牛焼肉”、宮崎県“宮崎牛すき焼き”、鹿児島県“黒豚角煮”が一度に味わえます。掛け紙は昭和初期当時

のデザインのものを使用。 
 
 

■「SDGｓ×駅弁！人気駅弁おにぎり特集」 ◆輸送駅弁コーナー 

“駅弁のはじまり”といわれている「おにぎり」。各人気駅弁のメイン具材の端材を使ったおにぎりを展開しま

す。「いろんな駅弁を食べたい！」という方にもお応えできるよう計 6 種類をラインアップ。駅弁製造時に発生す

る端材を使用することで“フードロス削減”にも取り組みます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●山形県 
「駅弁屋のおにぎり 米沢牛牛ごぼう」500円   
●山梨県  
「八ヶ岳高原の鶏めし おにぎり」400円 
●石川県  
「バイ貝めし おにぎり」 280円 
●兵庫県  
「ビフテキのカワムラ✕まねき  
神戸ビーフステーキ弁当 おむすび」400円 
●兵庫県 
「駅弁おにぎり ひっぱりだこ飯」240円   
●茨城県 
「常陸牛極上ステーキとローストビーフ おにぎり」400円 
 

※イメージ 
 
 

＊入荷状況によりラインアップが日ごとに異なる場合がございます 
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〔その他の初登場弁当〕 

＜佐賀県・観光列車“「ふたつ星 4047」運行記念駅弁”＞ 

●佐賀県 佐世保線 武雄温泉駅「ふたつ星一段重駅弁」1,998円 ［各日 500食販売予定］  EC  

今年 9 月、西九州新幹線の開業にあわせてスタートした観光列車「ふ

たつ星 4047」。車内販売(事前予約)しているオリジナル弁当の特別企画

弁当が登場します。手掛けるのは、第 49 回（2014 年）大会の 2 週目に

初登場して以来、毎年人気の調製元・カイロ堂。今大会では、通常はニ

段弁当の「特製ふたつ星弁当」から、有明産の海苔、佐賀牛のステーキ

やメンチカツなど“良いとこどり”のメニューを一段重に詰め合わせま

した。 

 

  

＜“特急列車ヘッドマーク弁当”2種が当社初登場＞ ◆輸送駅弁コーナー 

JR 東日本が懐かしの在来線特急をテーマに企画し、駅弁の中身は沿線の調製元が監修・製造しています。容器

は蓋に特急のヘッドマークをプリントした再利用できるランチボックスで、2017 年 7 月から現在まで計 16 種類を

販売。思わず集めたくなる弁当として好評です。当社初登場の第 15 弾・シリーズ初の二段式容器の「はくつる」、

第 16 弾「やまびこ」に加え第 3 弾「あずさ」、第 6 弾「とき」の計 4 種類を販売します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【青森県】 第 15弾 「はくつる」 2,250円 (監修：斎藤松月堂) 初登場 

【岩手県】 第 16弾 「やまびこ」 2,160円 (監修：斎藤松月堂) 初登場 

【山梨県】 第 3弾 「あずさ」 2,160円 (監修：丸政)  

【新潟県】 第 6弾 「とき」 2,160円 (監修：新潟三新軒)  

 

そのほかにも思わず集めたくなる駅弁大集結！ ◆輸送駅弁コーナー  

       

 

初登場 初登場 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【新潟県】 
「SLばんえつ物語磐越西線めぐり」 

1,550円 

【兵庫県】 
「さかなクンひっぱりだこ飯」 

1,600円 

【兵庫県】 
「兵庫県警版 ひっぱりだこ飯」 

1,480円 

【兵庫県】 
「JR 貨物コンテナ弁当 
明石の鯛めし編」 

1,600円 

【福岡県】 
「新幹線かもめ弁当」 

1,350円 

※JR東日本商品化許諾済 

 
 
 
 
 

 

※第 15弾「はくつる」は寝台特急列車 
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＜第 58回大会記念！特製どんぶり企画＞  

●岩手県 東北本線 一ノ関駅「平泉鮭めし丼ぶり 」1,500円 ［各日 150食販売予定］  初登場   EC  

第 50 回（2015 年）大会から続く恒例の記念丼企画。その年の

干支をモチーフにした丼のデザインと底面に入った駅弁大会ロゴ 

が特徴で、中身も毎年変えて販売しています。今年は茶飯の上に、

銀鮭の切り身と紅鮭のフレークをのせた鮭づくしの丼ぶりを「平

泉うにごはん」などで知られる調製元「斎藤松月堂」が手掛けま

す。  

 

■ネットで駅弁予約も！ 

2020 年、コロナ禍を機にスタートした駅弁大会のインターネット販売。今年も、京王ネットショッピング「駅弁

大会専用サイト」で駅弁（約 60 種）の事前予約受注のほか、冷凍駅弁（約 10 種）、うまいものを販売します。 

＜「第 58回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」 インターネット販売概要＞ 

URL：https://shop.keionet.com/ 

会期：12月 25日（日）10時～1月 20日（金） 

（1）事前ご予約駅弁（会期計 約 60種） 

2日前までに予約・決済をした駅弁をご指定の日時に 2階「駅弁事前ご予約お渡し場」にてお渡し。 

＊ご予約はお一人様各回 1種類あたり 5折まで（合計最大 30折まで） 

（2）配送（冷凍駅弁） 

別途送料がかかります 

 

＜コロナ禍における駅弁大会の運営について＞ 

① 7 階大催場の入場制限：会場に入退場口を設置し、会場内の人数をカウント。混雑時には入場制限・入場整理券を配布しま

す。 

② WEB での駅弁の予約販売：京王ネットショッピング内「駅弁大会専用サイト」にて、約 60 種の駅弁の事前予約・決済を実施。

商品の受渡しは専用会場にて時間を分散して行います。（各日 4 回＜15日(日)、最終日は 2回＞） 

③ WEB 販売の強化：会場に行かずとも「駅弁大会」気分を楽しんでいただけるよう、「冷凍駅弁＊」約 10 種を販売。 

そのほか、うまいものをインターネット販売します。＊駅での冷凍仕様の販売はありません 

※各日予定数終了後は折箱(1,080円)にて販売します 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 千脇、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

  

2022 年 12 月 15 日 

株式会社 京王百貨店 

まだ間に合う！「直前でも買えるおせち」 

◆新宿店 MB階食品フロア・7階おせち販売コーナー 

◆京王ネットショッピング shop.keionet.com  

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、12 月 25 日(日)から、直前でも買

えるおせちの予約承りを開始します。 

9 月に予約受付をスタートした事前予約専用のおせち（予約受付は 12 月 22

日まで）は、11 月末現在、受注額が前年対比約 4％増と好調に推移。中でも昨

年から展開を始め、今期は型数を増やして対応した京王百貨店オリジナル冷凍

おせちが好調です。冷蔵品と比べて約 1 カ月と消費期限(解凍前)が長い冷凍お

せち。正月の予定がなかなか定まらない中でも楽しめる日持ちするおせちを購

入したいという需要を受けて伸長しています。 

“予約はしなかったが、やっぱりおせちが食べたい”という駆け込みのニーズ

に対応し、例年大晦日に販売する「直前でも買えるおせち」。2～3 人前のおせち

を中心に、6 千円台から 2 万円台の価格帯で約 15 種類そろえます。日本料理店

の名店が手掛けるおせちや惣菜・デリカ売場の各ショップオリジナルおせちが

登場します。 

 
冷凍おせちで予約数量 第 1 位※ 

京王百貨店オリジナルおせち「 煌
きらめき

」 

（3～4 人前）16,200 円  
※11 月末現在 

 

◆概要◆ 

【予約承り】 

・店頭：惣菜・デリカ売場／12月 25日(日)～30日(金)  

・電話：03-5321-5800、0570-022-810(ナビダイヤル)／12月 25日(日)～27日(火)、10時～18時 

・インターネット受付：shop.keionet.com／12月 25日(日)10時～30日(金)10時 

【商品お渡し：12月 31日(土)】 

・7階 おせちお渡しコーナー(10時～16時) または MB階 惣菜・デリカ売場各ショップ(9時～18時) 

【当日販売：12月 31日(土)】 

・7階 おせち販売コーナーまたは MB階 惣菜・デリカ売場各ショップ／9時～18時 

■日本料理の名店が手掛けるおせち                     ※限定数は予約分と当日販売分の合計 

●たん熊北店 

「年越祝膳」 (2人前) 11,340 円  

※限定 90点、お渡し・販売は 7階 

  

●日本料理 なだ万 ※ 

「正月料理 楽正月」 (2人前) 14,040 円  

※限定 100点、お渡しは 7 階、販売は MB階と７階 

   

https://shop.keionet.com/
https://shop.keionet.com/
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■惣菜・デリカ売場のショップオリジナルおせち  

●和食屋の惣菜 えん  

「和食屋えんのおせち二段重」 (4人前) 23,001 円  

※限定 80点、お渡し・販売は MB階ショップ 

 

●柿安ダイニング  

「迎春おせち」(2～3人前)12,001 円 

※限定 80点、お渡し・販売は MB階ショップ 

 
 

●四五六
し ご ろ く

菜館
さいかん

厨房
ちゅうぼう

  

「中華おせち華」 （2～3 人前） 10,800 円  

※限定 30点、お渡しは 7階、販売は MB階ショップ 

 

 

●京・料亭 わらびの里  

「和洋料亭おせち二段重」 (3 人前） 17,280 円  

※限定 50点、お渡し・販売は 7階 

 

 

●京料理 美濃吉  

「和風おせち三段」 (1～2人前) 16,200 円  

※限定 60点、お渡し・販売は MB階ショップ、電話での

予約不可
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 2022 年 12 月 16 日 

株式会社 京王百貨店 
 

大切な人との思い出づくりになる「体験型福袋」が充実 

2023年 新春福袋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）は、2023 年の初売りを 1 月 2 日(月・振休)にス

タートし、同日より店頭にて福袋の販売を行います。コロナ禍でラインアップを拡大したインターネット販売は、

11 月中旬より順次販売を開始しているほか、毎年人気の企画福袋（応募抽選式）は、「記憶に残る、特別な思い

出づくり」をテーマに豪華体験ツアーや旅行をそろえ、12 月 26 日(月)から店頭・WEB にて抽選受付を開始しま

す。 

 

＜応募抽選式福袋のポイント＞ 

◇家族・友人との集いに：福袋購入者のためだけの打上花火鑑賞付き貸し切りリムジンツアー 

◇憧れのヒーロー体験が叶う：爆破シーンを背景に、ご当地戦隊ヒーローと記念写真撮影 

◇プレミアスイートに泊まるお得旅：５つの特典付き！プレミアム宿泊プラン 

＜売場福袋のポイント＞ 

◇約 250種の福袋を 1月 2日から店頭販売 ※一部、インターネットでの先行販売も実施 

◇“商品＋コト体験付き福袋”や“選べる福袋”など消費傾向に対応する福袋が多数登場 

 
 
 
 

■応募抽選式福袋 概要 

・応募期間：2022年 12月 26日（月）～2023年 1月 6日（金） 

・応募場所：①店頭：新宿店 1階正面入口特設会場、聖蹟桜ヶ丘店 2階センターコート   

        ②インターネット：京王百貨店 公式ホームページ 

※応募者多数の場合は抽選 ※ご応募は 1企画につきお一人様 1回限り 

 

 

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

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（竹田、千脇、成田、島田） 
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＜応募抽選式福袋①＞ 

 

メインイベントは“あなたのためだけの打ち上げ花火” 

夜景三昧・貸し切りリムジンツアー福袋 

 
 

 

   

  

「お祝いごとや記念日には特別感を演出したい」という方向けに、対象期間内でお好きな日程が選べるプライ

ベートリムジンツアーを企画しました。本福袋を購入された方のためだけに打ち上げられる花火※鑑賞後、ホテ

ルの高層階でのディナーやリムジンでのナイトドライブを楽しめる特別プランです。6 名様まで参加可能なため、

久しぶりに親子三世代や身近な方と集まって、記念日などの特別な思い出づくりにおすすめです。 

※ご希望のメッセージを仕掛け花火にすることができます（5 文字まで、漢字不可） 

 

 

【実施予定日】 2023年 3月 1日（水）～4月 30（日）の期間内で、ご希望の日程（一日）で実施可能 

＊この商品の取扱・申込は京王観光株式会社となります 
 

【販売価格】 350,000円(税込) 

【販売数】 限定１組（６名様まで） 

 

【内容】①リムジンとともに記念撮影＆東京タワー展望台見学 

     ②本福袋購入者の方のためだけに打ち上げられる花火を鑑賞・記念撮影 

     ③京王プラザホテルでのディナー 

      （対象期間内、日・月曜日での実施をご希望の場合、ディナー会場は別ホテルへ変更となりますのでご了承ください） 

     ④リムジン内でシャンパンを楽しみながらナイトドライブ 

 

 

 

 

※画像はイメージ 
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＜応募抽選式福袋②＞ 

 

大人も子どももヒーロー気分を味わえる 

戦隊ヒーローと「一緒に遊んで、フィナーレは爆破体験！の１日」福袋 

 

             
 

戦隊ヒーロー「創造戦士トチエイター」と一緒に、栃木県内観光後、爆破体験とヒーローショーを楽しむこと

ができる福袋です。ドラマや映画でお馴染みの本格的な爆破シーンを背景にした記念写真を思い出に残すことが

できます。 

 
 

【実施予定日】 2023年 3月 4日（土） 

【販売予定価格】 70,000円(税込) 

【販売予定数】 限定 10組（1組 4名様まで） 

【内容】 ①佐野厄除大師見学 

②栃木県内でのランチ・いちご狩り 

③栃木県内にて爆破体験＆記念撮影 

     ④同、ヒーローショー鑑賞 
 

       ※都内より貸し切りバスにて移動します  

※この商品の取扱・申込は京王観光株式会社となります 

 

 「創造戦士トチエイター」とは  
 

栃木の「トチ」と「クリエイター」からとって命名され、栃木県内を中心に活動する地域の子どもたちに人気の 3 人組ヒーロー。 

クリエイターとして、栃木県の魅力やものづくりの楽しさを発信しています。 

 

※画像はイメージ 
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＜応募抽選式福袋③＞ 

 

令和 5年のはじまりを記念した 5つの「福」特典付きプラン 

＜高山グリーンホテル＞プレミアムご宿泊券福袋 

 

 

    
 

 

令和 5 年に開業 50 周年を迎える飛騨高山の高山グリーンホテルより、5 つの特典がついた宿泊プランを特別

価格で楽しめる福袋です。 

 
 
 
【実施予定日】 2023年 3月 1日（水）～6月 30日（金）の期間内で、ご希望の日程（一泊）でご宿泊可能。 

※除外日：2023年 4月 14日(金)、4月 29日(土)～5月 6日(土) 

【販売予定価格】 50,000円(税込)  

【販売予定数】 限定 5組（1組 2名様） 

 

【内容】高山グリーンホテル 桜凛閣プレミアスイート和洋室 1泊 2日 2食付きペア宿泊券 

    ＜5つの「福」特典付き＞ 

① 最上級の部屋タイプ・人気の桜凛閣プレミアスイート和洋室ペアご宿泊を確約 

② 飛騨の味覚を堪能できる「緑亭ごちそうプラン」を和食処個室で楽しむご夕食 

＊朝食は、ビュッフェまたは和食からお選びいただけます 

③ 町内散策に便利でお得な「たばるチケット（ホテルオリジナルクーポン）」をお一人様 1冊プレゼント 

④ 地元酒造のリキュール「ゆず兵衛」プレゼント（1組様につき 1本） 

⑤ 「ラウンジ木乃香」で庭園を眺めながら楽しむウェルカムドリンクサービス 
  

     

    

 

 

 

 

そのほか、新宿店 8 階レストラン街「Keio ダイニング」のレストラン［お好みダイニング 八寸八卓］

の「10 種のケーキプレート食べ放題福袋」を含む、計 4 企画の応募抽選式福袋を用意します。 

 

※画像はイメージ 
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１月２日（月・振休）から販売の売場福袋 

◆新宿店 各階 
 
 

1 月 2 日(月・振休)より、約 250 種の福袋を販売します。コト消費・トキ消費に対応する体験型福袋や「本当

に欲しいものをお得に買いたい」という堅実消費需要に応える“選べる”福袋などが充実します。 

 

■コト消費に対応する体験型福袋 
 
●保坂さほキモノ撮影会 38,500円 

（各日限定 12組/計 24組） ／7階 こども服売場 

 レトロテイストの着物に、オリジナルコーディネートを何パターンも変えな

がら、さまざまな世界観でお子様の写真撮影ができる福袋です。 

・実施日 2023年 2月 4日（土）・5日（日） 9～19時  

※2023年 1月 2日(月・振休)10時から EC にて販売・ご予約を承ります（先着順） 

・撮影場所 保坂さほ氏スタジオ 

※ご兄弟で撮影の場合は、お一人様につき 11,000円追加料金が必要となります  
 

●Gooｄ Anniversary写真撮影福袋 55,000円（限定 3組） 

／8階写真室/貸衣裳・ヘアメイクサロン  

 着物を着てスタジオ撮影ができる福袋。結婚記念日や賀寿、誕生日などの記

念日に、ご夫婦・親子・ご友人との思い出を残すことができます。2 名分の和

装レンタル・着付け、写真撮影※がセットになっています。 

※約一カ月後、ダウンロードデータでのお渡し 

・実施日 2023年 2月 1日（水）～28日（火） （平日のみ）  

・撮影場所 新宿店 8階 写真室 

 

●フットバランス「フットケア付福袋」 22,000円（限定 5点） 

／4階「フットバランス」 

 10 月にオープンしたドイツ式フットケアサロンから、“新しい年を軽快に歩

めるように”と思いを込め、施術メニューチケットとおすすめのフットケア商

品をセットにした福袋が登場します。 

  
 
■食からスーツまで！“選べる”福袋 

選べるグルメカタログ付きやイージーオーダーなど、“自分好みをチョイス”して楽しむ福袋がそろいます。 
 
●「もらって選べるギフト」＋「6種類の商品」の 7点セット福袋 3,000円 

 （限定 400点） ／B1階 食品入口特設会場 

 約 40 種からお好きな商品を選べるグルメギフトカタログを含む、計 7

品が入ったお得な福袋です。 

 

※画像はすべてイメージ 

※価格はすべて税込表示 

 

※画像はすべてイメージ 
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●イージーメイドスーツ（インポート服地使用）福袋 66,000円  

（限定 35点〈うち、春夏服地 15点・秋冬服地 20点〉） 

／5階 メンズビジネス売場「ミユキドレッシード」  

 在宅ワークからオフィス回帰の動きが進み、需要が高まっているスーツ。イ

ンポート服地から生地を選んでイージーメイドスーツを仕立てることができ

る福袋です。 

＊ご注文から約 45日後のお渡しとなります。 

 

 
   

このほかにも、対象のバレエシューズ 1 足を選ぶとランダムに 2 足がついてくる「カルテットハーモニー福

袋」（11,000 円／各サイズ 1 点ずつ、1 階婦人靴売場 ※EC 先行販売有）、カシミヤセーター各種から 2 点を自

由に組み合わせられる「選べるカシミヤ福袋」（22,000 円／4 階パーツセレクション売場）などを各階にて販売

します。 

 

 

■人気のグルメ福袋も勢ぞろい 
 
●金賞受賞の赤・白・スパークリング 6本セット福袋 7,700円（限定 50点）  

／MB階 酒・進物売場 

世界の主要なワインコンクールで金賞受賞歴のある赤ワイン・白ワイン・

スパークリングワイン（各 750ml）を 2 本ずつセットにしました。 

 

 

●ての字「国産うなぎ蒲焼福袋」 5,000円（限定 50点）  

／MB階 惣菜・デリカ売場「ての字」 

1827 年創業の老舗うなぎ料理店「ての字」が厳選した国産ウナギの蒲焼

(70g)3 枚と吸い物が入った福袋です。 

 

  

●文明堂東京「福袋」 1,080円（限定 100点） 

／MB階 菓子売場「文明堂東京」 

「文明堂東京」の看板商品「文明堂のカステラ」をはじめ、どら焼き、バ

ウムクーヘンなど和洋菓子 6 種の詰合せです。 

  

 

毎年人気の食品福袋は、混雑分散化のため「イシヤ G」「ユーハイム」「資生堂パーラー」「モンロワール」お

茶専門店「ルピシア」などの食品ブランド福袋を 7 階大催場にて販売します（1 月 2 日のみ）。 

 



 

報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 千脇、竹田、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

  

2022 年 12 月 16 日 

株式会社 京王百貨店 

予約なしで買えるクリスマススイーツ＆パーティーグルメ 

◆新宿店 7階大催場クリスマスケーキ特設会場・MB階 菓子売場、惣菜・デリカ売場 

◆京王ネットショッピング shop.keionet.com/ 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、12 月 23 日(金)～25 日(日)の期間、

7 階大催場クリスマスケーキ特設会場にて、予約なしで購入できるクリスマスケーキを販売します。また、12 月

22 日(木)～25 日(日)の期間、B1・MB 階の食品フロアにて、クリスマスグルメフェアを展開。惣菜・デリカ売

場では、定番のローストチキンをはじめとするクリスマス惣菜をそろえます。※ 

10 月 1 日(土)から開始したクリスマスケーキの予約承りは、11月末現在、予約個数が前年比約 10％増と好調

に推移しています。今年のクリスマスイブとクリスマス当日が週末ということもあり、おうちで少人数でのパー

ティーをする方や大切な人とゆっくりクリスマスの食卓を囲む方が多いと予想されます。予約なしで直前でも購

入できるクリスマススイーツ＆パーティーグルメは、クリスマスパーティーの持ち寄りとしても便利。おうちク

リスマスを盛り上げる華やかな商品に注目です。 

※惣菜・デリカ売場のクリスマス惣菜は京王ネットショッピング shop.keionet.com にて 12 月 20 日(火)まで一部

商品の予約を承ります。 

■雪だるまやキャンドルのような見た目が可愛い！「クリスマススイーツ」 

◆7階大催場クリスマスケーキ特設会場、MB階 菓子売場 

●モロゾフ 

「クリスマスキャンドルライト」  

（1個）486円 

※販売期間：12月 23日（金）～25

日（日）、各日限定数あり 

 

 

●モロゾフ 

「クリスマスストロベリーショートケーキ」 

（直径約 12.5ｃｍ）2,808円 

※販売期間：12月 23日(金)～25

日(日)、各日限定数あり 

 

 

●鎌倉ニュージャーマン 

バニラノエル（写真左）/ショコラノエル

（写真右）（1個）各 486円 

※販売期間：12月 23日（金）～25

日（日）、なくなり次第終了 

 

  

https://shop.keionet.com/
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●新宿高野 NEW 

「マスクメロン Noel」 

（直径約 13.5cm）7,020円 

※販売期間：12月 23日（金）～25

日（日） 

 

 

 

●新宿高野 NEW 

「マネージュ 4号」 

（直径約 12cm）3,780円 

※販売期間：12月 23日（金）～25

日（日） 

 

 

 

●アンテノール 

「ホワイト・スノーマン」 （1個）681円 

※販売期間：12月 15日（木）～25

日（日）、なくなり次第終了 

※12月 15日（木）～22日（木）は 

MB階・菓子売場で販売  

 

 

 

 

 

■シェアして楽しいオードブルや定番のローストチキンがそろう「クリスマスパーティーグルメ」  

◆MB階 惣菜・デリカ売場 

●RF１ 

「Xmas ピンチョスセット」 

（1パック）2,990円 

※販売期間：12月 23日(金)～25

日（日）、各日 20点販売予定 

 

 

●RF１ 

「桜島どりのもも肉ロースト」 

（1個）1,296円  

※販売期間：12月 24日（土）・

25日(日)、各日 50点販売予定 

 

 

●サラダカフェ NEW 

「シェアして楽しむ 5種のサラダオード

ブル」（1折）1,980円 

※販売期間：12月 23日(金)～25日

(日)、各日限定数あり 

 

 
●柿安ダイニング 

「柿安がおすすめするローストビーフ

オードブル」  

（1台/3人前） 3,981円 

※販売期間：12月 23日(金)～25

日（日）、各日限定数あり 

     

●美濃吉 

「クリスマスオードブル」 

（1折）3,780円 

※販売期間：12月 24日（土）・

25日（日）、各日限定数あり 

 

 

●麻布あさひ 

「国産鶏ローストチキンもも焼き」 

（1本）999円 

※販売期間：12月 22日（木）～25

日（日） 

 

 

 



〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2023 注⽬の新ブランドや
新作情報

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2023

■伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

■⼀般会期︓

＜PART1＞2023年1⽉19⽇(⽊)〜25⽇(⽔) ※最終⽇は午後6時終了

＜PART2＞2023年1⽉29⽇(⽇)〜2⽉5⽇(⽇) ※最終⽇は午後6時終了

サロン・デュ・ショコラ2023 情報ページ

https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html

※順次情報を更新︕

 

伊勢丹新宿店では、2023年に『〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ』を本館６階 催物場に

て開催いたします。

21回⽬となる今回のテーマは、「LOVEこそPEACEだ︕」。2023年も、PART1とPART2の2部構成での開催とな

ります。

〈PART１〉TASTE OF CACAO 〜広がる、楽しむ、カカオの世界〜

⼀般会期︓2023年1⽉19⽇(⽊)〜25⽇(⽔) ※最終⽇午後6時終了

2022年12⽉14⽇ 11時30分 0

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

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

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon-du-chocolat_f.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%EF%BD%9E%E3%83%91%E3%83%AA%E7%99%BA%E3%80%81%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E7%A5%AD%E5%85%B8%EF%BD%9E%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%A9%202023%E3%80%80%E6%B3%A8%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%84%E6%96%B0%E4%BD%9C%E6%83%85%E5%A0%B1&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html&via=PRTIMES_JP
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1495958567142613&display=popup&href=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002393.000008372.html
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=8372&release_id=2393
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/technology/
https://prtimes.jp/mobile/
https://prtimes.jp/app/
https://prtimes.jp/entertainment/
https://prtimes.jp/beauty/
https://prtimes.jp/fashion/
https://prtimes.jp/lifestyle/
https://prtimes.jp/business/
https://prtimes.jp/gourmet/


■〜カカオ産地の個性が感じられるカカオ原産国発のビーン トゥ バー〜

〈Mission Chocolate/ミッション チョコレート（ブラジル）〉※初登場

2013年に創業したブラジル発のブランド。「他には存在しないチョコレートを作ること」にフォーカスを当て、

カカオ農家との直接取引などサステナビリティにも積極的に取り組んでいます。過去５年間に世界的なチョコレー

トの品評会で50以上の賞を受賞。

               トゥーリバース タブレット（1枚） 1,788円

■〜世界に広がり、個性豊かになるビーン トゥ バー〜

〈FOSSA CHOCOLATE/フォッサ チョコレート（シンガポール）〉

ジェイ、チャリス、イリナの3⼈で⽴ち上げたビーン トゥ バーブランド。初めて⾷べて感銘を受けたカカオの国

＝マダガスカルに⽣息する動物の名前をブランド名に。シンガポールのティーブランドとコラボしたお茶シリーズ

など独⾃の世界観をもつ多彩なチョコレートを⽣み出しています。

               サテソース（１枚）2,160円

■広がるカカオの世界〜カカオの個性を様々な形で広げるつくり⼿たち〜

〈LE CHOCOLAT DE H / ル ショコラ ドゥ アッシュ(⽇本)〉

世界中のカカオの⾹りや味わいを⽇本の素材、⽂化と融合させ⼀粒のショコラに込め世界に発信するショコラトリ

ー。2022年にペルーでカカオの⾃社農園を取得し、ファーム トゥ バーのチョコレート作りを本格化。サロン・デ

ュ・ショコラ限定のプチガトーが登場予定です。



                プチガト―アソート（３個⼊）2,401円

〈PART２〉THE ARTISANS 〜最⾼峰ショコラティエの技〜

 ⼀般会期︓2023年1⽉29⽇(⽇)〜2⽉5⽇(⽇) ※最終⽇午後6時終了

■サロン・デュ・ショコラ限定セレクションボックス

ひと粒のショコラにショコラティエたちのテーマに基づく熱い「想い」が込められたサロン・デュ・ショコラ限定

の贅沢なアソートボックス。今年は4種類ご⽤意しました。三越伊勢丹オンラインストアと会場〈PART2〉で販売

します。※ワールド チョコレートマスターズBOXは、会場〈PART2〉のみの販売となります。

 

「Ensemble アンサンブル 〜ともに〜」

いまの時代だからこそ、未来に向けて

共に進んでいきたいヒトへの想い。

（16個⼊:16ブランドから各1個） 9,072円 

 

  

 

「Ma ville マ ヴィル 〜地と⽣きる〜」

⼤切にする故郷、地域のエッセンスを感じられる1粒を。

（12個⼊: 12ブランドから各1個） 6,912円

 

 

 「Message  メサージュ 〜想い〜」

１粒のショコラに託される⾔葉。

今だからこそ伝えたい、作り⼿の想い。

（9個⼊:9ブランドから各1個） 5,616円

 



 ワールドチョコレートマスターズBOX2023

2022年10⽉末のパリのサロン・デュ・ショコラで開催され

たチョコレートのコンペティション、ワールドチョコレート

マスターズ。ワールドチョコレートマスターズで存在感を放

つ、歴代⽇本代表シェフ8名による特別なセレクションボッ

クスです。

（8個⼊:8ブランドから各1個） 4,752円

■注⽬の新ブランド︕

〈PATRICK AGNELLET/パトリック・アニヨレ（フランス）〉

チーズ農家に⽣まれ15歳から料理、パティスリーに興味を持つ。フランス南東部のアルプスの街アヌシーに2004

年にお店をオープン。アルバン・ギルメ⽒に師事していた息⼦のルイ⽒含め、家族で⼭や湖、アルプスの⼤⾃然を

背景に美味しいチョコレートやお菓⼦を作っています。⾃ら⼭にはいって摘んできたハーブや花を使⽤したショコ

ラや、アヌシーの歴史をテーマにしたコフレなど地域性が魅⼒です。

(左）ショコラ アソート コレクション モンターニュ（9個⼊） 4,860円、（右）アソート ルフレ ダヌシー（9個

⼊）5,940円

〈AGNÈS & PIERRE/アニエス エ ピエール（フランス）〉

2013年に南フランスのロデーズで店をオープン(夫婦共にショコラティエ)。2018年にC.C.Cのチョコレートアワ

ードを受賞し、2019年からフランスのトップのショコラティエを紹介するC.C.Cガイドブックに掲載されました。

2021年から著名な世界的シェフ、ミシェル・ブラス⽒のためにチョコレートを制作。使⽤する素材の多様性や、

アイディアに幅があるショコラ専⾨店です。

（左）ショコラアソート（9個⼊） 3,672円、（右）コフレ195°（8個＋1枚⼊） 3,888円

〈ALLÉNO & RIVOIRE/アレノ＆リヴォワ（フランス）〉

2022年12⽉にパリ7区にオープンしたショコラトリー。3ツ星スターシェフ、ヤニック・アレノ⽒と、彼のレスト

ランのシェフパティシェ、オレリアン・リヴォワール⽒がタッグを組んでカカオの世界に新⾵を巻き起こしたと話



題。チョコレート職⼈ではない⼆⼈が、これまでに味わったことのないチョコレートと新しい喜びをクリエイトし

ている。

（左）コフレ トレフル（6個⼊） 3,996円 、（右）コフレ ドゥ スティック（6個⼊） 3,888円

■ トップシェフの新作

〈Le Bristol Paris/ル ブリストル パリ（フランス）〉

1925年に創業したパリ8区の5ツ星ホテル。グルマンが集うレストラン「エピキュール」は3ツ星を獲得していま

す。ホテル内のショコラ⼯房で⽣み出されるジャケティ⽒のクリエーションは、ホテルならではの多様なエッセン

スとジャケティ⽒の個性が融合しています。

ショコラアソート エピキュール（4個⼊） 3,240円

3ツ星レストラン「エピキュール」のシェフパティシエの⽥中シェ

フとのコラボレーションから⽣まれたアソート。⽥中シェフの繊

細なデセールの中から４種を選び、⼆⼈で意⾒交換を重ねて最終

的に仕上がったスペシャルコラボレーションボックス。

〈PAUL OCCHIPINTI/ポール・オキパンティ（フランス）〉

2019年に20代の若さでMOF取得。南仏のリゾートホテル、オテル・デュ・キャップ エデン=ロックを経て独⽴。

EUのBIO認証を受けた素材や⾃らが惚れ込んだ顔の分かる⽣産者の素材にこだわり、南仏のアトリエでタブレット

チョコレートを⽣産しています。

タブレット プラリネ フランセ アマンド ドゥ プロヴァンス エ ノワゼ

ット デュ ガール 70%（1枚）3,456円

フランス産のヘーゼルナッツとアーモンドを使⽤したプラリネを70％

ダークチョコレートの中に閉じ込めました。



〈Philippe BEL/フィリップ・ベル（フランス）〉

2004年にMOF取得。カカオ⾖の焙煎からチョコレート作りを⾏い、研究熱⼼なシェフとしても知られています。

真⾯⽬でチャーミングな⼈柄にファンも多く、ロングセラー商品も多いショコラティエです。

 

ブッシェ プラリネ（2個⼊）3,672円

⾃家製のシトロンコンフィとカカオニブのヌガティーヌをプラリネの中にイン。ドーム部

分はルビーグレープフルーツ&バラの⾵味。男⼥をイメージしたデザインだとか。

■⽇本ではサロショでしか⾷べられないトップシェフのスイーツ

〈TOURBILLON BY YANN BRYS/トゥルビヨン  バイ ヤン ブリス（フランス）〉

2011年にMOFを取得。パリのダロワイヨや有名ホテルを経て、2018年5⽉、パリ郊外にブティックをオープン。

トゥルビヨンとは「渦巻き」のことで、今や誰もが知る製菓技法。ブリス⽒がMOFの試験など節⽬の度に渦巻きデ

ザインを⽤いたことから名づけられています。2022年にサン＝ルイ島に2号店をオープンしました。

ケーク アプリコ（１個） 4,428円

アプリコット⾵味のアーモンドケークの上に蜂蜜を少し加えたアーモンド

プラリネをオン。

〈Quentin BAILLY/カンタン・バイィ（フランス）〉

フランス北部のリール出⾝。パリでMOFパン職⼈の店や3つ星ホテルで修業。2013年にクープ・デュ・モンドで優

勝を飾り、2017年に満を持してお店をオープン。同年にサロン・デュ・ショコラ パリで新⼈賞、C.C.Cで⾦賞の

快挙。いつも明るくほがらか。地元愛と遊び⼼にあふれたシェフです。

ケーク フランボワーズ （１個） 3,780円

アーモンドのケーキにフランボワーズのシロップ、ヨーグルトのガナッシュ、チョコ

のグラサージュ。

 

INFORMATION



メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

■会場開催にさきがけてオンラインストアで販売開始︕

2023年1⽉6⽇(⾦)午前10時よりオンラインストアでの販売をスタートいたします。

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

※オンラインストアの販売⽅法等に変更がございます。 

詳しくはサロン・デュ・ショコラ 2023情報ページをご覧ください。

■会場へのご⼊場について

サロン・デュ・ショコラ2023開催期間中、混雑が予想される⼀部の⽇時・時間帯については、新型コロナウイル

ス感染拡⼤防⽌、会場混雑緩和の観点から、⼊場整理券(無料)をお持ちのお客さまのご⼊場とさせていただきま

す。

 

※⼊場整理券(無料)が必要としない⽇時においても、会場混雑の状況に応じて⼊場制限をする場合がございます。

詳細は「三越伊勢丹オンラインストア」サロン・デュ・ショコラ2023 情報ページをご覧ください。

12⽉21⽇(⽔)午前10時公開予定。

 

 

その他の開催店舗の開催情報（すべて⼀般会期）

・丸井今井札幌本店          ︓2023年1⽉27⽇（⾦）〜2⽉14⽇（⽕）

・仙台三越          ︓2023年1⽉28⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽕）

・ジェイアール京都伊勢丹   ︓2023年1⽉18⽇（⽔）〜2⽉14⽇（⽕）

・広島三越          ︓2023年1⽉28⽇（⼟）〜2⽉14⽇（⽕）

・岩⽥屋本店                     ︓2023年1⽉25⽇（⽔）〜1⽉31⽇（⽕）

※会場の営業時間や取り扱いブランドは店舗により異なります。ご来場前に各店舗HPをご覧ください。

※価格は税込価格です。

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中⽌させていただく場合がございます。

※内容、素材、製造場所、原材料産地、パッケージデザインが変更となる場合がございます。予めご了承くださ

い。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  〜パリ発、チョコレートの祭典〜サロン・デュ・ショコラ 2023 注⽬の新ブラ

ンドや新作情報

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2393&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002393.000008372.html
https://www.mistore.jp/shopping/feature/foods_f3/salon_du_chocolat_f
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372


伊勢丹新宿店で3回⽬の開催︕過去最⼤規模の約60ブランドが⼀堂に会す「ととのう
2023 伊勢丹サウナ館」で新年の事始め

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

【店頭会期】2023年1⽉2⽇（⽉・振替休⽇）〜1⽉4⽇（⽔）【最終⽇午後6時終了】

【会場】伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

【特設サイト】

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/tokyocloset/shopnews_list/shopnews026.htm

l

伊勢丹新宿店では、1⽉2⽇（⽉・振替休⽇）〜1⽉4⽇（⽔）の3⽇間 本館6階 催物場にて「ととのう2023 伊

勢丹サウナ館」を開催いたします。伊勢丹新宿店では第3弾となる今回は、過去最⼤規模となる初登場ブランド約4

0ブランドを含む、サウナに関連した約60ブランドが⼀堂に介し、ファッションから雑貨・コスメなど幅広いアイ

テムをご紹介。前回好評を博した「伊勢丹サウナ館」イベントオリジナルアイテムをはじめ、サウナに関連したさ

まざまなコラボレーションアイテムも登場。サウナ⽞⼈の⽅だけでなく、これからサウナを始めようと思っている

⽅にもお楽しみいただけるイベントとなります。さらに「憧れの夢を叶える」ことをテーマとした夢企画として、

株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベルと企画した「会員制グランピング・サウナ施設”東京クラシックキャンプ”の

2022年12⽉9⽇ 13時30分 6

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES

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

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
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特別宿泊プラン」もご紹介。株式会社三越伊勢丹では、三越伊勢丹サウナ部があり、イベントを開催するほか、三

越伊勢丹サウナ部ファンクラブも設⽴。お客さまへの定期的なサウナ情報の発信などを⾏い、コミュニティの輪を

広げています。

新年は何かを始める⽅も多いのでは、そんな⽅には是⾮サウナで気分もすっきりと2023年の事始めにととのいま

しょう。

 

 

１．伊勢丹新宿店でしか出会えない︕架空の“伊勢丹サウナ館”のオリジナルアイテムがバリエーション豊

富に登場

＜伊勢丹サウナ館 × Pure west＞

コラボロングTシャツ 7,370円

三越伊勢丹限定

(カラー︓⽩・⿊・グレー/サイズ︓XS・S・M・L・X

L・XXL)

刺繍カラーがポップで、サイズ豊富なユニセックス対

応。それぞれ胸には伊勢丹サウナ館の刺繍⼊り。

 

＜伊勢丹サウナ館 × Pure west＞

コラボスウェットトップス 9,790円

三越伊勢丹限定

(カラー︓エクリュ・グレー・ネイビー・⿊/サイズ︓X

S・S・M・L・XL・XXL)

スウェットは2回⽬のコラボアイテム。エクリュの優し

いカラーは⼥性にもおすすめ。こちらも伊勢丹サウナ館

刺繍⼊りで、セットアップ可能なパンツも登場。

 



＜伊勢丹サウナ館 × MOKU＞

コラボタオル 1,540円

三越伊勢丹限定

(カラー︓サウナピンク・熱波オレンジ・⽔⾵呂ブル

ー・外気浴グリーン/サイズ︓Mサイズ 幅33cm×⻑さ1

00cm）

お正⽉ギフトにもぴったりな熨⽃デザインで。

 

＜伊勢丹サウナ館 × CA4LA＞

コラボリバーシブルサウナハット 8,580円  

三越伊勢丹限定

(カラー︓⽩×カーキ・⽩×ピンク・グレー×サックス

ブルー/サイズ︓フリーサイズ)

CA4LAとのコラボ第⼆弾。コラボ。ユニセックスで使

えるカラーリング。

 

 

＜伊勢丹サウナ館＞

クリアポーチ 3,300円

三越伊勢丹限定

(サイズ︓横21cm×⾼さ13cm×マチ8cm)

お⾵呂やサウナに持ち運び便利な伊勢丹サウナ館オリ

ジナルポーチ。

 

 

＜伊勢丹サウナ館＞

伊勢丹サウナ館キーホルダー

クリア770円

オーロラ880円

サウナ⽤語キーホルダー各種770円

三越伊勢丹限定



架空の伊勢丹サウナ館のキーホルダーが可愛いカラーで登

場︕

 

２．本イベントだからこそ実現できるブランドスペシャルアイテムや体験コンテンツも勢ぞろい

＜KAE ACRYLIC＞

アクリルART 「ととのい達磨」 71,500円

伊勢丹新宿店先⾏販売

(サイズ︓縦35cm/横30cm)

アクリルアーティストKAEによる1点物のアート。お正⽉らしさも感じら

れるサウナ―におすすめのアイテム。

 

＜⽥辺温熱保養所 × 三越伊勢丹サウナ部＞

キャップ  4,950円 

三越伊勢丹限定

(カラー︓ブラック︓ブルー×グリーン刺繍/グレー×ホワイト刺繍/

サイズ︓フリーサイズ)

岐⾩県にある⽥辺温熱保養所とのコラボ企画。

ISETAN×TANABE＜ISETANABE＞、ローマ字表記で共通する“ TA

N ”の⽂字をつなげお互いの名称を統合させることで“ 想いは⼀つ

”を表現しています。

 

＜KAE ACRYLIC＞

アクリルカスタムワークショップ 1,650円〜

伊勢丹新宿店限定

お好みのパーツを選んでいただき、その場でキーホルダー・ピアス・イヤリング・ヘアゴムを製作します。



【開催⽇】1⽉3⽇（⽕）・4⽇（⽔）

最終⽇午後5時にて終了。

 

＜Marco TOKYO sento＞

ゆゴムカスタマイズ 880

円〜

伊勢丹新宿店限定

ゴムとパーツ5種から選ん

でいただだき、オリジナル

のゴムをカスタマイズでき

ます。

【開催⽇】1⽉3⽇（⽕）・

4⽇（⽔）

最終⽇午後5時にて終了。

 

3．アーティストとコラボレーションしたアイテムも本イベントにて販売

“サウナアイテムをもっとおしゃれに”をテーマに著名アーティスト3名にサウナをテーマにイラストを描きおろし

ていただき、Tシャツ、ロングTシャツ、スウェットにプリントしたグッズが、本イベント限定で登場。今回登場す

るアイテムは、株式会社ワンステップと協業し、コロナ禍において良質だが洋服になることなく眠ってしまってい

る⽣地を活⽤し、現代⾵にビックシルエットの型を1から制作しています。

①TOMASON(トマソン)

TOMASON⽒デザインのモンスターが描かれた

アイテム。フロントのデザインにはサウナの中

毒性をポップでシニカルに表現。⽔⾵呂に浸か

ってキマっているモンスター”サウナジャンキ

ー”がプリント。

またバックのデザインにはサウナを斡旋してい

るモンスター”サウナディーラー”を表現。

【TOMASON プロフィール】



地元岐⾩県を中⼼にアートフェスや個展、ワークショップ等を開催するほか、商品制作、クライアントワークな

ど、活躍の場は多岐にわたる。2011年から毎⽇独⾃のモンスターを描き続けている。

②町⽥ヒロチカ

Letʼs Go Downtownの4⼈がフィンランドへ⼩旅⾏を

し、⼤⾃然の中ヴィヒタの⾹りが混じるケロサウナを、

現地で仲良くなった⼥の⼦と楽しんでいるデザイン。

【町⽥ヒロチカ プロフィール】

イラストレーター、作家。1992年⽣まれ、⻘森県弘前市

出⾝。オーストラリア、東京、逗⼦を経て、現在は故郷

の弘前を主な拠点とする。海や⼭、動物や⾃然、⾃⾝の

旅から得たインスピレーションをもとに、様々なタッチ

で⾃由に⾃⾝の世界観を表現することをモットーとして

いる。

③ARAYA(アラヤ)

NAKA YORK CITY のマスコットキャライゴちゃんがサウナに⼊

り、⽔⾵呂でトトノウまでをイラストレイションしたデザイン。限

界に向き合ったご褒美を⽔⾵呂の表情で「トトノウ」を表現してい

ます。

【ARAYA プロフィール】

愛媛県出⾝。⾐装制作などを経て、ペインター・造形アーティスト

として活動中。 ハンドメイドのレザークラフト活動として『ARAY

A』、アパレルブランドとして NAKA YORK CITY を展開中。

■アーティストコラボレーション商品は、それぞれの作品に対して、Tシャツ・ロングTシャツ・スウェットとし

て登場︕



(画像左より反時計回りに)

Tシャツ 各6,600円

ロングTシャツ 各7,700円

スウェット 各9,350円

（カラー︓ホワイト・チャコールグレー/サイズ︓S・M・L ）

 

展開ブランド⼀覧

普段はなかなか⾏けないサウナ体験ができる夢企画も登場



＜三越伊勢丹ニッコウトラベル＞ 

会員制グランピング・サウナ施設”東京クラシックキャンプ”の特別宿泊プラン

対象期間︓2023年2⽉1⽇（⽔）〜6⽉30⽇（⾦）宿泊分まで

・優雅なグランピング施設”東京クラシックキャンプ”は、 通常会員さま限定の

施設ですが、伊勢丹新宿店 新春祭 伊勢丹サウナ館イベントにあわせて、期間

限定での特別プランをご紹介。

・森の中に設置されたサウナでととのうほか、オプションでBBQなど⾮⽇常空

間をお楽しみいただけます。

 

三越伊勢丹サウナ部について

“【好きを仕事に】愉しくなければサウナじゃない。愉しくなければ仕事じ

ゃない。“をスローガンに、三越伊勢丹社員のサウナ好き4名が2020年冬に

発⾜。社内コミュニケーションツールを使っての情報交換やサウナでの交

流はもちろん、イベントや商品企画、ファンクラブ運営を⾏う。現在では

約150名を超える社員が所属しており、⻄は福岡、北は北海道まで全国に

広がりを⾒せている。

 



三越伊勢丹サウナ部ファンクラブ

お客さまもご参加いただける三越伊勢丹サウナ部ファンクラブでは、定期的なサウナに関する情報を発信。

本イベントのファンクラブ限定商品や、限定イベントも開催予定。

【会員特典】

①三越伊勢丹グループで開催されるサウナイベント情報をいち早くお届け

②イベント開催時には会員限定商品や先⾏販売商品の情報をいち早くお届け

③三越伊勢丹サウナ部メンバーによるマニアックなサウナ情報やメンバーの愛するサウナビジネス⽤語を配信

④三越伊勢丹サウナ部主催のオンライントークショー・セミナーへご招待

【⼊会⽅法】

https://s.remote.mistore.jp/c/4YkXVO/6CcGSRzf1B7oiPXSVovghK

上記URL【⼊会⽅法】欄より

①三越伊勢丹リモートショッピングアプリをダウンロード

②三越伊勢丹WEB会員に登録・ログイン

③三越伊勢丹サウナ部ファンクラブを登録（「アプリでご注⽂・ご相談ボタン」をクリック）

④チャットルームが登場しましたら⼊会完了です。

■三越伊勢丹サウナ部 Instagram︓@isetanmitsukoshi_sauna 

https://www.instagram.com/isetanmitsukoshi_sauna/

 

開催概要

「ととのう2023 伊勢丹サウナ館」

会期︓2023年1⽉2⽇（⽉・振替休⽇）〜1⽉4⽇（⽔）【最終⽇午後6時終了】

会場︓伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

住所︓東京都新宿区新宿3-14-1

アクセス︓東京メトロ丸ノ内新宿三丁⽬駅徒歩1分、JR新宿駅徒歩5分 

▶特設ページ︓https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/tokyocloset/shopnews_list/shopne

ws026.html

※価格はすべて税込みです。

※イベントの内容は、都合により変更または中⽌となる場合がございます。予めご了承ください。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

 

https://s.remote.mistore.jp/c/4YkXVO/6CcGSRzf1B7oiPXSVovghK
https://www.instagram.com/isetanmitsukoshi_sauna/
https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women/tokyocloset/shopnews_list/shopnews026.html


三越伊勢丹グループの三越銀座店・スタジオアルタｘソニーグループのフロンテッジ・
SoVeCが協業、XRを活⽤した新たな広告事業「GINZA XR Media」をリリース

〜世界有数の⽴地である銀座４丁⽬にて、最先端の技術を使って新しい顧客体験を提供〜

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

12⽉1⽇ 「GINZA MITSUKOSHI XR CHRISTMAS 2022」よりスタート

■期間︓2022年12⽉1⽇（⽊）〜12⽉25⽇（⽇） ■場所︓三越銀座店 本館 銀座シャンデリア

株式会社三越伊勢丹（本社︓東京都新宿区、以下三越伊勢丹）の三越銀座店は、世界的にも有数の⽴地である銀座４丁⽬に

て、株式会社スタジオアルタ（本社︓東京都新宿区、以下スタジオアルタ）、株式会社フロンテッジ（本社︓東京都港区、

以下フロンテッジ）、SoVeC株式会社 （本社︓東京都港区、以下SoVeC）と協業し、XRを活⽤した新たな広告事業

「GINZA XR Media」をリリースいたします。12⽉1⽇〜25⽇、三越銀座店の「GINZA MITSUKOSHI XR

CHRISTMAS 2022」よりスタートいたします。

 

 

取り組みの背景

2022年11⽉30⽇ 10時00分 4

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
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三越伊勢丹グループは、中期経営戦略の基本戦略として、「⾼感度上質消費の拡⼤・席巻」、「最⾼の顧客体験の

提供」を掲げており、⽣活にこだわりを持ち､上質で豊かな⽣活を求めるお客様のニーズに感動的解決・⾰新的提

案でお応えすることで、つながりを深めています。さらに、従来の百貨店事業モデルからの変⾰を⽬指すべく、グ

ループリソースを活かしたBtoB外販の取組みを、グループ全体で推進しています。

その⼀環でこのたび、三越銀座店は、国内外の⾼感度上質なお客様が来街される世界有数の街である銀座４丁⽬と

いう⽴地を⽣かし、その資産である本館の銀座シャンデリアにおいて、グループのインハウスエージェンシーであ

るスタジオアルタとソニーグループの広告会社であるフロンテッジと協業し、同じくソニーグループのデジタルソ

リューション提供会社であるSoVeCが開発したXRを活⽤した新たな広告メディアを開発いたしました。

感動的解決・⾰新的提案によって、⾼感度上質な価値・最⾼の顧客体験を提供するとともに、⼈と企業のコミュニ

ケーションを促進し、各クライアント企業様の価値向上につなげてまいります。

協業のスキーム（各社の役割）

■三越銀座店︓銀座４丁⽬という⽴地を⽣かし、その資産である本館の銀座シャンデリアにおいて、XRを活⽤し

た新たな広告事業を展開。⾃社の店舗・企業キャンペーンの新規拠点としても活⽤。

■フロンテッジ︓ソニーグループの広告会社としてネットワークやアセットを活⽤した新たなメディアをプロデュ

ース。その⼀環で、XRを活⽤した広告事業をプロデュース。

■スタジオアルタ︓三越伊勢丹グループの保有するメディアを活かした広告営業を⾏うインハウスエージェンシー

として、グループの資産である三越銀座店本館の銀座シャンデリアにおいて、XRを活⽤した広告事業をプロデュ

ース。

■SoVeC︓ソニーグループで先端技術を活⽤したデジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供。

その⼀つとして、次世代ＡRアプリ「XR CHANNEL」を通じて最先端のXR体験ができるデジタルコンテンツを開

発。

取り組みの概要

■SoVeCが提供する次世代ARアプリを⽤いて、拡張現実上でコンテンツ配信を⾏います。

■スマートフォンに次世代ARアプリ「XR CHANNEL」をダウンロードして、三越銀座店の銀座シャンデリアにカ

メラを向けると空間にARコンテンツが出現し、⽇常では味わえない体験ができます。

■銀座という場所に相応しい最先端のデジタル体験を提供することで、これまでにない新たな広告メディアとして

の価値を⾼めていきます。

次世代ARアプリ「XR CHANNEL」を活⽤した最先端のXR体験とは

 SoVeCとKDDI株式会社が共同開発した次世代ARアプリ「XR CHANNEL」は、街の建物などの3次元情報をスマ

ートフォンのカメラ機能で認識できるVisual Positioning Service（以下、VPS）とAR技術を組み合わせること

で、⽇常の空間にARコンテンツの表⽰が可能になります。本アプリを通じて、街の⾵景とARコンテンツが空間上

で連携、作⽤し合うような新しい体験が楽しめます。また、三越銀座店の壁⾯及び周辺の空間に正確にARを表⽰

するため、ソニーグループ株式会社のVPS技術を採⽤しています。三越銀座店の詳細な３次元地図データを作成

し、正確で圧倒的なXR体験を実現しました。

GINZA MITSUKOSHI XR CHRISTMAS 2022の概要

■会期︓12⽉1⽇(⽊)〜25⽇(⽇)

■会場︓三越銀座店 本館 銀座シャンデリア



専⽤アプリ「XR CHANNEL」をダウンロードしたスマートフォンで銀座４丁⽬外壁＜銀座シャンデリア＞をかざ

してみると…皆川明さんが三越伊勢丹のために⼿がけた新しいクリスマスのモチーフたちが⾶び出すXRをご体験

いただけます。

■イメージ映像はこちらをご覧ください。

https://youtu.be/QNm4-aEwhDM

■XRのご体験はこちらのアプリをダウンロードしてください。

App Store

  https://apps.apple.com/us/app/id1525712662

 

 

 

Google Play

  https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sovec

 

 

  ■推奨機種

 ・iPhone︓iOS 14.0以降、2017年11⽉以降に発売の機種（iPhoneX以降、iPhoneSEは第2世代以降）

 ・Android︓Android 10.0以降、ARCore対応機種（必須）

  ※ARCore対応機種はこちら（https://developers.google.com/ar/devices をご確認ください。 

  ※メモリ3GB以上の端末でのご利⽤を推奨しております。

  ※コンテンツごとにデータのダウンロードが必要です。 Wi-Fi環境での実施を推奨しております。

４社概要

●株式会社三越伊勢丹

グループの⻑期にめざす姿である「お客さまの暮らしを豊かにする”特別な“百貨店を中核とした⼩売りグループ」

の中核百貨店として、⾼感度上質消費の拡⼤・席巻、最⾼の顧客体験の提供を基本戦略としています。

百貨店業

https://www.imhds.co.jp/ja/index.html

●SoVeC株式会社

デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供。「テクノロジーの⼒でコミュニケーションを進化

させる」というミッションのもと、⽇々⾼度化する企業のマーケティング活動の最適化・効果の最⼤化を図ってま

いります。

デジタルソリューション提供会社

https://www.sovec.net/

●株式会社フロンテッジ

フロンテッジは「コミュニケーション エンタテインメント カンパニー」として、企業・商品・サービスと社会的

https://youtu.be/QNm4-aEwhDM
https://apps.apple.com/us/app/id1525712662
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sovec
https://developers.google.com/ar/devices
https://www.imhds.co.jp/ja/index.html
https://www.sovec.net/


メディアユーザー新規登録
無料

メディアユーザーログイン
既に登録済みの⽅はこちら

種類

ビジネスカテゴリ

キーワード

プレスリリース画像⼀覧

意義の関係を⾒出し、価値を上げることを⽬指しています。「アイデア」と「テクノロジー」を掛け合わせた創造

的な課題解決を得意としています。

総合広告会社

https://www.frontage.jp/index.html

●株式会社スタジオアルタ

アルタビジョンをはじめとした⼤型ビジョンの運営広告代理業を中⼼に、三越伊勢丹のハウスエージェンシーとし

て広告枠の販売や店舗サイネージの運営、広告制作などを⼿掛けています。

広告代理業

https://www.studio-alta.co.jp

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  三越伊勢丹グループの三越銀座店・スタジオアルタｘソニーグループのフロンテ

ッジ・SoVeCが協業、XRを活⽤した新たな広告事業「GINZA XR Media」をリリース

商品サービス

百貨店・スーパー・コンビニ・ストア

百貨店 三越 三越伊勢丹 Sony ソニー XR AR クリスマス 銀座 XR CHANNEL

このプレスリリースをシェアする

プレスリリース素材ダウンロード

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます。
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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 12 月 9 日 

株式会社小田急百貨店 

駅長体験とロマンスカーミュージアムを楽しめる！ 

小田急百貨店「2023年 小田急スペシャル夢袋」 
～ 12月 14日（水）から応募抽選の受付をスタート ～     

 

小田急百貨店では、12月 14日（水）からホームページのほか店頭にて「2023年小田急

スペシャル夢袋」の応募抽選の受付をスタートします。今年で 22回目を数え、昨年は600

組を超えるご応募をいただいた、お子さまが駅長体験をできる人気企画を実施します。 

 

「2023 年 小田急スペシャル夢袋」 
「小田急線新宿駅１日駅長体験&ロマンスカーミュージアム満喫夢袋」 
小田急線新宿駅で、お子さまが制服を着用して電車の出発合図や記念撮影のほか、普段

は入ることのできない駅施設の見学をしていただけます。さらに、ロマンスカーミュージ

アムでは、実写映像を見ながらリアルな操縦体験が楽しめる運転シミュレーターにて運転

士体験も。体験終了後にはロマンスカーミュージアム内のレストランにてご家族でランチ

をお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲小田急線新宿駅で駅長体験（イメージ）    ▲ロマンスカーミュージアム（イメージ） 

 

価 格：10,000 円（税込）・限定 1 組 ※交通費はお客さまの負担となります。 

対  象：小学 1年生～6年生のお子さまを含むご家族 4名様まで 

実 施 日：2023 年 1月 15日（日） 

応募期間：2022年12月14日（水）～2023年1月3日（火）※1月1日（日・祝）は休業日 

応募受付：ホームページ/新宿店1階正面入口 /町田店1階正面入口、6階南側下りエスカ

レーター横/ODAKYU湘南GATE1階正面入口 

 

◎ホームページ URL:https://www.odakyu-dept.co.jp/ 

※特設ページは12月14日（水）公開予定 

 

協力：小田急電鉄株式会社  

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

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

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


 
 催事情報 

 
株式会社 東武百貨店 

 
 

2022 年 12 月 12 日 

 
 
 

 

 

 
 

 
東武百貨店 池袋本店は、12 月 15 日（木）から 21 日（水）の 7 日間、8 階催事場にて『ニッポンのうまいも

の市』を開催します。日本各地の逸品グルメが、約 40 店集結。当催事では、これまでの物産展で人気を誇る商品や、 

「ご当地名物」・「郷土料理」のほか、「飛騨牛」「米沢牛」など各地のブランド肉を使用した弁当や、スイーツまでを幅広く展

開します。年末に家族で日本各地の美味しいグルメを贅沢に楽しんでいただきたいとの思いから、日本各地 23 都府県から約

40 店の“うまいもの”を展開してまいります。 
 
 

 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    日本各地のうまいものが約 40 店集結！年末は家族と贅沢グルメを！ 

12 月 15 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  

 

 

三重県【赤福】 
白餅黑餅 1,000円（8個入）

〈数量限定〉 

やわらかいお餅を黒砂糖味と 

白小豆の餡で包んだ、赤福の 

新商品。王道の「赤福餅」も、 

数量限定で販売。 

石川県【加賀西善】 

香箱かに弁当 2,700 円（1 折） 

〈各日販売予定 30 点〉 

目利きが選んだかにの内子と外子

の旨味をギュッ！と詰めた、今しか

味わえない冬の味覚！ 

鹿児島県【Dining 萬來】 

さつま豚角煮まんじゅう 

432 円（1 個） 

味わい深い鹿児島県産の豚肉を

8 時間じっくり煮込んでから熟成 

させた角煮をふわふわパオで 

包んだ逸品。 

大阪府【いかやき やまげん】 

大阪名物！玉子入りいかやき 

ねぎ入りソース味 378 円（1 枚） 

大阪を代表する「ソウルフード」 

いかやきの専門店。 

山芋と出汁のきいたモチモチ生地に 

プリプリしたイカの食感が楽しめます。 

 

大分県【吉野鶏めし保存会】 

吉野鶏めしおにぎり  

594 円（３個入り） 

〈各日販売予定 100 点〉 

大分市故郷の味、吉野鶏めしは 

鶏肉とごぼうだけを具とした素朴で 

懐かしい味です。 

静岡県【駿河屋賀兵衛】 

下田産 金目鯛のしゃぶしゃぶセット 

5,840 円〈販売予定 70 点〉 

伊豆下田産の金目鯛を一尾 

まるごとしゃぶしゃぶ用に仕上げ 

た逸品です。 

実演 

■グルメ列島の や が大集結！  

福井県【若廣】 

鯖寿司極詰め合わせ 

2,808 円（2 種各 4 貫） 

鯖街道起点の地、福井県 

小浜市の味と技が詰まった、 

焼き鯖寿司「極」とさば鮨「極」 

を食べ比べ。 

初出品 

香川県【骨付鳥 蘭丸】 

骨付鳥 ひな  

981 円（1 本） 

「ひなどり」は皮がパリパリ、 

身がふっくらジューシーな 

味わいで、ボリューム満点。 

実演 

鹿児島 大阪 香川 

実演 

 

初出店 

石川 静岡 大分 福井 

三重 

初出品 

実演 

※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。 

 



 
 催事情報 

 
株式会社 東武百貨店 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【「ニッポンのうまいもの市」概要】 

期     間 ：2022 年 12 月 15 日(木)～21 日(水) 計 7 日間    

営業時 間 ：午前 10 時～午後 7 時 ※イートインは閉場 15 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 160 坪) 店 舗 数 ：約 40 店舗(初出店 23 店、実演 16 店) 

主    催 ：全国商工会連合会 地方創生 SDGｓイベント  

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 

※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。  

■「 」・「 」などの各地を代表する『 』弁当を食べ比べ！  

岐阜県【飛騨天狗】 

飛騨牛焼きしゃぶ弁当  1,944 円（1 折） 

A5 等級飛騨牛の肩ロースを薄くスライスして、 

お醤油ベースのおろしソースで仕上げました。 

口の中でとろける味わい。黒毛和牛の肉の旨味 

がひときわ引き立つ焼きしゃぶで、飛騨牛の 

醍醐味を堪能。 

岐阜県【里山きさら】 

鹿握り寿し 1,620 円（6 貫） 

〈各日販売予定 50 点〉 

上質なジビエ料理を堪能できるシャルキュ 

トリーレストラン。岐阜県揖斐川町内産の 

天然の鹿肉を使用。鹿肉は柔らかく 

あっさりとした美味しさ。 

 

 

山形県【米沢 琥珀堂】 

米沢牛サーロインステーキ MIX 弁当 

3,132 円（1 折） 

〈各日販売予定 50 点〉 

米沢牛サーロインステーキと牛肉煮が 

味わえるボリューム満点欲ばり弁当。 

実演 
東武 

限定品 
実演 実演 

岐阜 岐阜 山形 

 

初出店 

 

初出店 

■各地の人気店から、 をご提供！ 

京都【京氷菓 つらら】 

SNOW WORLD 

～ラ・フランスとホワチョコラム～ 

イートイン 1,870 円（1 個） 

京都二条で評判の有名店。キャラメル 

シナモンシロップをベースに「ラ・フランス」 

のふかふか感を残したシロップを合わせ、 

トップにはホワイトチョコとラム酒の 

クリームで少し大人な冬限定かき氷。 

 

 

実演 

大阪 

大阪府【モンテブランコ】 

ピスタチオモンブラン  

981 円（1 個） 

大阪梅田の地下街「ホワイティ」の人気店。 

しぼりたてのモンブランが代表商品。 

ピスタチオペーストに白あんこをプラスした 

モンブランクリームに、中のホイップクリーム 

にもピスタチオが入っています。 

 

福岡 

実演 

福岡県【かさの家】 

①梅ヶ枝餅（5 個入）651 円 

②よもぎ梅ヶ枝餅（5 個入）651 円 

〈各日販売予定 50 点〉※お一人さま 1 点限り 

菅原道真公に由来する太宰府天満宮名物。 

もち米とうるちのもっちりとした食感の 

生地でやさしい甘さの粒餡を包みました。 

京都 

 

初出店 

 
焼きたて！ 
ホカホカ！ 

 
冬限定！ 
かき氷 
 

 
① 

② 

実演 



 
 

新潟の名産・特産・ご当地グルメをまるごと楽しめる6日間！ 

「 」を11月30日(水)から開催！ 
………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場 
 

 

 

                                                                              

2022 年 11 月 25 日 

 
 
 

 

 
 

東武百貨店 池袋本店は、11月30日(水)から12月5日(月)までの6日間「新潟ドッカン祭り」を開催します。日本海で獲れた

海産物を使用したお弁当や“米どころ”新潟ならではのお米を使ったおにぎりやお酒、ブランド牛「村上牛」の肉弁当など新潟が誇る海

の幸、山の幸をご提供します。イートインでは、越後味噌と新潟県産コシヒカリの米粉を使用した濃厚味噌ラーメンをはじめ、4つの味

の新潟ラーメンをご提供。そのほか、ご当地キャラ登場などのイベントで会場を盛り上げ、お祭り気分で楽しめる催事となっております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 

 

【旬魚旬菜 極 DINING 若旦那】 

新潟名物 のどぐろわっぱ飯  2,500 円(1 折) 

日本海で獲れた“白身のトロ”と呼ばれる「のどぐろ」

を新潟名物のわっぱ飯に仕上げた贅沢弁当。 

のどぐろの半身がインパクト大。 

◆「のどぐろ」「寒ぶり」！日本海で獲れた海の幸に注目！ 

【石原水産】 

佐渡天然一番 寒ぶり刺身 

2,160 円(100g) 

今が旬の新潟県佐渡島で獲れたぶ

り。身が締まって脂がのった、とろけるよ

うな美味しさ。 

実演 
県外 

初出店 実演 

 

会場内では、 

“まるごと 1 匹”解体している

様子がご覧いただけます！ 

 

 ◆【新潟ラーメン】「濃厚味噌」、「あっさり醤油」など 4 つの味を贅沢に食べ比べ！ 

【元祖新潟濃厚味噌 東横】 

新潟濃厚味噌チャーシュー麺 

イートイン 1,190 円(1 杯) 

新潟県産コシヒカリの米粉をブレンド

した自家製極太麺と越後味噌使用

の濃厚スープの相性抜群。 

 

【元祖新潟濃厚味噌 東横】 

新潟拉麵協同組合監修 

古町あっさり醤油ラーメン 

イートイン 840 円(1 杯) 

 

【元祖新潟濃厚味噌 東横】 

新潟拉麵協同組合監修 

長岡生姜醤油ラーメン 

イートイン 880 円(1 杯) 

販売期間:11月30日(水) 

～12月2日(金) 

【元祖新潟濃厚味噌 東横】 

新潟拉麵協同組合監修 

燕背脂醤油ラーメン 

イートイン 930 円(1 杯) 

販売期間:12月3日(土) 

～12月5日(月) 

石原水産 専務 

県外 

初出店 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

News Release 
 

  

 

◆イベントでお祭り気分！ 

 

      ◆ご当地キャラクターが日替わりで登場！ 

越後上越 上杉おもてなし武将隊 花野古町、笹団五郎 レルヒさん 

報道関係者様お問い合わせ 
株式会社 東武百貨店 〒171-8512 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。※写真はイメージです。 

＜「新潟ドッカン祭り」 概要＞ 
期    間：2022 年 11 月 30 日(水)～12 月 5 日(月)                            
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 
店 舗 数：46 店舗(食品 35 店舗、工芸 11 店舗、初出店 14 店舗)  

 

 

©新潟市 

【サンエツフーズ】 

ルレクチェプリンソフト 

イートイン 1,650 円(1 個) 

〈各日販売予定 30 点〉 

今が旬の“幻の洋梨”と呼

ばれる「ルレクチェ」を贅沢に

使用したミルクプリンソフト。 

【村上牛新羅】 
黒毛和牛トリプル重 
2,970 円(1 折) 

村上牛を使用したステー

キ、ローストビーフとにいがた

和牛を使用したカルビを贅

沢に食べ比べ。 東武 
限定 実演 

東武 
限定 

①【新潟名物！75cm級の錦鯉が登場！】 

錦鯉が優雅に泳ぐ姿を間近で見ることができます。 

②【佐渡島の金山！金の延べ棒掴み取り体験コーナー！】 
アクリルケースの中に入った重さ約7.8kgの金の延べ棒レプリカ

を片手で取り出せるか挑戦。30秒以内に取り出せた方には、

「金の延べ棒型箱ティッシュ」をプレゼント。 

③【新潟発 和太鼓演奏者 渡邊健吾 演奏】 

佐渡の太鼓芸能集団「鼓童」での演奏経験を持つ、和太鼓演奏者 渡邊健吾氏

が演奏を披露します。 

場所:8階屋上スカイデッキ広場（12月3日(土)・4日(日)）※雨天・荒天時中止 

 ◆ “米どころ”新潟県のお米を使用！おにぎり18種類＆29蔵のお酒が集結！ 

【農家の息子がつくる食堂 さんかくとまる】 

①佐渡産コシヒカリ玄米の茶豆昆布 249 円(1 個) 

②小海老とアスパラ 260 円(1 個) 

③梅と大葉 249 円(1 個) 

④山盛りたらこ 実演 519 円(1 個) 

⑤鮭焼漬けといくら 実演 692 円(1 個) 

⑥金華鯖と大葉 実演 454 円(1 個) 

魚沼産コシヒカリの甘みを豊富な具材が引き立てる。 

18 種類のおにぎりのうち、一部実演で出来たてをご提供。 

①上越【丸山酒造場】  

雪中梅 越後雪室屋 純米原酒 2,200 円(720ml) 

②中越【中川酒造】  

越乃白雁 純米吟醸 越淡麗 1,518 円(720ml) 

③下越【石本酒造】 

越乃寒梅 吟醸 特撰 2,200 円(720ml) 

④佐渡【尾畑酒造】 

真野鶴 辛口純米酒 1,320 円(720ml) 

上越・中越・下越・佐渡の銘酒が29蔵の約70銘柄集結！ 

 

なんと！ 
18 
種類 

 

約70銘柄 

 ◆ブランド牛「村上牛」や新潟県特産の西洋なし「ルレクチェ」を東武限定で！ 

① ② ③ 
④ 

① 

② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

実演 

県外 

初出店 



 
 

チャンピオン牛 VS ハンガリー国宝豚！？北の大地で育った特選肉に注目！ 

「 」を1月7日(土)から開催！ 
…………………………………………………………………………… 
東武百貨店 池袋本店 8 階催事場、地下 1 階 3 番地コンコース 

 

 
2022 年 12 月 14 日 

 

         

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、2023年1月7日(土)から1月22日(日)までの16日間「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催。今回の

目玉は、毎年人気の「十勝和牛チャンピオン牛」と当催事では初登場の「十勝ロイヤルマンガリッツァ豚」です。北の大地が誇る特選

肉をどちらも味わっていただきたいという北海道展バイヤー髙見澤の想いから、北海道展で人気のお店「札幌豊平館厨房」と「掛村」

がそれぞれのお肉とコラボレーション。ココでしか食べられない東武限定贅沢ステーキ弁当をご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

※撮影時間・撮影方法をご相談させていただく可能性がございますのでご了承ください。  
 

 
 
 
 

 

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 

 

＜「ぐるめぐり 冬の大北海道展」概要＞ 
場    所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース 
期    間：2023年1月7日(土)～1月22日(日) 
営業時間：8階催事場→午前10時～午後7時、 

地下1階3番地コンコース→午前10時～午後8時 
店 舗 数：約90店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)   
 

 

 

 

 

 

 

北海道展速報！ 

◆チャンピオン牛VSハンガリーの国宝豚！？ 贅沢肉弁当を食べ比べ！ 

 

 

 

 

 

十勝和牛 
十勝ロイヤル 

マンガリッツァ豚 

東武 
限定 

東武 
限定 

札幌市【札幌豊平館厨房】令和4年 十勝和牛枝肉共励会

最優秀賞牛 王子様ステーキ弁当 

〈販売期間:1 月 7 日(土)～13 日(金)〉 

 
 
 

帯広市【掛村】十勝ロイヤルマンガリッツァ豚ステーキ弁当 

〈販売期間:1 月 7 日(土)～13 日(金)〉 
 

そのほか、キャビアを使用したお寿司や鮭児のお弁当など旬の海鮮グルメも多数ご用意！ 
 
牛弁当。 
 

◀今回の「十勝和牛チャン

ピオン牛」は12月3日(土)

に帯広にて開催された 1 年

に 1 度の品評会「第 38 回 

十勝和牛枝肉共励会」で

最優秀賞を受賞した十勝

和牛です。 

【写真】  

(左)北海道展バイヤー髙見澤、

(右)札幌豊平館厨房 杉山社長と

セリ落としたチャンピオン牛 

 

◀美食の国ハンガリーで絶

滅寸前に追い込まれ、国宝

に認定された希少な「マンガ

リッツァ豚」をアジアで初めて

生体輸入し、北海道十勝

の地で純血種の繁殖・飼育

に成功したのが「十勝ロイヤ

ルマンガリッツァ豚」です。 

【写真】 

ハンガリーと緯度の近い「十勝ロイヤル

マンガリッツァファーム」で行われる伝統

的飼育方法「自然放牧」 

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

実演 実演 

 
※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。※写真はイメージです。 

株式会社 東武百貨店 

 


