
 

 

                        

2022年 4月 25日 

                     （一社）日本百貨店協会  

【阪急阪神百貨店】 

[環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」締結] 

阪急阪神百貨店は 3 月 31 日、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結。

百貨店業界としては初のパートナーシップ締結。 

[「川西阪急」がエコマークを取得し、食品を扱う店舗として初めてエコストアに認定！] 

川西阪急が、公益財団法人日本環境協会が制定するエコマーク「小売店舗向け」の認定基 

準をクリアし、2022 年 3 月 25 日に認定を受けた。食品を扱う店舗としては初の認定。 

[阪神梅田本店 建て替えグランドオープン（4/6）] 

圧倒的な品揃えと専門性、日本一の王道デパ地下「阪神食品館」が完成。ストアコンセプト 

「毎日が幸せになる百貨店」として、4 月 6 日、阪神梅田本店全館グランドオープン。 

[春の北海道物産大会（4/13～4/25：9 階催場）] 

前半・後半でテーマを分けて 13 日間のロングラン開催。北海道ならではの旬の食材を使用し

た海鮮やスイーツ、豪華お弁当まで春の北海道が満喫できる。 

[阪急うめだ本店「ニューヨークフェア 2022」（4/27～5/2）] 

“気分はピンクフル！”をテーマに、自然の中で親しい人と楽しむニューヨーカーらしい夏の

暮らしを紹介。 

【そごう・西武】 

[（アート×百貨店）アートの顧客接点拡大 イラストレーターコラボ企画（4/5～）]  

そごう・西武は、年間を通してクリエーターとのタイアップ企画を実施。アート作品の販売に

とどまらない、百貨店だから可能となる多様な形でのアートとの接点を創出する。 

[そごう・西武のランドセル 2023（4/1～）]  

4月 1日より各店で 2023年度のランドセルの販売をスタート。人気ブランドのほか、軽量・負

担軽減・伸縮大容量といった機能性ランドセルなど、様々なランドセルをご提案。 

[そごう・西武各店で母の日ギフト展開（4/5～）]  

4月 5日より各店で母の日ギフトを展開。店頭に先がけてスタートしているＥＣサイトでは、 

お花とスイーツのセットや母の日限定祝膳、洋菓子などが人気。 

【高島屋】 

[羽生結弦展 2022（4/20～）]  

男子フィギュアスケートの歴史に、次々と金字塔をうち立ててきた羽生結弦選手。本展では、

写真パネル約 100点や衣装、メダルなどの展示とともに、今季までの歩みを振り返る。 

[「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」4 月 20 日オープン（4/20～）]  

日本橋髙島屋 S.C.では、重要文化財である本館屋上の約 6,000 ㎡の屋上庭園に、4 月 20 日よ

りビアガーデン「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」がオープン。 

[“新たな出会い”がテーマのショールーム型店舗「Meetz STORE」がオープン（4/29～）]  

4月 29日より髙島屋新宿店にてショールーミングストア「Meetz STORE」オープン。「食・グル

メ」「ジェンダーレスなライフスタイル」「ビューティー」などのテーマに沿った商品を提案。 

各社の直近の重点施策 



【東武百貨店】 

[都内最大級のレストラン街スパイスに 3 店舗 NEW OPEN（4/21～）]  

東武百貨店池袋本店レストラン街スパイスでは、4月 21日に「純喫茶」、「火鍋」、「インド料

理」の 3 店舗がオープン。レストラン街全体の活性化につなげていく。 

[「開店 60 周年記念 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催！（4/21～）]  

東武百貨店池袋本店は、4月 21日から 5月 10日まで、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道

展」を約 90店舗で開催。会期を前半と後半に分け、さまざまな切り口で展開する。 

【大丸松坂屋百貨店】 

[大丸京都店 京の銘店が集うテイクアウト専門店「モザイク」オープン（4/15～）] 

老舗料亭や京町家おばんざい店、話題の中華料理店などから、お手軽にテイクアウトできる、

オトナの為のおそう菜。各店が厳選吟味した、こだわりの味が揃う。 

[松坂屋名古屋店 本館４階、南館地下２階改装オープン（4/6、4/13）] 

松坂屋名古屋店は、4 月 6 日、本館４階に新しい婦人服売場ゾーン「サロン・ド・グゥ」 を

グランドオープン。4 月 13 日には南館地下 2 階に婦人靴７ブランドがリニューアル。 

[松坂屋名古屋店 東北６県物産展（4/6～）] 

みちのくの美味しいご当地グルメが大集合。松坂屋名古屋店は、東北のご当地グルメや工芸品

が一同に集まる東北６県物産展を開催。 

[大丸京都店 山田五郎さんと一緒に、ART をもっと！（4/6～）] 

笑顔や生きるエネルギーを与えてくれるアートを多彩な内容でお届けする ART＠ DAIMARU。

昨年以上にもっとアートに触れていただけるコンテンツをご用意。 

[大丸札幌店 大丸・松坂屋の「エコフ」リサイクルキャンペーン 他（4/6～）] 

４月からの値上げ対策、衣替え、SDGs。どの切り口でも対応できるスターコンテンツ。札幌

店１２回目の実施。 

[大丸札幌店 定番北海道土産＆シン・北海道ミヤゲ、GW よくばりグルメ特集 他（4/27～）] 

日本全国で愛され続ける「北海道の定番土産菓子」と、ここ数年で新たに定着しつつある「シ

ン北海道ミヤゲ菓子」が揃い踏み。同期間、「GW よくばりグルメ特集」も開催。 

【小田急百貨店】 

[普段使いできるゴルフウエア紹介]  

小田急百貨店新宿店は、ゴルフウエア売場を本館 6階に移設、リニューアルオープン。ゴルフ 

愛好家だけでなく、幅広い女性の関心を集める注目のウエアをご紹介。 

[おうち時間の充実で、注目高まる北欧のアイテムがずらり。「北欧屋台」開催（4/20～）]  

小田急百貨店新宿店では、北欧のアイテムを展開する「北欧屋台」を開催。3回目となる今回 

は、個性豊かな北欧雑貨をはじめ、様々な人気アイテムを展開。 

[「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」開催（4/13～）]  

小田急百貨店新宿店では、『トイ・ストーリー』など PIXARの人気キャラクター アイテムが大 

集合した新 POPUPイベント「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」を初開催。 

【三越伊勢丹】 

[伊勢丹新宿店の洋菓子に NEW ショップ 3 ブランドがオープン（3/23、3/30）]  

「カフェ エ シュクレ」(洋菓子)に＜パレスホテル東京スイーツブティック＞＜ラ・ノスタル

ジー＞＜ガスタ＞が登場。 

 



[「三越劇場“PREMIUM CONCERT”vol.19&20 ～イタリア映画音楽の魅力～」（5/1）]  

「三越イタリアフェア」に合わせ、「三越劇場“PREMIUM CONCERT” vol.19&20 ～イタリア映

画音楽の魅力～」と題したオーケストラコンサートを 5月 1日に開催する。 

[「アートアクアリウム美術館 GINZA」銀座三越に 2022 年 5 月 3 日オープン」（5/3～）]  

銀座三越新館 8階に「アートアクアリウム美術館 GINZA」オープン。独自にデザインしたアク

アリウムに金魚が美しく舞い、光・音・香のオリジナル演出で魅せる金魚アートの展覧会。 

【京王百貨店】 

[「リペア＆リフォーム フェア～For EARTH DAY 4.22～」開催（～4/27）]  

4月 22日は地球環境について考え行動する日「アースデイ」。京王百貨店新宿店では、4月 27

日までの期間、各階対象売場にて「リペア＆リフォームフェア」を開催。 

【松屋】 

[「BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」開催（4/27～）]  

松屋銀座では、4月 27日から 14日間、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する全館プロモ

ーション「BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」を開催する。 

[松屋銀座の「母の日ギフト」（4/20～、オンライン 5/3～）]  

松屋銀座では、「心も満たされるちょっとした贅沢」をテーマに母の日ギフトを取揃える。 

一緒に過ごす母の日を彩る限定スイーツや、贈り方を意識したサステナブルな商品を提案。 

[2022 年「母の日」に関する意識調査]  

松屋銀座では、メールマガジン会員を対象に母の日に関するアンケート調査を実施。ギフトア

イテムやプレゼントの平均予算、購入のポイントなどを調査。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [施策概要] 
 

【阪急阪神百貨店】 

[環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」締結] 

阪急阪神百貨店は 3月 31日、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」を締結。

百貨店業界としては初のパートナーシップ締結。 

２０２０年から岡山県真庭市にある大山隠岐国立公園をブランド化する取り組み「ＧＲＥＥＮａ

ｂｌｅ」 を同市と協業で進めており、将来的には国立公園が所在する他地域の自治体とも連

携し、ＧＲＥＥＮａｂｌｅの活動を拡げていく。２０２３年には、阪急うめだ本店に、自然共生をテ

ーマとしたフロアを開設する予定で、今回の協定を活かし、自然と共生する「楽しさ」や「洗

練された価値ある時間の過ごし方」を都心から提案する。（リリース） 
https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220325511098/pdfFile.pdf 

[「川西阪急」がエコマークを取得し、食品を扱う店舗として初めてエコストアに認定！] 

川西阪急が、公益財団法人日本環境協会が制定するエコマーク「小売店舗向け」の認定

基準をクリアし、2022年 3月 25日に認定を受けた。食品を扱う店舗としては初の認定。 

「阪急メンズ大阪」「阪急メンズ東京」に続き、３店舗目で、同社の食品を扱う店舗としては初

の認定。今回、川西阪急はエコマーク「小売店舗向け」を取得し、環境配慮型商品の品揃え

や店舗運営に取り組むとともに、お客様と一体となって環境配慮活動を推進しているお店

（エコストア）として認められた。（リリース） 
https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220329513049/pdfFile.pdf 

[阪神梅田本店 建て替えグランドオープン（4/6）] 

圧倒的な品揃えと専門性、日本一の王道デパ地下「阪神食品館」が完成。ストアコンセプト 

「毎日が幸せになる百貨店」として、4月 6日、阪神梅田本店全館グランドオープン。 

2014 年秋からスタートした「阪神梅田本店建て替え計画」は、2018 年 4 月にⅠ期棟が竣

工、2021 年 10 月、12 月と段階的にオープンし、この度、B1「阪神食品館」の完成で、グラ

ンドオープンを迎えた。新本店は「毎日が幸せになる百貨店」をストアコンセプトに「食の阪

神」の魅力の最大化と「新しい体験価値」「ファンコミュニティ」の創造に取り組み、「毎日の豊

かさ・本質」のニーズに応えられる百貨店を目指す。（リリース） 
https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220225596119/pdfFile.pdf 

[春の北海道物産大会（4/13～：9階催場）] 

前半・後半でテーマを分けて13日間のロングラン開催。北海道ならではの旬の食材を使用

した海鮮やスイーツ、豪華お弁当まで春の北海道が満喫できる。 

“北海道といえば”外せない、間違いなし！おすすめの逸品をご紹介。春の北海道が満喫

で き る 約 60 店 舗 、 900 種 類 が 集 結 す る 。 公 式 YouTube チ ャ ン ネ ル

「Hankyu_PR_Channel」にて「春の北海道物産大会」公開中。（リリース） 

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hokkaido/index.html 

[阪急うめだ本店「ニューヨークフェア 2022」（4/27～5/2）] 

“気分はピンクフル！”をテーマに、自然の中で親しい人と楽しむニューヨーカーらしい夏の

暮らしを紹介。 

阪急うめだ本店の人気海外フェア「ニューヨークフェア」。3年ぶり 10回目の開催。今回は、

トレンドの発信地でもあるニューヨークから元気を届けたいという想いから、“気分はピンクフ

ル！”をテーマに、自然の中で親しい人と楽しむニューヨーカーらしい夏の暮らしを紹介。自

由でハイセンスなグルメやワイン、ファッションアイテムなど約１００店舗が集結。（リリース） 

 

 

 

https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220325511098/pdfFile.pdf
https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220329513049/pdfFile.pdf
https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20220225596119/pdfFile.pdf
https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hokkaido/index.html


【そごう・西武】 
[（アート×百貨店）アートの顧客接点拡大 イラストレーターコラボ企画（4/5～）]  

そごう・西武は、年間を通してクリエーターとのタイアップ企画を実施。アート作品の販売に

とどまらない、百貨店だから可能となる多様な形でのアートとの接点を創出する。 

4/5～5/2 の期間、人気イラストレーター・イフクカズヒコ氏を起用して、店頭装飾や、オリジナ

ルデザインのオーダー商品受注会、似顔絵イベントを開催。コロナ禍の影響で関心が高ま

っているアートを百貨店で提案する事で、アートをもっと身近に感じて頂き、新たな出会いの

機会を提供する。（リリース） 

[そごう・西武のランドセル 2023（4/1～）]  

4 月 1 日より各店で 2023 年度のランドセルの販売をスタート。人気ブランドのほか、軽量・

負担軽減・伸縮大容量といった機能性ランドセルなど、様々なランドセルをご提案。 

お子様に毎年人気のブランドのほか、タブレット普及や教科書のページ数増加などによるラ

ンドセルの重量化問題にも対応して、軽量・負担軽減・伸縮大容量といった機能性ランドセ

ルなど、様々なランドセルを提案。ピーク期にあたるＧＷ前には、西武池袋本店で初めて、

別拠点に特設会場を設け、約６００点のランドセルを集約して、紹介する。（リリース） 

[そごう・西武各店で母の日ギフト展開（4/5～）]  

4 月 5 日より各店で母の日ギフトを展開。店頭に先がけてスタートしているＥＣサイトでは、 

お花とスイーツのセットや母の日限定祝膳、洋菓子などが人気。 

店頭ではイラストレーターイフクカズヒコ氏が描きおろしたオリジナルデザインを、装飾やキー

ビジュアルで展開。「イフクカズヒコ」デザインの西武・そごう限定柄オーダー晴雨兼用傘の

受注販売会や、イフクカズヒコ氏が描く似顔絵イベントなど、母の日ギフトにおすすめのイベ

ントも開催。イフクカズヒコ氏の、鮮やかな色合いと遊び心あふれた世界観が魅力のアートで、

母の日商戦を盛り上げる。（リリース） 

 

【髙島屋】 

[羽生結弦展 2022（4/20～）]  

男子フィギュアスケートの歴史に、次々と金字塔をうち立ててきた羽生結弦選手。本展で

は、写真パネル約 100点や衣装、メダルなどの展示とともに、今季までの歩みを振り返る。 

2018年に開催した「応援ありがとうございます 羽生結弦展」の続編となる本展では、写真パ

ネル約 100 点、衣装、メダルなどの展示、クワッドアクセルに挑戦する姿など今季までの歩

みを振り返る。（リリース） 

[「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」4月 20日オープン（4/20～）]  

日本橋髙島屋 S.C.では、重要文化財である本館屋上の約 6,000 ㎡の屋上庭園に、4 月

20日よりビアガーデン「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」がオープン。 

都心でありながら、緑や木々に囲まれた開放的な空間で、厳選食材の BBQが楽しめるビア

ガーデンを 2 年ぶりにオープン。今回は、髙島屋でお客様ご自身が購入いただいた肉や魚

介類を持ち込める新プラン（予約制）をはじめ、家族や友人で楽しめる 4 つのプランから選

択できる。（リリース）  

[“新たな出会い”がテーマのショールーム型店舗「Meetz STORE」がオープン（4/29～）]  

4 月 29 日より髙島屋新宿店にてショールーミングストア「Meetz STORE」オープン。「食・

グルメ」「ジェンダーレスなライフスタイル」「ビューティー」などのテーマに沿った商品を提案。 

「Meetz STORE」は、トレンドに敏感なお客様を中心に商品との新しい出会いを楽しんでい

ただけるよう、百貨店にあまり品揃えしていない商品を中心に展開するショールーミングスト

ア。新型コロナウイルスの影響などで人々のライフスタイルが変化する中、生活者の購買行

動の変化に対応し、百貨店になじみのない若年層を含めた幅広いお客様との接点を創出し、

新しい価値を提供するためにオープンする。（リリース）  

 



【東武百貨店】 
[都内最大級のレストラン街スパイスに 3 店舗 NEW OPEN（4/21～）]  

東武百貨店池袋本店レストラン街スパイスでは、4 月 21 日に「純喫茶」、「火鍋」、「インド料

理」の 3 店舗がオープン。レストラン街全体の活性化につなげていく。 

昭和レトロな雰囲気と本格珈琲が味わえる純喫茶「但馬屋珈琲店」や、ヘルシーなラム肉と

白湯・麻辣 2 種類のスープが楽しめる中国火鍋専門店「小肥羊」、ビリヤニやインドカレーを

カジュアルに提供するインド料理専門店「ロイヤルココナッツガーデン」を新たに導入。お客

様からご要望の多かった純喫茶・火鍋・インド料理の 3 店舗を新たに展開することで、若い

世代の新しいお客様の来店を期待し、レストラン街全体の活性化につなげる。（リリース） 

[「開店 60周年記念 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催！（4/21～）]  

東武百貨店池袋本店は、4月 21日から 5月 10日まで、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北

海道展」を約 90店舗で開催。会期を前半と後半に分け、さまざまな切り口で展開する。 

今回は、東武百貨店池袋本店開店 60 周年を記念して、東武限定の弁当、惣菜、スイーツ 

を 20 日間で計 60 点以上ご用意。お客様に都内にいながら北海道気分を味わっていただ

きたい、北海道の生産者の方々を応援したいとの思いから開催する。（リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 
[大丸京都店 京の銘店が集うテイクアウト専門店「モザイク」オープン（4/15～）] 

老舗料亭や京町家おばんざい店、話題の中華料理店などから、お手軽にテイクアウトでき

る、オトナの為のおそう菜。各店が厳選吟味した、こだわりの味が揃う。 

先祖から受け継いだ味を残したい。コロナ禍に喘ぐ料理店と共に新たな取り組みができない

か？京料理店・二傳が発起人となり立ち上げた、京の食と人とを繋ぐプラットホーム

「mosaiQ」。お客様が自分の好きな料理を自由に選んで組み合わせ、自分だけの一食を作

る。京都の「食と食」、「食と消費者」を繋ぎ、「食のわがまま」で地域の食を支えるプラットホー

ム。その第一歩として、トライアル実店舗が期間限定オープン。（リリース） 

[松坂屋名古屋店 本館４階、南館地下２階改装オープン（4/6、4/13）] 

松坂屋名古屋店は、4 月 6 日、本館４階に新しい婦人服売場ゾーン「サロン・ド・グゥ」 をグ

ランドオープン。4月 13日には南館地下 2階に婦人靴 7ブランドがリニューアル。 

グランドオープンに先駆けオープンした３ブランドに加え、新たに４ブランドが加わり、合計７

つのインポートハイブランドを集積。4 月 13 日には南館地下２階に婦人靴７ブランドがリニュ

ーアルオープンするほか、３D計測機を使ってスキャンした足型データを基に AIがマッチし

た靴を提案するサロン「Soasalon matching your shoes」を新たにオープン。（リリース） 

[松坂屋名古屋店 東北６県物産展（4/6～）] 

みちのくの美味しいご当地グルメが大集合。松坂屋名古屋店は、東北のご当地グルメや工

芸品が一同に集まる東北６県物産展を開催。 

会場では初出店 6 店舗（食品５、工芸 1）を含む 57 店舗（食品 44、工芸 13）が出店。物産

展で人気のイートインコーナーでは、初出店の喜多方ラーメンの老舗をはじめ、その場で出

来立てを楽しめるヤギミルクのソフトクリームや抹茶の濃さが 6 種類から選べるジェラートが 

登場。（リリース） 

[大丸京都店 山田五郎さんと一緒に、ARTをもっと！（4/6～）] 

笑顔や生きるエネルギーを与えてくれるアートを多彩な内容でお届けする ART＠

DAIMARU。昨年以上にもっとアートに触れていただけるコンテンツをご用意。 

芸術や文化に造形の深い山田五郎さんによるアートを楽しむためのトークショーや全館クイ

ズラリー、 階段にまで!? アートが並ぶ全館をあげてのアートの祭典。山田五郎さんによる

「ART＠オトナの教養トークショー」開催の他、「ART＠全館クイズラリー30」「ART@階段ギャ

ラリー『上ル・下ル』」も展開。（リリース） 



[大丸札幌店 大丸・松坂屋の「エコフ」リサイクルキャンペーン 他（4/6～）] 

４月からの値上げ対策、衣替え、SDGs。どの切り口でも対応できるスターコンテンツ。札幌

店１２回目の実施。 

大丸・松坂屋のエコフは、環境に優しい ECO な活動を通じて、お客さまへの負担や地球へ

の負荷を OFF する「持続可能な参加型プロジェクト。今回も、衣料品・くつ・バッグなど幅広

いアイテムをブランド不問で回収する。大丸札幌店では、地球のために今できることを、一緒

に一歩ずつ実施する。他（リリース） 

[大丸札幌店 定番北海道土産＆シン・北海道ミヤゲ、GW よくばりグルメ特集他（4/27～）] 

日本全国で愛され続ける「北海道の定番土産菓子」と、ここ数年で新たに定着しつつある

「シン北海道ミヤゲ菓子」が揃い踏み。同期間、「GW よくばりグルメ特集」も開催。 

お客様に「定番北海道土産」or「シン・北海道ミヤゲ」でお土産としておすすめの方に投票い

ただき、人気度をチェック。「GW よくばりグルメ特集」では、さまざまなニーズに合わせた「肉

グルメ」と「魚グルメ」をご用意。人気グルメをリサーチする。他（リリース） 

 

【小田急百貨店】 
[普段使いできるゴルフウエア紹介]  

小田急百貨店新宿店は、ゴルフウエア売場を本館 6 階に移設、リニューアルオープン。ゴ

ルフ愛好家だけでなく、幅広い女性の関心を集める注目のウエアをご紹介。 

3 密にならないスポーツとして、コロナ禍で人気を集めているゴルフ。近年のコロナ禍におけ

るプレースタイルの変化に伴い、普段着としても着られる汎用性の高いデザインや、街中に

も溶け込みやすいベージュ、白、ネイビーといったアースカラーの人気も高まっている。”着

回しのしやすさも注目されており、スポーツミックスコーデも楽しめる。（リリース） 

[おうち時間の充実で、注目高まる北欧のアイテムがずらり。「北欧屋台」開催（4/20～）]  

小田急百貨店新宿店では、北欧のアイテムを展開する「北欧屋台」を開催。3 回目となる今

回は、個性豊かな北欧雑貨をはじめ、様々な人気アイテムを展開。 

コロナ禍での“おうち時間”が増え、家で過ごす時間が長い北欧のライフスタイルが注目され

ており、インテリアやリビング用品など北欧アイテムへの関心が広がっている。今回は会場で

楽しんでいただける企画として、フィンランドでの過ごし方を紹介するトークイベントや、関東

の「北欧屋台」では初開催となる「北欧ファブリックパネル受注会」を実施。（リリース） 

[「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」開催（4/13～）]  

小田急百貨店新宿店では、『トイ・ストーリー』など PIXAR の人気キャラクターアイテムが大

集合した新 POPUP イベント「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」を初開催。 

イベントでは、限定商品のほか、バッグやタオル、マグカップ、文具、アパレルなど豊富な 

PIXAR グッズを展開。また、サステナブルやエコをテーマにしたディズニーアイテムを展開

する 「Disney FRIEND OF NATURE POP UP STORE by Small Planet」を同時開催。

（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 
[伊勢丹新宿店の洋菓子に NEWショップ 3ブランドがオープン（3/23、3/30）]  

「カフェ エ シュクレ」(洋菓子)に＜パレスホテル東京スイーツブティック＞＜ラ・ノスタルジ

ー＞＜ガスタ＞が登場。 

3 月 30 日から、本館地下１階食料品の洋菓子エリアに＜ラ・ノスタルジー＞と＜ガスタ＞が

オープン。3月 23日には＜パレスホテル東京スイーツブティック＞がオープン。伊勢丹新宿

店限定商品も多数ご用意している。（リリース） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002148.000008372.html 

 

 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002148.000008372.html


[「三越劇場“PREMIUM CONCERT”vol.19&20～イタリア映画音楽の魅力～」（5/1）]  

「三越イタリアフェア」に合わせ、「三越劇場“PREMIUM CONCERT” vol.19&20 ～イ

タリア映画音楽の魅力～」と題したオーケストラコンサートを 5月 1日に開催。 

三越劇場が 3 年ぶりに再開。4 月 27 日から 5 月 10 日まで日本橋三越本店本館・新館各

階で開催する「三越イタリアフェア」に合わせて、「三越劇場“PREMIUM CONCERT” 

vol.19&20 ～イタリア映画音楽の魅力～」と題したオーケストラコンサートを 5 月 1 日に開

催する。（リリース） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002152.000008372.html  

[「アートアクアリウム美術館 GINZA」銀座三越に 2022年 5月 3日オープン」（5/3～）]  

銀座三越新館 8 階に「アートアクアリウム美術館 GINZA」オープン。独自にデザインした

アクアリウムに金魚が美しく舞い、光・音・香のオリジナル演出で魅せる金魚アートの展覧会。 

アートアクアリウムは、アート、デザイン、エンターテインメントとアクアリウムを融合させ、唯一

無二のアート分野を確立させた新しい展覧会。今回のテーマは「百華繚乱〜進化するアー

ト〜」、年間を通して四季折々の体験を楽しんでいただける。史上初の試みである、他の分

野で活躍するアーティストとのコラボレーションなど、これまでにない新たなアートアクアリウム

が展開される。（リリース）  https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002169.000008372.html 

 

【京王百貨店】 
[「リペア＆リフォーム フェア～For EARTH DAY 4.22～」開催（～4/27）]  

4 月 22 日は地球環境について考え行動する日「アースデイ」。京王百貨店新宿店では、

4月 27日までの期間、各階対象売場にて「リペア＆リフォームフェア」を開催。 

期間中、靴や衣料品をはじめ時計、ジュエリーなど既存のリペア・リフォームサービスに加え、 

環境保護につながるイベントやサービスを実施。廃棄衣料をアップサイクルした雑貨など 

「サステナブル」をキーワードにした期間限定ショップも登場する。（リリース） 

 

【松屋】 
[「BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」開催（4/27～）]  

松屋銀座では、4月 27日から 14日間、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する全館

プロモーション「BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」を開催する。 

３回目となる今回は「循環」がテーマ。大量生産や廃棄など経済のあり方が見直される今、

資源を循環させる“サーキュラーエコノミー”への転換が求められている。「循環」をテーマに、

資源を無駄にしないモノづくりに取り組んでいる商品や、３R につながるアクションを紹介。さ

らに、日本の各地域の資源や伝統を活用したモノづくりを紹介することで地域共創にも取り

組むなど、あらゆる観点から、地球や社会の未来を考える 14日間。（リリース） 

[松屋銀座の「母の日ギフト」（4/20～、オンライン 5/3～）]  

松屋銀座では、「心も満たされるちょっとした贅沢」をテーマに母の日ギフトを取揃える。一

緒に過ごす母の日を彩る限定スイーツや、贈り方を意識したサステナブルな商品を提案。 

◇母の日スイーツ（お母様とご一緒に）、◇サステナブルな贈りもの（環境や社会に配慮した

ギフト）、◇オンラインストアで送料無料（人気のギフトをお届け） 

◆松屋銀座 各階 4月 20日～5月 8日◆松屋オンラインストア 5月 3日午後 5時まで（リ

リース） https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022 

[2022年「母の日」に関する意識調査]  

松屋銀座では、メールマガジン会員を対象に母の日に関するアンケート調査を実施。ギフ

トアイテムやプレゼントの平均予算、購入のポイントなどを調査。 

調査結果（抜粋）：プレゼントの平均予算は１万円超に回復。母の日ギフトに贈りたいアイテ

ムは、定番の「花」「お菓子」に続いて「贅沢おうちごはん」。昨今のイエナカ関連の充実と、 

旅行に行かないお金を「美味しい食事」に回す傾向の他、最近人気の「高級な冷凍食品」の

需要も見られた。（リリース）                                     以上 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002152.000008372.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002169.000008372.html
https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022


２０２２年３月２５日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

百貨店初、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」締結のお知らせ 

 
エイチ・ツー・オー リテイリンググループの株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区、山口俊比古社長）

は３月３１日、環境省と「国立公園オフィシャルパートナーシップ」※1を締結します。百貨店業界として

は初のパートナーシップ締結となります。 

同社は２０２０年から、岡山県真庭市にある大山隠岐国立公園（蒜山高原）をブランド化する取り組み

「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ（グリーナブル）」※2 を同市と協業で進めており、その活動が評価されたことが、 

環境省とのパートナーシップ締結につながりました。将来的には、大山隠岐国立公園にとどまらず、国立

公園が所在する他地域の自治体とも連携を図り、ＧＲＥＥＮａｂｌｅの活動をさらに拡げていきます。  

また、２０２３年には、同社旗艦店である阪急うめだ本店（大阪市北区）に、自然共生をテーマとした   

フロアを開設する予定で、今回の協定を活かし、自然と共生する「楽しさ」や「洗練された価値ある時間

の過ごし方」を都心から提案していきます。 

エイチ・ツー・オー リテイリンググループは２０２１年、「サステナビリティ経営方針」を打ち出し、

その中で“地域の「絆」を深める”“豊かな「地域の自然」を守り、引き継ぐ”ことを掲げています。環境

省とのパートナーシップ締結は、ＧＲＥＥＮａｂｌｅの取り組みをさらに前進させるものです。 

 

【締結内容】 
 
＜締結日＞ 

 ２０２２年３月３１日  
＜取り組み内容＞ 

阪急阪神百貨店が以下の事項を実施します。 

（１）観光文化発信拠点施設「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ ＨＩＲＵＺＥＮ（ひるぜん）」における各種

企業と連携した国立公園における商品・サービス・体験の開発支援を通じた国立公園への

誘客促進。 

（２）阪急うめだ本店に開設予定のフロアにおいて大山隠岐国立公園の魅力をＧＲＥＥＮａｂｌｅ

の体験メニュー等を通して提案することで、国立公園の認知拡大・理解促進・誘客促進を

行う。将来的には、他の国立公園が所在する地方の関係自治体とも連携し、取り組みの  

拡大を目指す。  
＜協定の有効期限＞ 

 ２０２５年１２月３１日 

 

 環境省も同日にリリースしています。詳しくはこちらをご覧ください。 

 http://www.env.go.jp/press/110800.html 

 

※１：環境省と企業・団体が相互に協力のうえ、国立公園の魅力を発信し 

国立公園利用者の拡大を図ることで、人々の環境保全への理解を 

深めるとともに、地域の活性化につなげる取り組みです。 

http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/#partner 

※２：「自然共生と洗練」をコンセプトにしたブランド名称です。真庭市が大山隠岐国立公園近接地に設立した建築家 

隈研吾氏設計の施設「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ ＨＩＲＵＺＥＮ」を拠点として、同社が培ってきた感性と、地方が

持つ豊かな自然や文化を組み合わせた新たな価値を伴う「自然と共生する暮らし」を提供するコンテンツ開発

支援を、「地方と都市」「産・官・学」など業界・業態を超えた共創により行っています。 
 
 

  

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部   ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１    

 

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

http://www.env.go.jp/press/110800.html
http://www.env.go.jp/nature/mankitsu-project/#partner


＜ご参考＞ 

◆「ＧＲＥＥＮａｂｌｅ ＨＩＲＵＺＥＮ」概要 

次の４つの要素で構成する観光拠点施設 

①中核となる象徴的建築物「ＣＬＴパビリオン」 

②隈研吾氏の建築作品をはじめとする現代アートを展示する 

「ミュージアム」 

③蒜山の観光情報の発信と自然・文化資源を生かした体験メニューの 

 提供を行う「ビジターセンター」、「ショップ」 

④低環境負荷の移動手段である自転車を活用した滞在・周遊型観光、 

 自転車文化の発信の拠点である「サイクリングセンター」 

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

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

 

◆阪急阪神百貨店のこれまでの取り組み例 ～連携と共創～ 

＜ＧＲＥＥＮａｂｌｅブランドの商品開発＞ 

・地域事業者との伴走型連携 

 同社が持つ都市型小売店の知見と、地域に受け継がれる産業をＧＲＥＥ 

Ｎａｂｌｅの理念でつなぎ、日本酒、味噌、酢、地ビールなど、新しい 

価値を伴った商品をともに開発しました。 

             

 ・真庭市の南端と北端の連携創出 

真庭市は市町村合併によって東京２３区の約１.３倍と広大。特に北端と南端 

は自治体内としては遠距離ですが、今回のＧＲＥＥＮａｂｌｅのコンセプト 

に合致した商品を百貨店のフード担当者とともに開発した取り組みでは、 

「北端」である蒜山のチーズ工房で出る副産物のホエイを、「南端」落合の 

ジェラート工房で活かす連携を作ることにより、地域内循環を加速しました。 

 

 

 

 ＜産・官・学の連携＞ 

２０２２年 1 月に真庭市が「蒜山自然再生協議 

会」を発足。同組織は研究と講演のみに

とどまっていた先例とは異なり、実際に保護・

保全活動を実装するために「産官学」多様な  

構成で作られました。鳥取大学教授を会長に、

岡山理科大学研究者、自治体、地域住民、そして百貨店担当者を協議員とし、エコツーリズムの実現で「利用と

保全」を目指します。 

 

 その他にも、複数のクリエーターと連携し、加工食品の廃棄物を染料とする生地メーカーなどのコラボ商品の開発 

や、阪神梅田本店で真庭の発酵食品イベントを実施、店頭・ＳＮＳを通じた情報発信なども行っています。 

①ＣＬＴパビリオン「風の葉」 

🄫川澄・小林研二写真事務所 

協業により商品化したホエイジェラート 

※ホエイと姫レモン（左）、ホエイとミルク（右）の 2 種を阪神梅田本店グランドオープン企画 

「アイスクリームピクニック」にて販売します。（8 階催事場、4 月 6 日～11 日） 

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


◆エイチ・ツー・オー リテイリンググループの「サステナビリティ経営方針」 

＜サステナビリティ経営の取り組み＞ 

 エイチ・ツー・オー リテイリンググループでは、「地域住民への生活モデルの提供を通して、地域社会になくて

はならない存在であり続けること」を経営理念としており、 地域のみなさまとのつながりは、グループにとって

大切な財産です。私たちはこれまで地域社会から多くの恩恵を受けることで成長してきました。今後も地域の  

一員として、地域社会の健全で持続的な発展に貢献します。２０２１年より「地域社会への貢献」を柱にした   

３つの重点テーマと２つの基本テーマをグループの「重要課題（マテリアリティ）」と位置づけ取り組みを推進 

しています。 

 

上記テーマの各取り組み詳細については、「統合レポート２０２１」をご覧ください。 

https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/ir/library/report/main/09/teaserItems2/00/linkList/0/link/IntegratedReport2021_all_A3A4.pdf 

  

https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/ir/library/report/main/09/teaserItems2/00/linkList/0/link/IntegratedReport2021_all_A3A4.pdf


２０２２年３月２９日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

  

「川西阪急」がエコマークを取得し、 

当社の食品を扱う店舗として初めてエコストアに認定！ 
 

株式会社阪急阪神百貨店（本社・大阪市北区、山口俊比古社長）が運営する「川西阪急」が、公益

財団法人日本環境協会が制定するエコマーク「小売店舗向け」の認定基準をクリアし、2022年 3月 25

日に認定を受けましたのでお知らせいたします。同社としては、2021 年 3 月の「阪急メンズ大阪」、

同年 12 月の「阪急メンズ東京」に続き、３店舗目の認定で、同社の食品を扱う店舗としては初の認

定です。 

エコマークは、様々な商品（製品・およびサービス）の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフ

サイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境

ラベルです。今回、川西阪急はエコマーク「小売店舗向け」を取得し、環境配慮型商品の品揃えや店

舗運営に取り組むとともに、お客様と一体となって環境配慮活動を推進しているお店（エコストア）

として認められました。 

 川西阪急では、今後も環境にやさしいお店として、従業員一同、環境に配慮した取り組みを推進し

てまいります。 

 

◎ エコマーク「小売店舗 Version 2.1」 
 
認定番号：第 21 501 002 号 
 

認定日 ：2022 年 3 月 25日（金） 
 
川西阪急での環境への取り組み活動一例： 
 

＜ お客様向け ＞ 

・環境に配慮したライフスタイルを提案するイベントの 

定期的な開催 

・環境配慮型商品の取扱い 

・トレーや牛乳パックなど使用済み容器包装の店頭回収 
 

＜ 従業員向け ＞ 

・社内版「脱炭素チャレンジカップ」を開催するなど 

従業員参加型の啓発活動の実施 

・廃棄物の分別収集とリサイクルへの積極的な取り組み 

      ・従業員用掲示板を活用した環境データの周知 

   

（ご参考）●川西阪急 

住所・電話番号 兵庫県川西市栄町 26番 1 号 072-7575-1231（代表） 

営業時間    午前 10 時～午後 8 時（1 階～4 階は午後 7時まで） 

                ※営業時間は、変更になる場合がございます。 

       ホームページ  https://www.hankyu-dept.co.jp/kawanishi/ 
 

●公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 

ホームページ  https://www.ecomark.jp/ 
 

  

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１  

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

https://www.hankyu-dept.co.jp/kawanishi/
https://www.ecomark.jp/


２０２２年２月２５日 

報道関係各位 

 
 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

株式会社阪急阪神百貨店 
 

 

阪神梅田本店のグランドオープン、４月６日(水)に決定！ 
 

阪神梅田本店は、２０１４年秋から「阪神梅田本店建て替え計画」をスタートし、２０１８年４月にⅠ期棟

が竣工、２０２１年１０月の「建て替え先行オープン」、同年１２月の「１階～９階建て替えフルオープン」と

段階的にリニューアルオープンしてきました。 

いよいよ、圧倒的な品揃えと専門性、日本一の王道デパ地下「阪神食品館」が完成、ストアコンセプト

「毎日が幸せになる百貨店」を目指し、４月６日（水）全館グランドオープンを迎えます。 

 

【店舗全体の概要】 

名称：阪神梅田本店 

所在地：大阪市北区梅田１丁目１３番１３号 

営業フロア：地下２階～地上９階 

売場面積：５３，０００㎡ 

売上目標：７３０億円（２０２２年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各フロアの詳細はデジタルパンフレットをご覧ください。 

https://www.hanshin-dept.jp/dept/digi_p/grand_opening/ 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社阪急阪神百貨店 阪神梅田本店 宣伝広報部 ＴＥＬ： ０６－６３４５－１８２３ 

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

左：約１００ｍの洋菓子ストリート  

右上：“パッとサッと”買える惣菜売場「コンビニデリカ」、右下：２月２６日（土）にオープンする南西側地階エントランス 

https://www.hanshin-dept.jp/dept/digi_p/grand_opening/


2022/04/06

大人気の物産催事！春といえばやっぱりコレ！

「春の北海道物産大会」
4月13日（水）〜25日（月）／9階催場　※4月19日（火）と催し最終日は午後6時終了

2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、この2年間で春と秋合せて年間4回開催す

る予定が、2回の開催となってしまった、阪急うめだ本店で屈指の人気を誇る「北海道物産大会」。

今回、そんな2年分を一気に楽しんで頂こうと、前半・後半でテーマを分けて13日間のロングラン開催と

なりました！北海道ならではの旬の食材を使用した海鮮やスイーツ、豪華お弁当まで春の北海道が満

喫できる約60店舗、900種類が集結。ぜひ、ご取材ください！
※一部、道外で生産、または他県産の原材料を使用した商品がございます。

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

■“北海道といえば”外せない、間違いなし！おすすめの逸品をご紹介します！
・「麺処まるはＲＩＳＥ(ライズ)」

特製濃厚はまぐり塩（1人前）1,380円［各日限定300］

激戦区の札幌では、こってり系ラーメンが多いなか、地元でも珍

しい貝出汁のあっさりとしたスープが楽しめる“最後まで飲み干

す”がコンセプトのラーメン店が登場。今回、阪急がオーダーした

限定ラーメンは、通常のチャーシューに角切りチャーシューの肉

厚な食感をプラス。貝出汁スープには、はまぐりエキスを足して

あっさりの中にもコクを出し、さらにあっさりするようレモンの酸味

をアクセントに加えた、“何杯でも飲み干せる”究極ラーメン。喉越

しの良い、プリプリもちもちとした食感のストレート細麺との相性も

抜群です。

※4月19日（火）まで販売。

「肴や一蓮 蔵」

ぼたん海老 海鮮七種豪快盛弁当

（1人前）2,430円［各日限定150］

※4月19日（火）までの販売

「じゃがいもＨＯＵＳＥ」

道産ホタテのトマトクリームコロッケ

（1個）486円［各日限定200］

※4月19日（火）までの販売

「小樽洋菓子舗ルタオ」

北海道いちごとベイクドチーズのタルト

（1個）486円［各日限定700］

※4月19日（火）までの販売



〇食のスペシャリストが厳選。「北のハイグレード食品」リアルショップが開店

北海道の食の魅力の発信と販路拡大を目指して2010年にスタートしたプロジェクトが「北のハイグレード

食品」。加工食品から、シェフやバイヤーなど、北海道の食のサポーターが選んだお墨付きの逸品で

す。普段はそれぞれの店舗で販売されているので、一堂にあつまるこの機会は見逃せません！

「エーデルワイスファーム」

薪・炭火仕上げロースハム

（500ｇ）5,701円

「十勝プライド」

ラクレットチーズ（150ｇ）1,080円

「まつもと牧場/Loving cows」

こぶ黒ハンバーグ（120ｇ）702円

※4月19日（火）まで販売

〇広報担当者一押し！これがあれば、お茶碗何杯でも食べられるおすすめの“ご飯の友”

「鮭匠ふじい」

大将鮭・いくら・ほたて・花咲蟹の

海鮮パック（1人前、160ｇ）

1,620円［各日限定50］

「布目」

北海道産 生ほたて蒸しうに和え

（100ｇ）2,160円［限定50kg］

「丸鮮道場水産」

ほんのり焼きたらこ（120ｇ）648円

※4月19日（火）まで販売

■公式YouTubeチャンネルHankyu_PR_Channelにて「春の北海道物産大会」公開中！
阪急うめだ本店 広報担当米田が、「春の北海道物産大会」担当

者と、実際に商品を試食しながら、商品の魅力をリポート！

しています。ご参考にご覧ください。

チャンネル名:Hankyu_PR_Channel https://bit.ly/3gZuU8a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

https://bit.ly/3gZuU8a


 

                                             2022/04/014

自然の中で楽しむニューヨーカーらしい夏の暮らし！ 

「ニューヨークフェア2022」 
4月27日（水）～5月2日（月） ９階催場・祝祭広場  

 

阪急うめだ本店の人気海外フェア「ニューヨークフェア」。コロナ禍の影響で3年ぶり10回目の開催。 

今回は、トレンドの発信地でもあるニューヨークから元気を届けたいという想いから、“気分はピンクフ

ル！”をテーマに、自然の中で親しい人と楽しむニューヨーカーらしい夏の暮らしを紹介。自由でハイ

センスなグルメやワイン、ファッションアイテムなど約１００店舗が集結します。 
 ※一部他国で生産、または他国産の原材料を使用した商品がございます。※諸事情により、出店が中止になる場合がございます。 

※実演者の来日はございません。 

■ガバナーズ島で毎年開催されるＮ.Ｙ.流サマーライフ“ピンクニック”の楽しみ方 

○昨今、ニューヨークの若者にピンクが受けていること背景にロゼワインブームがあります。そのロゼワ

インブームをきっかけに、ピンク色ファッションとピンク色の飲み物をテーマにした「ロゼワインでピンク

ニック」というイベントが人気で2019年には2日で12千人以上が来場。阪急うめだ本店祝祭広場では、

現地の雰囲気を感じられる売場を再現致します。

 

ニューヨーカーが夏にこぞって訪れる 

避暑地、ロングアイランド。フランスの 

ボルドー地方と良く似た気候のため 

ワインの銘醸地として有名。 

「N.Y.ワインショップ」 

左：ポーマノック バン ロゼ（甘口750ｍｌ）

4,840円、中：ファイヤーフライロゼ2020 

（750ml)4,290円、右：レンツワイナリーブ

ランノワール（辛口750ｍｌ）5,280円 

 

 

アメリカ合衆国でもっとも古いチョコレー

ト製造会社。タイムズスクエアにある 

店舗で販売されるチョコレートシェイクや

本イベント限定のシェイクを紹介。 

「ハーシーチョコレート」 

ストロベリーパフェ 

（1杯）990円 

日本人女性シェフのチカティルマンが 

オーナーのデザートバーとしてN.Y.の人

気グルメサイトでも注目を集めるお店。ス

イーツはどれも繊細でモダンな味わい。

今回のための限定ドーナツ 

「チカリシャスＮＹアマリージュ」 

ルビーシュー 

（1個）751円 

 

 

ニューヨークを拠点にボーンチャイナを

展開する“Twig New York”をはじめ、華

やかにテーブルを彩るアイテムを紹介。 

「BloomingHome」 

ケーキプレート（2枚セット）7,201円 

マグカップ（2個セット）6,600円 

カトラリー（2本セット）2,801円 

プレイスマット（1枚）5,500円

 

 

 

ブルックリンに拠点をおくホームデコ 

レーションブランド。ポップなファブリッ

ク雑貨でおうち時間をより豊かに、楽し

くします。 

「CALHOUN & CO.」 

ラグ（サイズ約127×162ｃｍ） 

26,400円 

 

 

 

 

ニューヨークのセレクトショップ。カゴバッグ

にラグ、毛布などピクニックには欠かせない

アイテムを紹介。 

「Caminito」 

カゴバッグ 11,880円



■バイヤー一押し！今回だけの特別コラボ企画！

「アクメスモークドフィッシュ」☓「ケポベーグルズ」 

ニューヨークで有名な老舗スモークフィッシュ専門メーカー「アクメス

モークドフィッシュ」。ニューヨークにある高級店で提供されるスモーク

サーモンの大半を提供しています。「ケポベーグルズ」は東京北沢に

あるお店で、和ベーグルやNYベーグルなどを提供するベーグル専

門店の「ポケベーグル」の山内さんにNYスタイルのベーグル作りの協

力を得て、本イベントの限定ベーグルサンドを提供。 

  ベーグル･アンド・ロックス（ベーグルサンド）（1個）1,188円 

 

 

■ニューヨークといえばこれ！

2009年にニューヨークで創業。“体

にやさしくおいしいグルメバーガ

ー”として圧倒的な支持を得て、た

ちまち評判に。今回は定番メニュ

ーやフェア限定のボリューム満点

バーガーなどが登場。 

「ベアバーガー」 

アメリカンＢＢＱ 1,730円 

[阪急ニューヨークフェア限定] 

最上グレードのプライムビーフで仕上

げたローストビーフや熟成肉のステー

キが人気。 

「ベンジャミンステーキハウス」 

熟成カービングステーキセット 

（150ｇ、サラダ・パン付き））3,801円 

熟成サーロインステーキセット 

（250ｇ、サラダ・パン付き）9,800円

オーナー夫妻のルーツを反映し

た、“南アフリカに住んでいるユダ

ヤ系のおばあちゃんが作る料理

店”がコンセプト。パウンドケーキ

のようなあったかスイーツ。 

「ジャックスワイフフリーダ」 

ノームズのマルヴァプディング 

（1人前）901円 

 

 

NYの４つ星レストランや高級ホテルに

提供され地元では運搬トラックの猫の

イラストも有名。 

「トムキャットベーカリー」 

パン各種 240円～ 

 

 

 

その他、クリエーターの個性が光るファッションアイテムなど、詳しくはホームページでご確認ください。

ファッション  https://onl.sc/U6CiGak

フード https://onl.sc/1QrNAig 

 

またYouTube“阪急うめだ本店催しチャンネル”にて、ニューヨークワインとスモークサーモンを紹介！ 

・今注目！ニューヨークワイン ロングアイランドからお届け「LENZ WINERY」 https://youtu.be/0JkGOzTXflU 

・絶品！老舗のスモークサーモン！NewYorkベーグル https://youtu.be/sUX86CI31ZI 
 

 

 

【お問合せ先】 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onl.sc/U6CiGak%0c
https://onl.sc/U6CiGak%0c
https://onl.sc/1QrNAig
https://youtu.be/0JkGOzTXflU
https://youtu.be/sUX86CI31ZI
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関心の高まるアートをもっと身近に 

百貨店ならではの多様な接点を提案 
 

そごう・西武はコロナ禍の影響などで関心の高まったアートをもっと身近に感じてもらう取り組みとして、年間を通してクリ

エーターとのタイアップ企画を実施。４月からはイフクカズヒコ氏を起用して店頭装飾・ＷＥＢバナーデザインの他、クリエータ

ーデザインのオーダー商品受注会や直接交流ができる似顔絵イベントも開催。アート作品の販売だけにとどまらない、百

貨店だから可能となる多様な形でのアートとの接点を創出します。また百貨店という様々な方がお越しになる場で提案す

ることでアートとの新たな出会いの機会を提供いたします。 
 
概 要 
■会期：４月５日（火）～５月２日（月） ※店舗によって会期が異なります。 

■展開店舗：そごう・西武７店舗 ※西武渋谷店・西武所沢Ｓ.Ｃ.・西武東戸塚Ｓ.Ｃ.除く 

■イベント情報 URL：https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/kazuhikoifuku202204.html  

■特設サイト URL https://www.sogo-seibu.jp/sustainability/ ※４月１５日（金）より公開 

■西武・そごうのショッピングサイト e.デパート会期：４月１５日（金）～６月１９日（日） 

ＵＲＬ：https://edepart.omni7.jp/fair/ifukukazuhiko 

■店頭とＷＥＢでクリエーターデザインのビジュアルを使用 

イフクカズヒコ氏デザインのビジュアルを４月からの企画で使用。各店舗の店頭ではショーウィンドウやＰＯＰなど
で活用するほか、ＷＥＢバナーでも使用します。また今後は母の日や父の日のデザインも予定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

■クリエーターと直接交流ができる似顔絵イベント 

西武池袋本店とそごう横浜店ではお客さまの似顔絵を直接その場で描くライブ 
イベントを実施。直接会う機会の少ないクリエーターと直接交流できる機会を 
提供いたします。 
 
 
 

＜４月から使用するビジュアル（一例）＞ 

イフクカズヒコ 
１９７９年生まれ。福岡在住のイラストレーター。

カラフルな色彩とちからの抜けた線が特徴。人々

の日常の生活の中に少しのユーモアと非日常的

な要素を足しながら、遊び心にあふれた楽しげな

世界感を描く。広告、雑誌、パッケージデザイン、

アパレルなど、幅広く活躍しているほか、壁画など

の大型作品も多く手がけている。 

・会期：西武池袋本店 ４月３０日（土） そごう横浜店 ５月１日（日） ※各日午前１１時～午後５時 

・各日１０名さま ※事前予約制 ・参加費１人２，２００円 ２人３，３００円 

 

  

〈似顔絵イメージ〉 

＜店頭装飾での使用例＞ 

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/topics/page/kazuhikoifuku202204.html
https://www.sogo-seibu.jp/sustainability/
https://edepart.omni7.jp/fair/ifukukazuhiko


 

■西武・そごう限定柄 オーダー晴雨兼用傘受注販売会 

西武池袋本店とそごう横浜店および西武・そごうのショッピングサイト e.デパートにおいてイフクカズヒコ氏が西
武・そごうのキャンペーンビジュアルとして描いた４点の作品をもとにデザインした１０種類の柄の晴雨兼用傘の
受注販売を開催。その中の４種類の柄については数量限定で e.デパートでの即売も実施します。 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
〈「イフクカズヒコ」西武・そごう限定柄クリアファイルプレゼント〉 
イフクカズヒコ氏のビジュアルを使用した晴雨兼用傘をご購入いただいた方、 
先着１５０名さま（対象店舗総計）に、西武・そごう限定柄クリアファイルを 
プレゼントいたします。 
※なくなり次第終了。 
 
 
 

■ｅ.デパート限定開催「イフクカズヒコ」ＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰ 

イフクカズヒコ氏のアートを、Ｔシャツや缶バッチ、ポストカードでお楽しみいただけます。 
 
【商品一例】 
Ｔシャツ ３,３００円／マグカップ １,６５０円／ポストカード（７点セット） １,５４０円／缶バッチ（８個セット）２,２００円 
 
 
 
 
 
 
 

※本リリースの掲載画像はイメージ。価格は税込みです 

＜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：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

〈柄の一例〉 

・受注期間：西武池袋本店＝４月１５日（金）～５月１０日（火） 

そごう横浜店＝４月１５日（金）～５月９日（月） 

e.デパート＝４月１５日（金）～６月１９日（日） 

・晴雨兼用傘＝柄の種類：１０種類 折畳み５５㎝・ショート５０㎝の２タイプ 

・価格：９,９００円  ・商品お渡し：ご注文から約１か月後 

※e.デパートでは４月１５日（金）午前１０時から販売 

 （折畳み５５㎝のうち４種類を数量限定で即売） 
 

 

 



 

 
   

 
 

年々盛りあがる“ラン活” 

時代の変化、ニーズに合わせた提案 

そごう・西武のランドセル２０２３ 
そごう・西武各店では、４月１日（金）より２０２３年度のランドセルの販売をスタートいたします。西武・そごう限定品や、

お子さまに毎年人気のブランドの他、タブレット普及や教科書のページ数増加などによるランドセルの重量化問題にも  

対応して、軽量・負担軽減・伸縮大容量といった機能性ランドセルなど、様々なランドセルを提案いたします。 

コロナ禍以降のラン活は、売場の人数制限や時間制限などで従来のようにご家族みんなでじっくりと選ぶのが

難しい状況となっていました。そこで今年は、ランドセル商戦の最大ピーク期であるゴールデンウイークに    

あわせて、西武池袋本店とそごう横浜店では、拠点を増やして売場を前年よりも拡大し、品ぞろえを通常の約２倍

に増幅して展開いたします。コロナ禍でも「ランドセルを実際に見て、背負って比較したい」というお客さまの   

ニーズにお応えいたします。また、ランドセル特設サイトでは、ご自宅でも親子で楽しくランドセルをお選び頂ける、  

「ランドセル選びチャート」や、ランドセルアドバイザーが答えるＱ＆Ａ、先輩ママ・パパに聞いたランドセル選びのリアルな  

意見を掲載するなど、盛りあがるランドセル商戦に対応いたします。 
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【展開概要】 

■会期：４月１日（金）～２０２３年３月３１日（金） ※店舗によって会期はことなります。 

■店舗：西武東戸塚Ｓ.Ｃ.を除くそごう・西武９店舗 

■ランドセル特設サイト：https://www.sogo-seibu.jp/randoseru/ 

■西武・そごうのショッピングサイト e.デパート：https://edepart.omni7.jp/basic/a06040000 

※会期、展開場所は店舗によって異なります。詳しくは各店のＨＰをご確認ください。 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 

＜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：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【商品一例】 

●西武・そごうセレクト 

こども服のバイヤーがセレクトした、ずっと使い続けていただける、 

ベーシックなランドセルや、西武・そごう限定品などをご紹介いたします。 

写真①）ジュエルスター／スターシエル／85,800 円（西武・そごう限定） 
 
●人気ブランド 

アナ スイ・ミニやポロ ラルフ ローレン、メゾ ピアノ、ナイキなど、 

毎年お子さまに人気のブランドを取りそろえました。 

写真②）アナ スイ・ミニ／クラシックフローラル／97,900 円 
 
●機能性ランドセル 

タブレットが収納できるポッケ付きのものや軽くて傷に強いもの、お子さま

の身体への負担を軽減する身体にフィットするランドセルなど、様々な

機能性ランドセルをご紹介いたします。 

写真③）ロイヤルコレクション／ビビッドピンク×パールピンク／69,300 円 
 
●職人の伝統と最先端の技 

約７０年の歴史を持つ工房「萬勇鞄」の職人が、伝統の技と最先端

の技術を駆使して作りあげる「市川鞄広」のランドセル。素材チェック 

から組み立てまで、見えない部分にも目を配り、丈夫で使いやすい     

ランドセルです。 

写真④）トラディション／グリーン×ブラウン／74,800 円 

①  ② 

③ ④ 

https://www.sogo-seibu.jp/randoseru/
https://edepart.omni7.jp/basic/a06040000


 

 

 

 

 

 
 
 

                

＜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：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【ランドセル受注会】 

西武池袋本店とそごう横浜店では、ランドセル売場の他に、特設会場を設けるなど会場を拡大してランドセルを 

展開いたします。これによりランドセルの品ぞろえが通常の約２倍となります。また、百貨店ならではのサービスも  

充実させ、ご家族で納得してランドセルをお選びいただけます。 
 
[会期] 

西武池袋本店：４月２０日（水）～２６日（火）＝別館２階西武ギャラリー 

そごう横浜店：４月２９日（金・祝）～５月５日（木・祝）＝８階ランドセル特設売場 
 

受注会場のサービス 

① 専門人材“ランドセルアドバイザー” 

悩みを解消する専門人材として、ランドセルアドバイザーがランドセル選びのお手伝いいたします。 

（西武池袋本店：４名／そごう横浜店：４名）※ランドセルアドバイザーが不在の場合もございます。 
 
② 体感できる売場 

ランドセルに入れる教材などの重さに相当する重りを実際にランドセルに入れて、重さを体感できます。 
 
③ ご家族でお楽しみいただけるフォトスポット 

会場のフォトスポットでは、ランドセルを背負って登校するイメージをしながら写真撮影ができます。 

 

【お子さまと一緒にできる社会貢献活動】 

各店のこども服売場では、ご使用にならなくなったこども靴を回収する「こども靴 

下取りコーナー」がございます。下取りのこども靴１点につき、ランドセルの購入にも 

ご使用いただける「５００円割引券」とお引換えします。 

※西武所沢Ｓ.Ｃ.、西武東戸塚Ｓ.Ｃ.では実施しておりません。 
 
■こども靴下取りサービスについて詳しくはこちら 
https://www.sogo-seibu.jp/kodomogutsu_houkoku/ 

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


 

 
   

 
 

ＥＣサイト受注前比約１１５％と好調 

そごう・西武各店で母の日ギフト展開 
そごう・西武では、各店で母の日ギフトにおすすめのアイテムを展開しております。店頭に先がけてスタートしている   

西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」では、お花とスイーツのセットや母の日限定祝膳、人気店の洋菓子などが  

人気で、受注実績が３月末時点で前年比約１１５％と好調に推移しています。 

店頭ではイラストレーターイフクカズヒコ氏が描きおろしたオリジナルデザインを、装飾やキービジュアルで展開。      

また、「イフクカズヒコ」デザインの西武・そごう限定柄オーダー晴雨兼用傘の受注販売会や、イフクカズヒコ氏が描く似顔絵

イベントなど、母の日ギフトにおすすめのイベントも開催いたします。イフクカズヒコ氏の、鮮やかな色合いと遊び心あふれた

世界観が魅力のアートで、母の日商戦を盛り上げます。 
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＜本件に関するお問い合わせ先＞（株）そごう・西武 広報 高田・小室・佐藤・花篭 
電話番号：０３－６２７２－７１３５  ＦＡＸ：０３－６２７２－７１３９ 

 

【展開概要】 

■会期：４月５日（火）～５月８日（日） ※店舗により会期は異なります。 

■店舗：そごう・西武全１０店舗 

■母の日特設ページ：https://www.sogo-seibu.jp/ss/topics/page/mothersday2022.html 

■西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」：https://edepart.omni7.jp/fair/f012500 

※本リリースの掲載画像はイメージ、全て税込価格です。 【イフクカズヒコ氏を起用して店頭装飾・イベント展開】 
店頭装飾・キービジュアルに、イラストレーターイフクカズヒコ氏を起用。ほかにも、「イフクカズヒコ」デザイン西武・そごう限定柄

オーダー晴雨兼用傘の受注販売会や、イフクカズヒコ氏が似顔絵を描く「おしゃれ似顔絵イベント」など、母の日ギフトに  

おすすめのイベントも開催いたします。 

【e.デパート母の日ギフト売れ筋】 
西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」では、遠方で直接会うことが難しい方など、母の日ギフトをＥＣサイトで  

注文して贈る方が増えていることを受けて、今年も母の日ギフトの受注を店頭に先がけてスタート。お花とスイーツの  

セットをはじめ、特別な日を一緒に過ごすために贈る「母の日祝膳」などが人気です。 
※数量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。 

 

美濃吉/母の日御膳 
優美膳/10,800円 

TOKYO チューリップローズ 
/花組/2,268 円 

日比谷花壇/「Merci」＆ 
ゴディバあまおう苺クッキー
/6,600 円 

日比谷花壇 
/マザーズシュシュ/5,500 円 

イフクカズヒコ Kazuhiko Ifuku 

1979年生まれ。福岡在住のイラストレーター。

カラフルな色彩とちからの抜けた線が特徴。

人々の日常の生活の中に少しのユーモアと 

非日常的な要素を足しながら遊び心に   

あふれた楽しげな世界感を描く。広告、   

雑誌、パッケージデザイン、アパレル等、幅広く

活躍しているほか、壁画などの大型作品も 

多く手がけている。 

〈キービジュアルイメージ〉 

https://www.sogo-seibu.jp/ss/topics/page/mothersday2022.html
https://edepart.omni7.jp/fair/f012500
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 ２０２２年４月 

栄光の瞬間も前人未踏のジャンプも。氷上の雄姿がここに。 

羽生結弦展 2022 
 

「全日本選手権フリー（2021年12月26日、さいたま市）」 

 

【会期・会場】  2022年 4月 20日（水）→ 5月 9日（月） 日本橋髙島屋 S.C．本館 8階ホール 

         ※都合により変更になる場合がございます。最新の情報は髙島屋羽生結弦展2022のHPをご覧ください。 

 

【入 場 料】  無 料（オンライン事前日時予約制）  

 

【入 場 予 約】 オンライン事前日時予約制 ※ご予約はオンラインのみとなります。 

        ＜日時＞ 

         2022年 4月 2日（土）10時予約受付開始：4月 20日(水)→30日(土)ご入場分 

         2022年 4月 9日（土）10時予約受付開始：5月 1日(日)→9日(月)ご入場分 

        ＜予約専用ＵＲＬ＞ 

         https://art-ap.passes.jp/user/e/hanyu_yuzuru2022 

【ホームページＵＲＬ・二次元コード】 

                https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hanyu_yuzuru2022/index.html 

 

【主 催】 読 売 新 聞 社 

【後 援】 公益財団法人 日本スケート連盟  【協 力】 ＡＮＡ 【協 賛】 西川、光村印刷 

 

 

https://art-ap.passes.jp/user/e/hanyu_yuzuru2022
https://art-ap.passes.jp/user/e/hanyu_yuzuru2022
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hanyu_yuzuru2022/index.html
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hanyu_yuzuru2022/index.html
https://www.takashimaya.co.jp/store/special/hanyu_yuzuru2022/index.html
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○C読売新聞社 

○C読売新聞社 ○C読売新聞社 

○C読売新聞社 

 

ジュニアとシニアの主要国際大会 6つを全制覇する「スーパースラム」の達成など、男子フィギュアスケー 

トの歴史に、次々と金字塔をうち立ててきた羽生結弦選手。 

2018年に開催した「応援ありがとうございます! 羽生結弦展」の続編となる本展では、写真パネル約100点

や衣装、メダルなどの展示とともに、クワッドアクセル（4回転半ジャンプ）に挑戦する姿など今季までの歩み

を振り返ります。 

 

 展示写真の一例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「四大陸選手権フリー（2020年2月9日、韓国・ソウル）」 「世界選手権エキシビション（2019年3月24日、さいたま市）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

           

                 

  

 

「メダリスト・オン・アイス（2021年12月27日、さいたま市）」 

「ドリーム・オン・アイス（2021年7月10日、横浜市）」 
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グッズ販売の一例  

 

 展覧会グッズコーナーにて、展覧会限定のオリジナルグッズを多数販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展覧会オリジナル写真集 2,640円（税込）         クリアファイル 550円（税込） 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    衣装モチーフボールペン 770円（税込）       衣装ハンドタオル 1,540円（税込） 

 

 ※ 展覧会グッズコーナーは、本展覧会へ入場された方に限り、当日のみ入場いただけます。 

   ※ お一人様あたりのお買上げ点数を制限させていただきます。 

   ※ グッズは通信販売も行います。詳しくは美術展ナビの「羽生結弦展 2022」HPをご覧ください。 

     （ＵＲＬ） https://artexhibition.jp/topics/news/20220318-AEJ674877 

     4月20日(水)正午受付開始予定。発送は全会場終了後の 10月以降順次発送いたします。 

 

 巡 回 予 定  

  

2022年 7月 27日（水）→ 8月 8日（月） ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階特設会場 

 2022年 8月 10日（水）→ 8月 22日（月） 大阪髙島屋 7階グランドホール 
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 ２０２２年４月 

 

GWは家族・友人と重要文化財の屋上庭園で BBQ！ 

 

「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」 

4月 20日(水)オープン 
 

2年ぶりとなる本年は、髙島屋で購入した肉や魚介類が持込める新プランも登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋髙島屋 S.C.では、重要文化財である本館屋上の約 6,000㎡の屋上庭園に、ゴールデンウィーク前の 

4月 20日(水)よりビアガーデン「日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN」がオープンいたします。 

昨年はコロナウィルス感染拡大防止の為、屋上ビアガーデン中止いたしましたが、本年は都心でありなが

ら、緑や木々に囲まれた開放的な空間で、厳選食材の BBQがお楽しみいただけるビアガーデンを 2年ぶり

にオープンいたします。 

今回は、髙島屋でお客様ご自身がご購入いただいた肉や魚介類を持ち込める新プラン（予約制）をはじ

め、家族や友人で楽しめる 4つのプランからお選びいただけます。フリードリンクは BBQに欠かせない、 

生ビールのほか、スパークリングワインも楽しめる 7種のワインビュッフェやカクテル、ソフトドリンク 

を取りそろえます。 

 

 日本橋髙島屋 S.C. BBQ BEER GARDEN 概要  

  

■ 開催期間 ： 2022年 4月 20日(水) → 10月 18日(火) 

■ 営業時間 ： 平日 16：00～22：30 土日祝日 12：00～22：30 ※8月は全日 16：00～22：30 

■ 場  所 ： 日本橋髙島屋 S.C.本館 屋上 

 ※荒天、東京都の方針等により営業日及び営業時間を変更する場合があります。 
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 厳選された食材を BBQで楽しむ 4つのプラン  

 

■ Suef&Turfプレミアム BBQプラン（120分飲み放題付）お一人様 6,000円 

＜BBQセット＞ 

ペッパー・リブフィンガー、レモンマリネポーク、 

  ジャークチキンマリネ、粗びきソーセージ、マグロ 

  のハーブマリネ、赤海老、焼き野菜（スイートコーン、 

  エリンギ、玉ねぎ、かぼちゃ） 

  ＜タパス＞ 

チーズポップコーン、キャベツとクルミのコールスロー、 

枝豆 

 

■ Bone steakプレミアム BBQプラン（120分飲み放題付）お一人様 7,500円 

＜BBQセット＞ 

厚切り骨付ビーフ、ジャークチキンマリネ、粗びきソー 

セージ、マグロのハーブマリネ、赤海老、焼き野菜 

（スイートコーン、エリンギ、玉ねぎ、かぼちゃ） 

  ＜タパス＞ 

チーズポップコーン、キャベツとクルミのコールスロー、 

枝豆 

 

■ カジュアル BBQプラン（120分飲み放題付）お一人様 5,200円 

＜BBQセット＞ 

レモンマリネポーク、ジャークチキンマリネ、粗びきソーセージ、厚切りベーコン、焼き野菜（スイ

ートコーン、エリンギ、玉ねぎ、かぼちゃ） 

＜タパス＞ 

チーズポップコーン、キャベツとクルミのコールスロー、枝豆 

 

■ 【要予約】地下でお肉を買って BBQプラン（120分飲み放題付）お一人様 3,900円 

日本橋髙島屋 S.C.本館地下 1階「生鮮食品売場」でお客様自身が購入した、「肉」や「魚介類」を 

お持込みいただけます。 

＜焼き野菜＆タパス＞ 

焼き野菜（スイートコーン、エリンギ、玉ねぎ、かぼちゃ）、メスティン・チーズポップコーン、キャ

ベツとクルミのコールスロー、枝豆 

※価格は消費税を含む総額表示で記載しております。※2名様からご予約が可能です。 

※全プランプラス 770円で 90分の飲み放題プランに変更が可能です。  



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 “新たな出会い”がテーマのショールーム型店舗 

「Meetz STORE」が髙島屋新宿店に 4 月 29 日（金・祝）オープン 

～5 つのテーマで“新たな出会い”を演出する 5 名のキュレーター就任を発表～ 

TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE. LTD.（本社：シンガポール、マネージング

ダイレクター兼 CEO：川口貴明、以下 TTIC、株式会社髙島屋およびトランスコスモス株式会社の合弁会社）は、 

髙島屋新宿店にて 4 月 29 日より、ショールーミングストア「Meetz STORE（ミーツストア）」をオープンします。

「Meetz STORE」では、「食・グルメ」「ジェンダーレスなライフスタイル」「ビューティー」「アート＆クラフト」「エ

シカル」のテーマに沿った商品を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Meetz STORE」オープンの背景 

「Meetz STORE」は、トレンドに敏感なお客様を中心に商品との新しい出会いを楽しんでいただけるよう、百貨店

にあまり品揃えしていない商品を中心に展開するショールーミングストアです。新型コロナウイルスの影響などで

人々のライフスタイルが変化する中で、生活者の購買行動の変化に対応して、百貨店になじみのない若年層を含めた

幅広いお客様との接点を創出し、新しい価値を提供するためにオープンいたします。 

 

「Meetz STORE」ストアコンセプト 

『想い」をカタチに... 

贈る『想い』を結ぶ 

ギフトと『想い』が出逢う場所 

 

Meetz STORE は作り手とお客さまの『想い』が出逢うリアル店舗とオンラインでつながるメディアです。  

2 0 2 2 年 4 月 1 5 日 

TAKASHIMAYA TRANSCOSMOS INTERNATIONAL COMMERCE PTE.LTD. 

株 式 会 社 髙 島 屋 

トランスコスモス株式会社 

報道関係各位 

 



「Meetz STORE」空間コンセプト 

ショールーミングストアでありながらデジタル空間に寄りすぎないアナログ的な消費体験ができる場を作る上で、

百貨店の強みである「編集力」の下、色々な個性の商品が共存できるミニマルな世界観の構築を目指しました。  

真っ白な空間の中で商品が主役になるように。様々なカタチの展示台は商品を際立たせ、各ブランドの魅力を引き立

てるよう無垢でフラットな空間を提案しています。 ブランディングおよびインテリアデザインは株式会社ジョージク

リエイティブカンパニー(東京都港区、代表取締役 天野譲滋)が担当しています。 

 

5 つのテーマに精通したキュレーターが一部商品をセレクト 

「Meetz STORE」では「食・グルメ」「ジェンダーレスなライフスタイル」「ビューティー」「アート＆クラフト」「エ

シカル」の 5 つのテーマに沿ったブランドを紹介。各テーマに精通した 5 人のキュレーターが一部の商品をセレクト

します。 

 

＜食・グルメ＞ 

タレント・食通 寺門ジモンさん 

国内外から探し出した食の幸せを追求したセレクト（食品・キッチン用品・レストランの食事券など） 

1962 年生まれ。お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」のメンバー。太田プロダ

クション所属。バラエティ番組などで活躍する一方、芸能界屈指の食通と

して知られている。取材拒否ながら絶品料理を出している珠玉の名店に直

談判する「寺門ジモンの取材拒否の店」が人気に。今では、松阪牛の皮を

使用した皮小物を作ったり、百貨店やイベントのプロデュースも行ってい

る。他にも食に関する書籍を多数出版し、漫画の原作も手掛けている。中

でも、焼肉に強いこだわりを持ち、「家畜商」の免許を取得。2020 年 9 月

から YouTube チャンネル「寺門ジモンのウザちゃんねる」をスタート。同

年、初監督を務めた『フード・ラック！食運』が公開される。 

 

＜ジェンダーレスなライフスタイル＞ 

建築デザイナー・コンサルタント サリー楓さん 

性別、年齢、ハンディキャップなどのボーダーを乗り越える勇気を与えてくれるアイテムをセレクト（コスメティッ

ク・サプリ・ビューティーグッズ・アパレル） 

建築設計監理分野で国内トップシェアの大手設計会社にてデザイン、コンサル

ティングを行う傍らトランスジェンダーの当事者として LGBTQ に関する講演

会も行う。2017 年、慶應義塾大学大学院在学中に社会的な性別を変え、建築や

ブランディングからモデルまでに及ぶ多岐にわたって活動するトランスジェン

ダーとして注目されている。 

彼女の、ミス・インターナショナル・クイーンへの挑戦に密着したドキュメンタ

リー映画『息子のままで、女子になる』（原題：You decide）は、『ロサンゼルス・

ダイバーシティ・フィルムフェスティバル 2020』に日本映画として初めて公式

招待され 、ベストドキュメンタリー賞を受賞。現在 Netflix にて配信中。 

 

 
Photo by 川島伸一 



＜ビューティー＞ 

俳優・モデル 浦浜アリサさん 

美やマインドを大切にするための商品や体験をセレクト（コスメティック・ビューティーグッズ・体験・サプリなど） 

 

兵庫県出身。アメリカ人の父と、日本人の母の間に生まれる。 

4 歳 か ら モ デ ル と し て 活 動 を は じ め 、 15 歳 の 時 に 「 神 戸 コ レ ク シ ョ ン 2005 

AUTUMN/WINTER」にてコレクションデビュー。10 代から数々の雑誌や国内外のブラン

ドのコレクションでモデルを務める。現在は俳優、ラジオ番組ナビゲーター、TV やイベ

ントの MC、音楽フェスなどでの DJ としても活動の幅を広げている。 

 

 

 

 

 

＜エシカル＞ 

GENERATION TIME 株式会社 代表・エシカルディレクター 坂口真生さん 

現代のライフスタイルにマッチするエシカルなグッズをセレクト（日用品・雑貨・食品・コラボ商品） 

 

高校でアメリカへ渡り、大学卒業後ニューヨークにて音楽業界に携り、自社音楽レ

ーベルを設立。 

日本へ帰国しアッシュ・ペー・フランスに入社。2012 年、日本最大のファッショ

ン・デザイン合同展示会「rooms」で日本初となるエシカルをテーマとしたエリア

を立上げる。SDGs や EGS 等の関心の高まりから、多角的なエシカル/サステイナ

ブルのビジネスコンサルティングを多数先導。2021 年、エシカルコンビニを始動。

同年独立し、GENERATION TIME 株式会社を創業。J-WAVE「ETHICAL WAVE」

ナビゲーター日本エシカル推進協議会アドバイザー。アファンの森・アンバサダー。 

 

＜アート＆クラフト＞ 

デザインビジネスプロデューサー 天野譲滋さん 

現代のライフスタイルや嗜好に置き換えて解釈し直した民藝工藝をセレクト（食器・花瓶・オブジェ・日用品・アー

ト・服飾雑貨） 

 

京都生まれ。話題性と売れる物販や飲食のショッププロデュース、メーカーとデ

ザイナーをディレクションした売れる商品開発、リアルな企業戦略プロモーショ

ンやマーケティングを多数手がける。 デザインビジネスプロデューサーとして

「デザイン」をビジネスとして成立させるプロフェッショナルとして活躍。前職

では、ライフスタイルショップのシボネと国立新美術館のスーベニアフロムトー

キョーや全国に多店舗展開のジョージズを創業。放送作家の小山薫堂率いる株式

会社オレンジ&パートナーズと資本業務提携し、グループ会社になる。 

 

 

 

Photo by KENTA YOSHIZAWA 



出展予定ブランド紹介＊抜粋（企業名/ブランド名） 

・株式会社 Cuore/ THE POTAGE  https://cuore-nagatomo.com/ 

 

世界で活躍するアスリートやトップモデルたちを魅了してきたシェフが手掛ける、

贅沢なポタージュブランドです。厳選された素材の魅力を最大限に表現することを

一番にこだわり手掛けるポタージュは、今までに味わったことのない野菜本来のあ

まみ、濃厚さにおどろきをあたえます。動物性素材、七大アレルギー素材、保存料、

添加物等不使用ですので、お子様からお年寄りまでどなたでもお楽しみいただけま

す。 

・Thumbs Up Works/ sawachina  https://www.kochicraftcola.com/ 

 

高知クラフトコーラ“sawachina”はコーラナッツをはじめとする世界中のスパイスに

高知県の 8 つの食材を加えた完全無添加のクラフトコーラの素。優しい甘みの中にス

パイスや柑橘、和ハーブなどが香る高知らしい奥深い味わいに仕上げました。柑橘の

爽やかな風味と黒糖のまろやかな甘み、生姜や山椒のピリッとした辛味と、ヤブニッ

ケイの香りに天日塩の味わいが特徴です。 

 

・ドリームパワー株式会社/EUREA https://www.nmn-dreampower.com/ 

 

美しさ、生き生きとした印象にこだわる方に注目されている成分 NMN（ニコチンア

ミドモノヌクレオチド/整肌成分）を配合したスキンケアブランドです。EUREA（エ

ウレア）に配合されている NMN は、安心の日本原料・日本製造です。 

 

 

 

・株式会社 KDC/ O.T.F https://www.otf-skincare.com/ 

 

O.T.F は、「LIFE IS ART」をブランドコンセプトに掲げ、SDGs をベースとし、人

生を美しく創るプロダクトをご提案し続けるスキンケアブランドです。40～50 代

をメインターゲットとしたスキンケアを展開しています。 

 

 

 

 

・株式会社 Domuz/AND PLANTS  https://domuz.jp/ 

 

自然を部屋に持ち込もう！をテーマに、植物があるライフスタイルを提案

します。観葉植物・インテリアブランド「AND PLANTS（アンドプランツ）」

は、植物を通じて、あなたの部屋に"眺め"をお届けします。 

 

 

https://cuore-nagatomo.com/
https://cuore-nagatomo.com/
https://www.kochicraftcola.com/
https://www.kochicraftcola.com/
https://www.nmn-dreampower.com/
https://www.nmn-dreampower.com/
https://www.otf-skincare.com/
https://www.otf-skincare.com/
https://domuz.jp/
https://domuz.jp/


・平戸百菓繚乱（平戸商工会議所）/平戸百菓繚乱 https://www.hirado-tsutaya.jp/ 

 

平戸百菓繚乱は、長崎県平戸市が平戸藩だった時代に描かれた、100 のお菓

子が描かれた菓子図鑑『百菓之図』をモチーフにして、現代的エッセンスを取

り入れて再現しているブランドです。 

 

 

 

・株式会社 CARTA COMMUNICATIONS/ HAUT  https://hautmens.com/ 

 

HAUT は、化粧水・乳液・美容液が一つになったオールインワンのメンズス

キンケア D2C ブランドです。表面の油分が多く、内側が乾きやすい男性の肌

構造にあわせた保湿成分が、水分をしっかりと補い、潤いを定着させます。 

 

 

 

・アイオン株式会社/ STTA https://www.stta.info/ 

 

STTA [スッタ]は日常の水滴ストレスを低減する吸水ツールブランドです。製

品第 1 弾は、5 年以上の歳月をかけて独自開発した超微細気孔スポンジ「ソフ

ラス」を採用したスティック型のスポンジタオルです。布製のタオルにはない

利点を活かし、スムーズな拭き取りや携帯性を実現します。 

 

 

 

【日本初上陸のブランドも登場！】 

さらに、タイの革新的な小売企業 SIAM PIWAT（サイアムピワット）社がセレクトする 3 ブランドが日本に初上陸し

ます。(６月頃より展示・販売開始の予定） 

・ICON CRAFT（アイコン・クラフト）：タイのデザイナーとクラフトマン

の共同作業で創るタイの現代的工芸品コレクション 

 

・ABSOLUTE SIAM(アブソリュート・サイアム)：クリエイティブなファッ

ションとライフスタイルを提案するタイのデザイナーズコレクション 

 

・ECOTOPIA(エコトピア)：より良い世界を共に創り、地域社会に前向きな

変化を促すために、環境に配慮し、環境に優しいエシカルな商品コレクショ

ン。 

 

 

 

常に新しいブランドとの出会いを創出できるよう数ヵ月ごとにブランドラインナップを変更します。 

 

https://www.hirado-tsutaya.jp/
https://www.hirado-tsutaya.jp/
https://hautmens.com/
https://hautmens.com/
https://www.stta.info/
https://www.stta.info/


ギフト包装・ソーシャルギフトなど豊富なギフト機能 

ギフトに適した商品も多数ご用意しており、専用オンラインサイトでお買上げいただい

た際に、お客様のご希望に応じてギフト包装での配送が可能です。 

さらに、コロナ禍で人と接する機会が減少する中、新しいギフトの手段として若年層を中

心に利用が増えている「ソーシャルギフト」にも対応。LINE やメール等のアカウントを

通じて、住所を知らない相手にも手軽にギフトを贈ることができます。 

 

 

施設概要 

■名称：Meetz STORE（ミーツ ストア） 

■オープン日：2022 年 4 月 29 日（金） 

■場所：髙島屋新宿店２階 JR 口横 

■営業時間：10 時 30 分～19 時 30 分 

■出店ブランド：約 30 

■扱い品目：食品、化粧品、用品雑貨、衣料品など 

■お客様の問い合わせ先：03-6910-3010 



 

 
株式会社 東武百貨店 

 

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

 

 
 
 
 

 

News Release 
 

 

2022年 4月 1日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスでは、2022年 4月 21日（木）に「純喫茶」、「火鍋」、「インド料理」の 

3店舗がオープンします。昭和レトロな雰囲気と本格珈琲が味わえる純喫茶「但馬屋珈琲店」や、ヘルシーなラム肉と白湯・麻

辣 2種類のスープが楽しめる中国火鍋専門店「小肥羊（シャオフェイヤン）」、ビリヤニやインドカレーをカジュアルに提供するイン

ド料理専門店「ロイヤルココナッツガーデン」を新たに導入します。お客様からご要望の多かった純喫茶・火鍋・インド料理の 3店

舗を新たに展開することで、若い世代の新しいお客様のご来店を期待し、レストラン街全体の活性化につなげて参ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    若い世代のご来店増を目指す！「純喫茶」、「火鍋」、「インド料理」を新たに導入 

都内最大級のレストラン街スパイスに 3店舗 NEW OPEN！ 

 
 

東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイス 4月 21日(木)オープン 

 

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・千原 直通℡：03-5951-5210 

※レストラン街スパイスの営業時間は午前 11時から午後 10時です。 ※表示価格は「消費税込み」の価格です。※写真は「料理イメージ」です。  

◆店舗概要 

場所：レストラン街スパイス 14階   

電話：03-5810-2811（直通） 

席数：37席    

平均価格：ランチ 1,200円 

ディナー2,500円 

 

◆店舗概要 

場所：レストラン街スパイス 11階   

電話：03-6907-1030（直通）   

席数：47席    

平均価格：1,200円 

池袋初出店！ 

【但馬屋珈琲店】  
新宿で昭和 39年創業の珈琲専門店。 

ネルドリップで抽出した自家焙煎の 

深煎りコーヒーと、コーヒーとのペアリングを 

考えて作られたこだわりスイーツやお食事を、 

落ち着く純喫茶空間でお楽しみいただけ 

ます。世界各国から集められたコーヒー 

カップやソーサーにも注目です。 

◆東武限定メニュー               

「兵庫県・但馬」地域の特産品「但馬牛」   

を使用した、「但馬牛サンドウィッチ」など      

 

 ◆店舗概要 

場所：レストラン街スパイス 13階   

電話：03-5810-2902（直通）  

席数：33席    

平均価格：ランチ 1,600円 

ディナー4,000円 

 

百貨店初出店！ 

【小肥羊(シャオフェイヤン)】 
まろやかな「白湯(パイタン)」と、ピリッと

辛い「麻辣(マーラー)」の2種類のスープ

が楽しめる火鍋専門店。 

数十種類の漢方が凝縮された極上の 

スープをお楽しみいただけます。 

体に優しいヘルシーなラム肉を使用して

いる点も魅力的です。 

◆東武限定メニュー             

ランチ「火鍋御膳」                   

ディナー「美食コース」、「口福コース」  

 

◆「純喫茶・火鍋・インド料理」を 4月 21日(木)にオープン！ 
 

百貨店初出店！ 

【ロイヤルココナッツガーデン】 
インド料理をベースとした、南アジアの 

料理を現代風にアレンジ。 

本場の味にこだわったインドの炊き込み 

ご飯(ビリヤニ)や、スパイスとハーブの 

効いたお肉料理(タンドリーチキン)等、 

お酒との相性にもこだわった料理を幅広く 

堪能いただけます。 

◆東武限定メニュー                

ビリヤニやお好きなカレー3種類など多品種を楽しめる 

「ロイヤルココナッツガーデンスペシャルセット」 



 
 
 
 

株式会社 東武百貨店 
 

2022年 4月 15日 

 

 

 

 

 

 

東武百貨店 池袋本店は、4月 21日(木)から５月 10日(火)までの 20日間、「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海

道展」を約 90店舗(初出店 8店舗、実演 19店舗)で開催。会期を前半と後半に分け、さまざまな切り口で展開をいた

します。今回は、東武百貨店 池袋本店 開店60周年を記念して東武限定の弁当、惣菜、スイーツを20日間で計60

点以上ご用意しました。お客様に都内にいながら北海道気分を味わっていただきたい、北海道の生産者の方々を応援し

たいとの思いから開催します。 

(※前半:4月 21日(木)～28日(木)の 8日間、後半:4月 29日(金)～5月 10日(火)の 12日間) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
 

 
 
 
 

 

約 60点以上の東武限定品に注目！！ 

4月 21日(木)から５月 10日(火)まで 

「開店 60周年記念 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催！ 
…………………………………………………………………………… 

東武百貨店 池袋本店 8階催事場、地下 1階マルチスクエアほか 

 

富良野市 【菓子工房 フラノデリス】 
白樺樹液ジュレいちごタルト 
3,401円(1ホール)/850円(1 カット) 
販売期間：4月 21日～28日 

大自然の恵み「白樺樹液」を使った 

白樺ジュレと道産いちご、宝石のような 

チーズタルト。 

 
白樺ジュレと道産いちご、 
宝石のようなチーズタルト。 

札幌市 【肴や一蓮 蔵】  
味くらべ海老六種盛弁当 
2,600円(1折) 
販売期間：4月 21日～28日 
潮の香りととろける甘さ、北海えびの競演。 

①甘海老②ボタン海老③赤縞エビ 

④北海シマエビ⑤甘海老のウニ和え 

⑥ボタン海老漬け 

の 6種類を食べ比べできます。 

札幌市 【札幌 豊平館厨房】 
北海道産牛豊平館厨房厳選 
6種食べ比べステーキ弁当 
2,600円(1折) 
販売期間：4月 21日～28日 
味うほどに旨味が広がる道産牛。 

十勝和牛（①サーロイン②ロースすき焼き） 

いけだ牛（③ロース） 

道産牛（④ヒレ⑤サガリ⑥カルビ） 

の 6種類を食べ比べできます。 

 

八雲町 【八雲イタリアン ピアット】 
ホワイトアスパラ＆グリーンアスパラ 
北海道ソーセージ彩りピッツァ 
1,782円(1枚)  
販売期間：4月 29日～5月 10日 
旬の十勝産のホワイトアスパラやグリーン
アスパラを一度に味わえ、ざっくり大きな
アスパラの歯ごたえも楽しめます。 
 

 

札幌市 【鱗幸食品】 
六大蟹大漁盛弁当 
2,600円(1折) 
販売期間：4月 21日～28日 
6種のカニをひと折に詰め込んだ贅沢弁当。 

①花咲がに②イバラがに③タラバがに 

④本ズワイがに⑤毛がに 

⑥紅ズワイがにほぐし 

の 6種類を食べ比べできます。 

News Release 
 

札幌市 【おやじダイニング】 
アスパラベーコンクリームコロッケ 
431円(1個)  
販売期間：4月 29日～5月 10日 

旬の十勝産アスパラガスと洞爺湖産 

ベーコンの組み合わせは絶品。 

まろやかな味わいが特徴です。 

とれたて旬の食材！！前半は『白樺樹液』、後半は『アスパラガス』を販売！ 

【開店 60周年記念】前半は、贅沢な 6種食べ比べの東武限定弁当！  

 

 

 

 

 

 アスパラガス  アスパラガス  白樺樹液 
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株式会社 東武百貨店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市【肴や一蓮 蔵】 
特盛ボタン海老海鮮贅沢弁当 
2,160円(1折) 
販売期間：4月 29日～5月 10日 
北海の恵みをどっさりのせた、 
海鮮三昧のひと折。 
 
 

札幌市 【札幌 豊平館厨房】 
昆布熟成北海道産牛ヒレステーキと 
十勝開拓ハンバーグ 大粒ホタテ弁当 
2,160円(1折) 
販売期間：4月 29日～5月 10日 
ヒレ、ハンバーグに大粒ホタテで 
ボリューム満点弁当。 
 

札幌市 【MaShu 神宮の杜】 
MaShu オリジナルバターサンド 
4種/各 491円(1個)  
販売期間：4月 21日～28日 

道産バターと小麦で作るバターサンドが評判の

カフェが登場。『プラリネ』は東武限定の味！ 

 

小樽市 【小樽洋菓子舗 ルタオ】  
北海道苺のミルキーパフェ 
イートイン 990円(1個) 
販売期間：4 月 29 日～5 月 10 日 

北海道いちごのドゥーブルフロマージュがのった 

こぼれ落ちそうな豪華パフェ！！ 

 

旭川市 【ラーメンすがわら 本店】  
東武限定スペシャルラーメン 
イートイン 1,100円(1杯) 
出店期間：4月 29日～5月 4日 

鶏ガラ、煮干し、野菜のスープを 

絶妙な塩加減で調整した珠玉の味。 

札幌市【らーめんつけ麺 NOFUJI】 
魚介醤油つけ麺 東武限定トッピング 
イートイン 1,375円(1杯) 
出店期間：4月 21日～28日 
道外初出店！道産小麦 100％の 
太麺にからむ濃厚スープが絶品。 

 イートイン  イートイン 

小樽市【小樽駅構内立売商会】 
海の輝き 味くらべ弁当 
2,160円(1折) 
販売期間：４月 29日～５月 10日 
かに、いくら、ホタテ、アワビ他、 
人気海鮮全部のせ。 

 

札幌市 【雨は、やさしく】  
札幌味噌 Special 
イートイン 1,485円(1杯) 
出店期間：5月 5日～10日 

煮干し出汁でつくる 

THE札幌ラーメンスープが絶品。 

 

 第 1弾 第 2弾  第 3弾 

 イートイン 

【開店 60周年記念】後半は、お得に楽しむ！！2,160円スペシャルプライス弁当！ 

 

 

 

 

 

旭川市 【プリン専門店 スノークリスタル】  
牛乳プリン〈限定プリン〉 
400円(1個) 
販売期間：4月 29日～5月 10日 
濃厚で芳醇、素材が際立つプリン。 
ストレスをかけないよう大切に 
飼育された牛の牛乳を使用。 

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・千原 直通℡：03-5951-5210 

やっぱり大好き！北海道ミルク！Newな乳スイーツをご紹介！  

 

 

 

 

 

＜お食事処＞3店すべて初出店！！道外初出店のつけ麺も登場！ 

 東武限定 

『プラリネ』 

 初出店  初出店 

News Release 
 

※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(お食事処・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。 

 
東武 

限定 

 イートイン 

＜概要＞ 
タ イ ト ル：「開店 60周年記念 海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」 
場    所：東武百貨店 池袋本店 8 階催事場(約 410坪)、地下 1階丸の内コンコース、地下 1階マルチスクエア 
期    間：2022年 4月 21日(木)～５月 10日(火) 

(※前半:4月 21日(木)～28日(木) 8日間、後半:4月 29日(金)～5月 10日(火) 12日間) 
営業時間：8階催事場→午前 10 時 30分～午後 7 時、地下 1階丸の内コンコース・地下 1 階マルチスクエア→午前 10 時～午後 8時  
店 舗 数：約 90店舗(3 ヵ所合計、入れ替え含む)   
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京の銘店が集うテイクアウト専門店「モザイク」 

期間限定ショップ  4月15日(金)オープン ＜大丸京都店＞ 

PRESS RELEASE 
2022年4月吉日 

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 
 

 

敷居が高いと思われる老舗料亭や京町家

おばんざい店、話題の中華料理店などから。 

お手軽にテイクアウトできる、オトナの為の

おそう菜。 おかずに良し、晩酌に良し。  

各店が厳選吟味した、 

こだわりの味が揃います。 

国際的観光都市・京都はコロナ禍で大きく様変わりしました。 

世界各国から訪れていた観光客だけでなく、地元住民の外出も制限され、 

地元の飲食店は大きな打撃を受けています。 

宝暦7年（1757年）創業の京料理店・「二傳（にでん）」もその１つです。 

先祖から受け継いだ味を残したい。 

同じようにコロナ禍に喘ぐ料理店と共に新たな取り組みができないか？ 

そんな思いで二傳が発起人となり、京の食と人とを繋ぐプラットホーム「mosaiQ」を立ち上げます。 

お客様が自分の好きな料理を自由に選んで組み合わせ、自分だけの一食を作る。 

京都の「食と食」、「食と消費者」を繋ぎ、「食のわがまま」で地域の食を支えるプラットホームです。 

その第一歩として、トライアル実店舗が期間限定オープンします。 

商品のイメージ  
※商品は予告なく、盛りつけ・内容など変更になる場合があります。 mosaiQの音節ごとに頭文字を取って作成。 

「i」には、お客様自身＝I に選んでいただく 

 という意味が込められています。 



【この件に関するお問い合わせ先】  

大丸京都店  広報担当  長谷川眞之  

    ＴＥＬ： 080-4066-3793  E-mail： masayuki.hasegawa@jfr.co.jp 

会期＝4月15日(金)～5月17日(火)      営業時間＝午前10時～午後8時 

場所＝大丸京都店 地階 「京の銘店そう菜売場」 

 出店６店舗＜五十音順＞  

「うらやま京色」（きょうしょく）  

「京家きよみず」（キョウヤ ） 

「京料理 さくらい」 

「京料理  二傳」（にでん） 

「創作中華 一之船入」（イチノフナイリ）  

「富小路 RAKU」（トミノコウジ ラク） 

コロナ禍を懸命に生きる京の食を守りたい。お客様 一人ひとりの「食人生」を豊かで彩りのあるもの

にしたい。私たちはこの志の元に集い、それぞれの店の味を同じサイズの器に入れてお届けします。 

いつも食べているあの店の味も、最近気になるお店の味も、お客様の気分とお腹の具合に合わせて

「お好きなものを好きだけ」。価格は540円・810円・1080円の３種。＜いずれも税込価格＞ 

個性あれるお店の味を、ひとつひとつモザイク模様のように自由に組み合わせてお楽しみください。 

※単品（１個）の販売はしません。２個以上、偶数個でお買い求めください。 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

松坂屋名古屋店では、4 月 6 日(水)、本館４階に新しい婦人服売場ゾーンとして「サロン・ド・グゥ」をグラ

ンドオープンします。グランドオープンに先駆けて 3 月 2 日(水)にオープンした３ブランドに加え、新たに４ブランド

が加わり合計７つのインポートハイブランドを集積します。中価格帯を中心とした本館４階の婦人服売場に

ハイブランドを導入することで新たな客層のニーズを取り込んだ婦人服フロアへとリニューアルします。 
 
4月 13日(水)には南館地下２階に婦人靴７*ブランドがリニューアルオープンするほか、３D計測機を使っ

てスキャンした足型データを基に AI がマッチした靴を提案するサロン「Soasalon(ソアサロン) matching your 

shoes」を新しくオープンします。データを基に最適な靴選びができるだけでなく、商品は倉庫から直接ご自宅へ

配送される仕組みとなっており、百貨店への導入は初となる先端技術と店頭でのフィッティングサービスを融合し

た新しいショッピング体験をご体感いただけます。    ※EIZO(エイゾー)のみ 4/15(金)OPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 4 月 1 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 

4 月改装オープン売場のご案内 
期 間：2022 年 4 月６日(水)  場 所：本館 4 階婦人服売場 

期 間：2022 年 4 月 13 日(水) 場 所：南館地下 2 階婦人靴売場 

●７つのインポートブランドが揃う＜サロン・ド・グゥ＞が 4/6 グランドオープン 

4/6 OPEN 

FABIANA FILIPPI 

(ファビアナ フィリッピ) 
 

1985 年にマリオ･フィリッ

ピとジャコモ･フィリッピの 2

人の兄弟によってイタリア

で設立。大人の女性に

向けたエレガントで美しい

スタイルを提案。 

4/6 OPEN 

ERMANNO SCERVINO 

(エルマンノ シェルヴィーノ) 
 

2000年にイタリアのフィレンツェ

にて設立。革新的なマテリアル

と、モデリングに卓越した「サルト

リアーレ」の伝統と技術を融合

した「スポーティクチュール」を提

案。 

4/6 OPEN 松坂屋初登場  

PESERICO   

(ぺセリコ) 
 

マリア ぺセリコにより 1962 年に

創業。イタリアでハイクラスのパン

ツメーカーとして名を広め、上質

な素材使いと、メイド･イン・イタリ

ーの伝統とモダンな感性が息づく

ものづくりで人気は世界規模。 

4/6 OPEN 

MOSCHINO 

(モスキーノ) 
 

1984 年にイタリアでスター

ト。独創的なクリエイティビテ

ィと卓越した芸術性に溢れ

たコレクションは、遊び心があ

り、ユーモアあるデザインとして

表現されています。 

3/2 OPEN 

AGNONA/ 

ARIA CHIARA 

(アニオナ/アリアキアラ) 
 

最高級の素材が生み

出すリッチでラグジュアリ

ーなイタリアの伝統ブラン

ド「アニオナ」をラインアッ

プが加わり、クラス感のあ

るゆったりとした空間へと

リニューアル。 

3/2 OPEN 

AKLIS 

(アクリス) 
 

今年、ブランド誕生

から 100周年を迎え

るアクリス。写真＝創

業の地、スイス北東

部の街「ザンクト・ガ

レン」にオマージュを捧

げ、美しい風景美を

フォトプリントで表現

しています。 

オープン記念  

プレゼント 
 

 

4 月 9 日(土)～ 

4 月 10 日(日)に 

対象ブランドにて 

税込 55,000 円以上

お買い上げでお花をプレ

ゼントします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955 FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

自分の足に合う靴を探すのは簡単ではありません。 

足のサイズが同じ靴でも、足幅や甲の高さによって足

へのフィット感や歩き心地などは全く異なることもあり、

靴選びにお悩みを抱えているお客様が多数いらっし

ゃいます。 

 

そんな顧客ニーズに応えるため、婦人靴売場に新しく

３D計測機械を使用してわずか片足 6秒で足型を

計測し、足型データから AI 技術によって最適な靴

を提案するサービスがいつでも受けられる＜ソアサロ

ン＞をオープンします。店頭では実際にサンプルの試

着をして履き心地を試すことが出来ます。商品の購

入は全てご自宅へ無料配送され、店頭での商品受

け取りは行いません。最短で翌日にご自宅に届く仕

組みとなっており、手ぶらでお買物をすることができま

す。一元化された在庫管理が可能なため、商品を無

駄なく販売することができ、商品の在庫ロスを減らすこ

とにもつながります。 

●百貨店初！先端技術と店頭のフィッティングサービスが融合した購買体験  

●4/13(水)シューズブランド７ショップがリニューアルオープン！ 

4/13 OPEN 

UGG® アグ 
 

レディース・メンズのシューズに加えてア

パレルや小物までを取り扱う名古屋

地区初のライフスタイルを提案する

ストアにリニューアルオープンします。 

4/13 OPEN 

ECCO エコー 
 

メンズシューズの取り扱いをスタート

し、カジュアル、フォーマルからバッグな

どのレザーグッズまで、幅広いラインア

ップをご用意します。 

4/13 OPEN 

Camper カンペール 
 

拡大した売場では新たにメ

ンズシューズを展開し、バッ

グも今まで以上の品揃えで

豊富にご用意します。 

5/28(土 )にファッション雑貨フロアとして改装オープンいたします。フロアにはシュー
ズ・バッグに加え、洋品雑貨などのアイテムが新たに加わります。グランドオープンに先
駆け、4月の改装ではシューズを中心に 7 ショップがリニューアル。レディース・メンズ両
方を取り扱うブランドを増やし、ジェンダーにとらわれず、男女ともに足を運びやすい
売場へと生まれ変わります。 

5/28(土)南館地下 2 階は＜ファッション雑貨売場＞に生まれ変わります ●その他リニューアルブランド 予告  

南館地下 2 階  

シューズ 4.13  W 
E 
D OPEN 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

松坂屋名古屋店では、東北のご当地グルメや工芸品が一同に集まる東北６県物産展を開催します。会

場では初出店 6 店舗（食品:５ 工芸:1）を含む 57 店舗（食品:44 工芸:13）が出店します。物産展

で人気のイートインコーナーでは、初出店の喜多方ラーメンの老舗をはじめ、その場で出来立てを楽しめるヤギミ

ルクのソフトクリームや抹茶の濃さが 6 種類から選べるジェラートが登場します。また、今回は開催 30 回を記念

して、日替わり限定のお買い得商品を充実の 24 種類ご用意します。ぜひご取材ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 3 月 29 日  

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店  

 

 
みちのくの美味しいご当地グルメが大集合！ 

＜第 30 回＞東北 6 県物産展 
期 間：2022 年 4 月 6 日(水)～11 日(月)10 時～19 時 

場 所：松坂屋名古屋店 本館 7 階大催事場 ※最終日は 18 時閉場 

●お肉と海鮮を堪能する絶品グルメ！ 

＜利久＞ 

牛たんカレーパン 

1 個  税込 432 円  

中部地方  

初出品  

バイヤー 

一押し 

＜仙台朝市みうらや＞ 

仙台味噌から揚げ 

100g 税込 432 円  

＜かに物語＞ 

Deep Sea Red Crab 

蟹爪アヒージョ 

200g 税込 1,296 円  

＜食の美膳  榎本商店＞ 

八戸前沖鯖寿司  

1 折  税込 1,890 円  

●地元で愛されるご当地麺 2 種類をイートインで！ 

＜喜多方老麺  まるや＞ 

喜多方チャーシュー麺  

1 杯  税込 1,100 円  
 
札幌ラーメン、博多ラーメンに

並び日本三大ラーメンの 1 つ

である喜多方ラーメン。 

昭和 29 年創業の老舗が

作るチャーシューのうまみとあ

っ さ り醤 油 が染 み渡 る一

杯。 

＜ぴょんぴょん舎＞ 

盛岡冷麺  

1 杯  税込  950 円  
 
昭和 61 年「ニッポンめんサミッ

ト」に出品した時に「盛岡冷麺」

と名付けられ、一躍有名となっ

たぴょんぴょん舎の盛岡冷麺は

コシの効いた麺にさっぱりピリ辛

スープの物産展の人気商品。 

●その場で出来たて、絞りたてを味わうイートインスイーツ 

＜茶蔵＞ 
抹茶ジェラート 
各種  税込 450 円から 
 
厳選した本格抹茶を使用し
た緑鮮やかなジェラート。抹
茶の濃さを 6 種類から選ぶ
ことができ、食べ比べをして
抹茶のコクと風味を楽しめま
す。創業百余年の老舗お
茶屋ならではの特別な抹茶
ジェラートです。 

＜パティスリー レ･ド･シェーブル＞ 
ヤギミルクソフトクリーム 
1 個  税込 450 円  
 
新鮮なグラスフェッドのヤギミルク
にこだわった洋菓子専門店が作る
ヤギミルクのソフトクリーム。牛乳とは
違う味わいを会場で楽しめます。 

松坂屋  
名古屋店  

初出店  

松坂屋  
名古屋店  

初出店  



 

 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ先  

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 広報担当 松井 

TEL.(052)264-7471／070-5404-6955 FAX.(052)264-3197  E-mail.817411@jfr.co.jp 

●厳選素材を使ったこだわりの人気スイーツ 

＜パティスリー レ･ド･シェーブル＞ 

ヤギミルクシュークリーム 

1 個  税込 350 円  
 

2 層に焼いたサクサクのシュー生地

に、新鮮なヤギミルクで作ったカスタ

ードクリームをたっぷりと詰めたシュー

クリーム。 

 

＜おきな屋・赤い林檎＞ 

薄紅（うすくれない） 

5 枚入り 税込 1,333 円  
 
大正 7 年創業の老舗が作

る銘菓「薄紅」は青森県産

林檎「紅玉」を使用した和

風アップルグラッセです。 

●開催 30 回記念！物価高騰中の今、嬉しい日替わり限定品がお買い得！ 

今回は東北 6 県物産展開催 30 回を記念して、
日替わりで数量限定販売するお得な商品を充実
の 24 種類ご用意します。 
食品の物価高騰が騒がれる今、地元で愛されるご
当地のグルメをお得に楽しめる特別企画です。 

※こちらは商品の一例です。 

●伝統を紡ぐ技術と、素材のぬくもりが魅力の工芸品  

＜Doek（ズック）＞ 

SLANT BAG(White×Beige) 

W32 H34 D15cm  

防水帆布 8 号  

税込 11,000 円  
 
 

＜山忠漆器＞ 

川連漆器  小鉢  

2 個セット 税込 9,350 円  
 
鎌倉時代が起源といわれる漆お椀の一大産業地

の秋田県川連。源頼朝の家人で稲庭城主の小野

寺重道の弟、道矩公が古四王野尻（現在の川

連町大舘地区）に館を築き、家臣に命じて刀の鞘

(さや)、弓、鎧などの武具に漆を塗らせたのが始まり

とされています。 

【参照：秋田県漆器工業協同組合】 

松坂屋  
名古屋店  

初出店  

松坂屋  
名古屋店  

初出店  

＜岩手堂箪笥＞ 

脚付古楽 4 号  

W80 D40 H72cm 

税込 363,000 円  
 
 



山田五郎さんと一緒に、ARTをもっと！＜大丸京都店＞  

4月16日(土)  ART＠オトナの教養トークショー 

PRESS RELEASE 
2022年3月吉日 

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 
 

 

笑顔や生きるエネルギーを与えてくれるアートを多彩な内容でお届けする ART＠DAIMARU ＜アー

ト・アット・ダイマル＞。昨年以上にもっとアートに触れていただけるコンテンツをご用意いたします。

芸術や文化に造形の深い山田五郎さんによるアートを楽しむためのトークショーや全館クイズラリー、 

階段にまで!? アートが並びます。全館をあげてのアートの祭典を、ご期待ください！  

山田 五郎 YAMADA GORO 

1958年生まれ。編集者、評論家、東京国立博物館評議員。

上智大学在学中にオーストリアに1年間遊学し西洋美術史

を学ぶ。卒業後、講談社にて「Hot-Dog PRESS」編集長、

総合編纂局担当部長などを経てフリーに。現在は西洋美

術、 時計など幅広い分野で講演、執筆活動を続けている。

アートにまつわる著書多数。 テレビ番組レギュラー出演に

「ぶらぶら美術・博物館」など。YouTubeチャンネル「山田五

郎 オトナの教養講座」も大人気！ 

  ■4月16日(土) 午後1時～ ・3時～《各回15組30名様》 ※各回 約30分 

  ■6階イベントホール前＜特設ステージ＞ 

  ・ ［応募方法］大丸京都店HPの応募フォームにてお申し込みください。 

  ・ 受付：3月22日(火) 午前10時～4月3日(日) 午後11時59分 

  ・ 抽選のうえ、ご当選者には締め切りから4月8日(金)までにメールにてお知らせします。 

  ・ お子様のご同伴はご遠慮ください。トークショーのご参加は当選者に限ります。               

   当日立ち見席などはございません。本イベントの録画、録音、写真撮影は固くお断りいたします。 

  ・ 当日、大丸京都店公式インスタグラム（@daimarukyoto）からもライブ配信予定！ 

  ・ 1階店内ご案内所前特設会場のモニターでもご覧いただける予定です。 

抽選で計30組60名様をご招待！店頭モニター＆オンラインでライブ配信！ 

五郎さんが来る！ART＠オトナの教養トークショー  
芸術や文化に造詣の深い山田五郎さんが豊かな知見、軽妙な語り口で西洋の名画を解説します。 



【この件に関するお問い合わせ先】  大丸京都店広報担当  長谷川眞之    

ＴＥＬ： 080-4066-3793   E-mail： masayuki.hasegawa@jfr.co.jp 

えっ！こんなところにもARTが!?  

五郎さんが監修！ 

 ART@階段ギャラリー『上ル・下ル』 

■4月13日(水)～26日(火） 

■1階・3階・6階 西階段 

＜1階は午前10時～午後8時、 3・6階は午前10時～

午後7時＞   

名画に隠された謎に迫る！ 

五郎さん監修によるユニークな絵画展を1・3・6階の

西階段の３箇所で開催。 

※写真はイメージです 

 ART＠DAIMARU＜アート・アット・ダイマル＞ 
■6階イベントホール 

■4月14日(木)→25日(月)【前期】4月14日(木)→18日(月)、【後期】4月20日(水)→25日(月) 

開場時間＝午前10時～午後7時 ※4月18日(月)・25日(月)は午後5時閉場、4月19日(火)は終日閉場 

アートに触れて、 自由に想像を駆け巡らせながら、 新しいもの、 感動するものを見つけてください。 

東西の憧れの巨匠や有名作家の名品から、 次世代を築く注目のアーティストまで。 

じっくりとアートにふれる豊かな時間をお過ごしください。 

各階をめぐって答えて学んで、 西洋絵画ツウに！ 

五郎さんに挑戦！ART＠全館クイズラリー30 

■4月13日(水)～26日(火) ■1～7階＜１・2階は午前10時～午後8時、3階以上は午前10時～午後7時＞   

五郎さんの著作をもとにしたクイズが、各階あちこちの床や壁に全30問！シートのバーコードをスマートフ

ォンで読み取ると、解説が楽しめます。ART＠全館クイズラリーの中に＜スペシャル問題３問＞ をご用意。 

対象のクイズ横で配布の用紙に解答・必要事項を記入のうえ、応募ボックスにご投函ください。 

全問正解者の中から抽選で20名様に山田五郎さんの直筆サイン入り本を差し上げます。 

※大丸京都店ホームページからもご参加いただけます。 























 

【展開ブランド】※ハルク改装に伴い、本館 6 階にショップ移設 

・3/3（木）オープン「ゾーイ」「ビームスゴルフ」「ワック」 

・3/4（金）オープン「ジャックバニー」「セントアンドリュース」 

「ニューバランス ゴルフ」 「パーリーゲイツ」 

「ピンアパレル」「マスターバニーエディション」 

※「有賀園ゴルフ」は小田急エース北館に、3/3（木）オープン 
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本年 3 月、小田急百貨店新宿店では、ゴルフウエア売場が本館 6 階に移設しリニューアルオープン

しました。婦人服売場と同フロアになったことから、ゴルフ愛好家だけでなく幅広い女性の関心を集

めており、売り上げは好調に推移しています。コロナ禍でゴルフのプレースタイルが変わっているこ

とに伴いゴルフウエア選びにも変化が見られます。売場担当者がいま注目のウエアををご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■プレースタイルとあわせて、ゴルフウエア選びも変化が見られます！ 

 
3 密にならないスポーツとして、コロナ禍で人気を集めているゴルフ。食事

休憩を挟まずに 18 ホール続けてプレーする時短スタイル「スループレー」が

浸透するなど、これまでと楽しみ方が変わってきています。感染対策の意識の

高まりから、ゴルフ場の更衣室で着替える手間を省くため家からゴルフウエア

を着て出掛けるという方や、食事はプレーを終えて帰る途中で仲間とさっと済

ませるという方が多いようです。  
ゴルフウエアといえばグリーンに映える色使いや華やかなデザインが定番

で、街中で着るには少々目立ちすぎてしまうというイメージがありましたが、

近年のコロナ禍におけるプレースタイルの変化に伴って、普段着としても着ら

れる汎用性の高いデザインや、街中にも溶け込みやすいベージュ、白、ネイビ

ーといったアースカラーの人気も高まっています。 
 

個性的なデザインのアイテムは印象に残りやすくコーディネートが難しいもの。また、サスティナ

ブル意識の高まりなどからもウエアを長く愛用したいと考える方が増え、”着回しのしやすさ”が注目 

されているようです。手持ちの洋服と上手に組み合わせれば、スポーツミックスコーデも楽しめます。 

 

 

 

  

 

 

 

【小田急百貨店新宿店情報】 

ゴルフ愛好家も、ファッションとして楽しむ方も！ 

普段使いできるゴルフウエアがじわり注目 
 

 

スポーツ担当15 年、ゴルフ担

当6年目の担当者がご紹介！ 



 

■スポーツミックスコーデも楽しめる！普段使いできるゴルフウエア 
 

各ブランドから、ゴルフウエアならではの機能性と普段使いできるデザイン性を兼ね備えたアイテ

ムが登場。ゴルフだけでなく幅広いシーンで使える着回し抜群のアイテムや、春コーデのポイントに

なりそうなアイテムを紹介します。 

 

パーリーゲイツ 

 「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトの

もと、年齢や性別など、あらゆる枠組みを超えたちょっとオシャレな

ゴルフウェアを提案するブランドです。 
 

 ゴルフ場への行き帰りにおすすめのスタイルとして、吸水速乾性に

優れた素材の半袖カノコポロシャツ（19,800 円）と、リボンベルトが

アクセントのひざ下丈のスカート（37,400 円）とのコーディネートを

提案しています。スカートは足捌きを快適にするシルエットと高いス

トレッチ性で快適な履き心地。ゴルフだけでなく幅広いシーンで活躍

するアイテムで、上品なネイビーを選べば街中にも溶け込みます。 
 
 

ニューバランス ゴルフ 

ニューバランスのコンセプトやフィロソフィーを基に、様々

なゴルフスタイルを head to toe で提案します。 
 

おすすめは、無水染色を可能にしたリサイクル素材を使用し

た長袖モックネックニットプルオーバー（24,200 円）。軽量

性に優れ、柔らかく、イージーケア性が高いのが特徴で、ニッ

ト編みでしか表現できないこだわりのデザイン。白、黒、ベー

ジュの展開で、ゴルフでは共地のスカートとのセットアップス

タイルを提案していますが、日常では、お手持ちのフレアパン

ツやデニムとのコーディネートもおすすめです。 
 
 

ビームスゴルフ 

ファッション性と機能性を両立させたビームスならではのゴルフスタイルを提案するオリジナル

ブランド。普段使いできるアイテムも豊富に揃っています。 
 

普段着としても活躍するポロシャツ。ラコステ×ビームスゴルフ別注ミニカラーポロシャツ

（16,500 円）は、後ろの GOLF モチーフのワニワッペンなど細部にもこだわりが。また近年、鮮や

かなタイダイ柄のアイテムが人気を集めていますが、プルオーバー（24,200 円）は春のファッショ

ンの主役になりそうです。さらに、見た目はそのままに、高いグリップを実現したアウトソールなど

ゴルフ仕様に仕立てたコンバースのオールスターのゴルフシューズ（11,000 円）にも注目です。 

 

 

  

 

 



 

 

ゾーイ 

本当の上質とは何かを知る大人たちを納得させるゴルフブランド。ヨーロッパの歴史・伝統・文化

からインスパイアされたオリジナルの世界観を演出します。 
 

肌触りの良いミニパイル素材のクールパイルパーカー（26,400 円）や、しなやかなナイロン素材

でストレッチ性に優れたブルゾン（30,800 円）は、接触冷感や UV ケアなど高い機能性とシンプル

なデザインを兼ね備えています。シンプルでボトムを選ばず、この時期のスポーツミックスコーデに

ぴったり。また、発色性の良いハイゲージのサマーセーター（26,400 円）は、素肌に触れても肌離れ

が良く初夏まで楽しめます。 

 

 

 

 

ワック 

すべてのゴルファーに楽しい勝利を夢見てもらいたいという

思いから生まれた、現代的感覚のゴルフブランド。コーディネー

トのポイントになるアイテムの数々を展開しています。 
 

ロゴレタリングが目を引くニットベスト（33,000 円）は、伸

縮性に優れた素材を使用し、スクエアネックデザインで女性らし

いきれいなシルエットを演出。また、柔らかく手触り良いニット

素材を使用したフードパーカー（47,300 円）は着心地抜群で、

ワンピースなどにさっと羽織れば、コーディネートがいちだんと

華やかに仕上がります。 

 

 

 

 

 

 

 

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 



報道関係資料 

2022 年 4 月 13 日 

株式会社小田急百貨店 

▲ラウラ・コピロウさん 

▲受注会イメージ 

 “おうち時間”の充実で、注目高まる北欧のアイテムがずらり！ 

「北欧屋台」を開催 
～ 週末にはトークイベントや、ファブリックパネル受注会を実施 ～ 

 

小田急百貨店新宿店では、本館 11 階催物場にて 4 月 20 日（水）～25 日（月）の期間、北

欧のアイテムを展開する「北欧屋台」を開催します。 

 3 回目の開催となる今回は、個性豊かな北欧雑貨をはじめ、ムーミン、リサ・ラーソンの北欧

キャラクターグッズ、北欧からの輸入食品やファブリック、ヴィンテージの陶器など、北欧の人

気アイテムを展開。初夏の装いにぴったりのカラフルな北欧ファブリックやサウナアイテムも登

場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での“おうち時間”が増えたことで、家で過ごす時間が長い北欧のライフスタイルが注

目されており、インテリアやリビング用品など北欧アイテムへの関心が広がっています。今回は

会場でより楽しんでいただける企画として、週末にはフィンランドでの過ごし方を紹介するトー

クイベントや、関東の「北欧屋台」では初開催となる「北欧ファブリックパネル受注会」を実施

します。 

 

＜イベント＞ 

■フィンランド大使館によるトークイベント 
 「北欧フィンランドの初夏の過ごし方」をテーマに、フィンランド大使館 商

務部 商務官 ラウラ・コピロウ（Laura Kopilow）さんをお招きしてトークイ

ベントを開催します。 自然との関わりあいを大切にし、サスティナブルなラ

イフスタイルが根付いている北欧フィンランドでの、夏の迎え方、サマーコテ

ージ、サウナライフやギフトアイテムなど楽しく紹介します。 

●日 時：4 月 23 日（土）15 時～16 時             

●入場料：無料 

●場 所：小田急百貨店新宿店 本館 11 階催物場「北欧屋台」会場内 

※混雑の際は、ご入場を制限させていただく場合がございます。 

  

■北欧ファブリックパネル受注会 

 お好みの北欧輸入生地を選んで、お気に入りのファブリックパネルをオ

ーダーいただけます。 

●実施日：4 月 23 日（土）・24 日（日） 

●制作例： 横 20 ㎝×縦 20 ㎝のミニパネル（参考価格 3,300 円～） 

      横 90 ㎝×縦 43 ㎝の大型パネル（参考価格 7,810 円～） 

      ※他のサイズもございます。 

●場 所：小田急百貨店新宿店 本館 11 階催物場「北欧屋台」会場内 

●お渡し：後日お渡し（ご配送または店頭お渡し） 

※混雑の際は、整理券を発行させていただく場合がございます。 



 

＜展開ブランド一例＞ 

●『ピュアウェイスト』 

コットンの端材をリサイクルして、服に作り直すフィンランド

のアパレルブランド。愛らしいキャラクターの「マロン」の北

欧屋台限定デザインです。 

     

▶（写真・左）北欧屋台限定デザイントートバッグ 

（綿 100％、45×40ｃｍ） 2,860 円 

▶（写真・右）北欧屋台限定デザイン T シャツ 

（綿 70％、ポリエステル 30％、サイズ M／L） 各 4,180 円 

 

●『HAVU』 

環境に配慮したフィンランドのナチュラルコスメブランド。フィンランドの森

に生息する樹木から得た木材を利用し、再生可能な木製リップスティックケー

スは、インテリアとしても素敵です。 

                      ▶リップスティック 各 5,280 円 

 

 

●『ルインリビング』 

サウナ発祥のフィンランドから、2015 年にスタートしたバス＆リビンググッズ

ブランド。高品質スパウェアが小田急に初登場。フィンランドの自然をモチーフ

にした色合い、エイジレス、ジェンダーレスな落ち着いたデザインが特徴で、ギ

フトとしても喜ばれます。 

▶スパドレス（綿 100％ S・M） 各 16,500 円 

▶ヘアタオル（綿 100％ フリーサイズ） 6,600 円 

 

 

●『アクアビットジャパン』（北欧輸入食品） 

冷たく澄んだノルウェーの海で育ったサーモンは、引き締まった赤みに良

質の脂が程よくのり、コクのある味わいが特徴。獲れたてのサーモンを数

時間以内に加工したこだわりのスモークサーモン。他にニシンマリネやミ

ートボール、チーズ、ベリージャム、コーヒー、紅茶、アルコールなど、

様々な北欧の味をお楽しみいただけます。 

    

▶TROLL 社 ノルウェー産スモークサーモン（100ｇ）  

            1,296 円 ※盛り付け例 

 

※画像はイメージです。 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「北欧屋台」 

期   間：4 月 20 日（水）～25 日（火）10 時～20 時 ※最終日は 17 時閉場 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場    

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://www.odakyu-dept.co.jp/  

協 力：727 カンパニー合同会社 

   

 
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/


報道関係資料 

2022 年 4 月 11 日 

株式会社小田急百貨店 

イベント限定商品 

▲IC カードケース 2,310 円 

イベント限定商品 

▲トートバッグ 2,420 円 
イベント限定商品 

▲マグカップ 1,870 円 

イベント限定商品 

▲巾着 660 円 

※4 月 16 日（土）発売 

イベント限定商品 

▲モバイルバッテリー 5,060 円 

イベント限定商品 

▲ランダムアクリルキーホルダー 

コレクション（全 12 種）各 550 円 

イベント限定商品 

▲ランダム缶バッジコレクション

（全 12 種）各 440 円 

 新宿小田急にて初開催！ピクサーの人気キャラクターアイテムが大集合 

「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」を開催 
～ 環境に配慮したディズニーアイテムを展開する、注目の POP UP STORE も ～ 

 

 小田急百貨店新宿店本館 1 階の特設会場では、４月 13 日(水)～25 日(月)の期間、『トイ・ス

トーリー』や『モンスターズ・インク』、『カーズ』など、PIXAR の人気キャラクターのアイテ

ムが大集合した、新しい POPUP イベント「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」

を初開催します。イベント限定商品のほか、バッグやタオル、マグカップ、文具、アパレルなど

豊富な PIXAR グッズを展開します。 

 また、サステナブルやエコをテーマにしたディズニーアイテムを展開する「Disney FRIEND 

OF NATURE POP UP STORE by Small Planet」を同時開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」展開商品一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

▲サステナブルバッグ 500 円 
イベント限定商品 

▲リサイクルペットマグ グリーン

バイブスオンリー！2,310 円 

イベント限定商品 

▲エコバッグ グリーンバイブス

オンリー！3,190 円  

※4 月 15 日（金）発売 

■「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」お買い上げプレゼント 

●4 月 13 日（水）から 

会場にて 6,600 円（税込）以上お買い上げの方に先着で「非売品サコッシュ（PIXAR FEST）」

を 1 会計につき、おひとり様 1 つプレゼントします。 

●4 月 23 日（土）から 

会場にて 2,750 円（税込）以上お買い上げの方に先着で「非売品アクリルコースター（トイ・

ストーリー）」を 1 会計につき、おひとり様 1 つプレゼントします 

※それぞれなくなり次第終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

▲サコッシュ       ▲アクリルコースター 

 

 

■<同時開催>「Disney FRIEND OF NATURE POP UP STORE by Small Planet」 
サステナブルやエコをテーマにしたディズニーアイテムを、一同に集めた新しい POP UP イベ

ントを同時開催します。 

 

◎展開商品一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Disney/Pixar 

©Disney 

 

＜開催概要＞ 

名   称：「PIXAR FEST POP UP STORE by Small Planet」 

     「Disney FRIEND OF NATURE POP UP STORE by Small Planet」 

期   間：4 月 13 日（水）～25 日（月）10 時～20 時 30 分  

※4 月 17 日（日）・24 日（日）は 20 時まで 

場 所：小田急百貨店新宿店本館 1 階中央口前〈特設会場〉    

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：0570-025-888（ナビダイヤル） 

U R L：https://www.odakyu-dept.co.jp/  

 

 

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/


伊勢丹新宿店の洋菓⼦にNEWショップ3ブランドがオープン︕

「カフェ エ シュクレ」(洋菓⼦)に＜パレスホテル東京スイーツブティック＞＜ラ・ノスタルジー＞＜ガス
タ＞が登場

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ(洋菓⼦) 

■3⽉23⽇(⽔)オープン︓ ＜パレスホテル東京スイーツブティック＞  

■3⽉30⽇(⽔)オープン︓ ＜ラ・ノスタルジー＞＜ガスタ＞

3⽉30⽇(⽔)、本館地下１階⾷料品の洋菓⼦エリアに＜ラ・ノスタルジー＞と＜ガスタ＞がオープン。 3⽉23⽇

(⽔)には＜パレスホテル東京スイーツブティック＞がオープンし、話題の新ブランドが続々と登場。洋菓⼦エリア

がさらに魅⼒あふれるラインナップに︕

NEW■3⽉30⽇(⽔)＜ラ・ノスタルジー＞

 ■⼈気パティシエ 江藤英樹⽒による新ブランド 

グランメゾンでシェフパティシエを歴任した江藤英樹⽒による伊勢丹新宿店限定のスイーツブランドが登場しま

す。コンセプトは『古き良き素朴なお菓⼦への憧れを込めて。懐かしさ感じる⽢美なお菓⼦を。』

サブレやケークをはじめ、⽣菓⼦やコンフィチュールなど、伝統あるお菓⼦にフォーカスを当て、奥ゆかしく飾り

すぎない中にも⼼に残る洗練された味わいをお届けします。
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サブレメープルバターミルク (44枚/1⽸) 3,564円 

芳醇なバターミルクの⾹りと、メープルシュガーの優しい⽢さが広がるサブレです。どこか懐かしいミルキーな⾵

味をお楽しみください。

※3⽉30⽇(⽔)から4⽉1⽇(⾦)︓各⽇50点限り/お⼀⼈さま1点まで 

※4⽉2⽇(⼟)から4⽉3⽇(⽇)︓各⽇100点限り/お⼀⼈さま2点まで 

※4⽉4⽇(⽉)以降各⽇の限定数、お⼀⼈さまのお買い上げ点数につきましては、状況に応じて設けさせていただく

場合がございます。  

 

NEW■3⽉30⽇(⽔)＜ガスタ＞

■国⺠的ブーム、バスクチーズケーキ伝承のお店

またたく間に⽇本中に広まったバスクチー

ズケーキブーム。もとはスペインの⼀つの

バルで⽣まれた伝統的⼈気のチーズケーキ

でした。このチーズケーキの製法を唯⼀、

正攻法で伝承されたのがバスクチーズケー

キ専⾨店＜GAZTA（ガスタ）＞。伊勢丹

新宿店限定品もご⽤意いたします。ブーム

ではなく、⻑く愛されるスイーツとしてチ

ーズケーキの魅⼒をご紹介していきます。

バスクチーズケーキ (左) 直径15cm(1個) 4,320円、 (右) 直径8cm(1個) 761円  

■伊勢丹新宿店限定商品



【伊勢丹新宿店限定】ヘーゼルナッツ バスクチーズケーキ  (1個) 861円 

ヘーゼルナッツの⼥王と呼ばれるピエモンテ産の「トンダ・ジェンティーレ」のペーストを⽣地に練り込んだ⾮常

に贅沢な味わいです。

 

【伊勢丹新宿店限定】クレープ ガスタ (1個) 1,601円 

もっちりとしたクレープ⽣地にバスクチーズクリーム、⽣クリーム、メープルシロップ、キャラメルソース、バス

クチーズケーキ、いちご、チーズマドレーヌを合わせました。 

 

NEW■3⽉23⽇(⽔)＜パレスホテル東京スイーツブティック＞



■ホテルメイドの上質と洗練の味

皇居外苑の緑と⽔に囲まれ、落ち着きある

品格とラグジュアリーな美しさを放つパレ

スホテル東京。その洗練されたホテルメイ

ドのスイーツが＜パレスホテル東京スイー

ツブティック＞として伊勢丹新宿店でも楽

しめることになりました。

創業当時から⼤切に受け継がれる伝統の味

に加え、季節感あふれるモダンケーキ、⼿

⼟産やおくりものにもふさわしい焼き菓

⼦、伊勢丹新宿店先⾏販売や限定ケーキも

ご紹介します。

■伊勢丹新宿店限定商品

【伊勢丹新宿店限定】ミルフイユ オゥ フレーズ  (1個) 1,501円

カスタードクリームをパイ⽣地ではさんだミルフイユに、⼤粒の国産いちごを贅沢にのせたナポレオンパイスタイ

ルで。⾹ばしくパリパリ、ザクザクなパイ⽣地とジューシーないちごが混ざり合い、⾄福のおいしさが⼝いっぱい

に広がります。          
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ビジネスカテゴリ

キーワード

関連URL

【伊勢丹新宿店限定】アリシアン (1個) 901円

発酵バターをたっぷり使ったチョコレート⾵味のクッキーシューに、レモングラスが⾹るカスタードクリームとコ

ーヒー⾖の⾹りを移した⽣クリームを2層に。ほろ苦くてほろほろしたクッキーシューの⾷感も楽しいひと品で

す。

※価格はすべて税込です。   

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

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

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  伊勢丹新宿店の洋菓⼦にNEWショップ3ブランドがオープン︕

商品サービス

⾷品・お菓⼦ 百貨店・スーパー・コンビニ・ストア

伊勢丹新宿店 ISETAN スイーツ ガスタ パレスホテル東京 ラノスタルジー バスクチーズケーキ
ミルフィーユ シュー 江藤英樹

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods.html

https://prtimes.jp/main/registmedia/form
https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=medialogin&company_id=8372&release_id=2148&message=releasemediaonly&uri=%2Fmain%2Fhtml%2Frd%2Fp%2F000002148.000008372.html
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/release_type_id/01
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/013/lv2/41/
https://prtimes.jp/main/html/searchbiscate/busi_cate_id/003/lv2/10/
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E4%B8%B9%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%BA%97
https://prtimes.jp/topics/keywords/ISETAN
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%BF
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E6%9D%B1%E4%BA%AC
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%A9%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%BC
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A6
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC
https://prtimes.jp/topics/keywords/%E6%B1%9F%E8%97%A4%E8%8B%B1%E6%A8%B9
https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods.html


三越劇場が3年ぶりに再開︕オーケストラによる「三越劇場“PREMIUM CONCERT”
vol.19&20 〜イタリア映画⾳楽の魅⼒〜」を三越イタリアフェアに合わせて5⽉1⽇
(⽇)に開催。

●⽇本橋三越本店本館6階三越劇場 ●2022年5⽉1⽇(⽇)午前11時／午後2時（各回約90分）

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

三越劇場が3年ぶりに再開します。4⽉27⽇(⽔)から5⽉10⽇(⽕)まで⽇本橋三越本店本館・新館各階で開催する「三越イ

タリアフェア」に合わせて、「三越劇場“PREMIUM CONCERT” vol.19&20 〜イタリア映画⾳楽の魅⼒〜」と題した、

オーケストラコンサートを5⽉1⽇(⽇)に開催します。前売りチケットは4⽉3⽇から発売開始。

https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/product/7050900000000000000001989692.html

三越劇場は1927(昭和2)年に「三越ホール」として開設。アールヌーボー調の豪華な雰囲気で当代随⼀の劇場設備

を誇り、その後、約90年にわたり新作から古典まで、幅広い作品を上演してきました。2017年に⽇本橋三越本店

本館が国の重要⽂化財に指定された際にも⾼く評価されました。この3年間は上演を休⽌していましたが、5⽉1⽇

(⽇)「三越劇場“PREMIUM CONCERT” vol.19&20 〜イタリア映画⾳楽の魅⼒〜」と題したオーケストラコンサー

トを開催いたします。
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演⽬︓イタリア映画の名作選によるオーケストラコンサート

 世界的なアーティストによる⽇本橋シンフォニー・オーケストラの情熱的な演奏に、画家の常世隆⽒がアートディ

レクターとしてコラボレーション。イタリアの旅情を掻き⽴てる映像と共にイタリア映画⾳楽の魅⼒をご堪能くだ

さい。

 

出演者(敬称略)

 

志村健⼀（指揮）、⽇本橋シンフォニー・オーケストラ（管弦楽）、物集⼥純⼦（ヴァイオリン）、松井咲⼦（ピ

アノ）

志村健⼀(指揮）



⽇本橋シンフォニーオーケストラ(管弦楽)

※画像はイメージです。編成は演⽬、内容で異なります。

 

物集⼥純⼦(ヴァイオリン)

 

 

協⼒(敬称略)

常世隆（アートディレクター・画家）、ジョバンニ・ピリアルヴ（ナビゲーター・写真家）



常世隆(アートディレクター）

ジョバンニ・ピリアルヴ(ナビゲーター)

 

 

 

 

曲⽬（予定）
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「太陽がいっぱい」「道」「⼭猫」「ロミオとジュリエット」「ゴッドファーザー」「ヴェニスに死す」「アマル

コルド」「ひまわり」「ニューシネマパラダイス」「海の上のピアニスト」「８ 1/2」などを予定

※写真は映画「海の上のピアニスト」のワンシーンです。

 

全席指定

各回、劇場の定員の50％（250名迄）の全席指定。当⽇、残席がある場合はご参加可能。 

 

チケット発売⽅法

お⼀⼈さま 4,400円(税込み）未就学児不可  

発売開始は4⽉3⽇(⽇)午前10時〜 

①オンライン→「三越劇場のサイト」https://mitsukoshi.mistore.jp/bunka/product/705090000000000000

0001989692.html 

「イープラス」でも販売

②電話→三越劇場フリーダイヤル0120-03-9354 店頭→⽇本橋三越本店本館6階「三越劇場」 

※記載の内容は諸般の事情により変更・中⽌になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染予防の観点から、館内混雑状況によって⼊場制限をさせていただく場合がございます。

 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。
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「アートアクアリウム美術館 GINZA」銀座三越に2022年5⽉3⽇オープン予定

〜銀座の中⼼で、美しい⾦⿂アートが⼈々を魅了する〜

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

この度、銀座三越 新館8階に「アートアクアリウム美術館 GINZA」がにオープンします（2022年5⽉3⽇(⽕)予

定）。独⾃にデザインしたアクアリウムに⾦⿂が美しく舞い、光・⾳・⾹のオリジナル演出で魅せる⾦⿂アートの

展覧会。今回のテーマは「百華繚乱〜進化するアート〜」。年間を通して四季折々の体験を楽しんでいただけま

す。史上初の試みである、他の分野で活躍するアーティストとのコラボレーションなど、これまでにない新たなア

ートアクアリウムの姿にご期待ください。※今回のテーマ「百華繚乱〜進化するアート〜」は2023年1⽉まで開催

予定です。
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アートアクアリウムとは

アート、デザイン、エンターテインメントとアクアリウムを融合させ、「アートアクアリウム」という唯⼀無⼆の

アート分野を確⽴させた新しい展覧会。⾦⿂に特化し⽇本の伝統美が光る幻想的な和の世界観で構成されている。

これまで国内・海外あわせて計40回程度展覧会を開催してきました。独⾃の世界観は⾼い評価を得ており、現在ま

でに１,0８０万⼈以上の累計来場者を動員。運営会社︓株式会社Amuseum Parks
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施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記︓ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

開業⽇ 2022年5⽉3⽇(⽕）予定

営業時間 10︓00〜19︓00（変更になる場合がございます）

※⼊場料⾦、チケットの購⼊⽅法など詳細に関しては、第⼆弾のリリースにて発表いたします。

※開業⽇、内容は諸般の事情により変更になる場合がございます。

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

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

※内容はプレスリリースにより異なります。

プレスリリース >  株式会社 三越伊勢丹ホールディングス >  「アートアクアリウム美術館 GINZA」銀座三越に2022年5⽉3⽇オープン予定

商品サービス

プレスリリースファイル
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報道関係のお問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 成田、千脇、竹田、島田 電話：直通 03(5354)2855 

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

  

2022 年 4 月 13 日 

株式会社 京王百貨店 

4 月 22 日(金)は地球環境について考え行動する日「アースデイ」  

「リペア＆リフォームフェア～For EARTH DAY 4.22～」を開催中 

 
 
 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店では、4 月 27 日(水)までの期間、各階対象売場

にて「リペア＆リフォームフェア」を開催しています。期間中、靴や衣料品をはじめ時計、ジュエリーなど既

存のリペア・リフォームサービスに加え、環境保護につながるイベントやサービスを実施。廃棄衣料をアップ

サイクルした雑貨など「サステナブル」をキーワードにした期間限定ショップも登場します。 
 
■モノを長く大切に使っていくためのリペア・リフォームサービスや廃材を原料にした商品もそろえます 

●「アーバンリサーチの ECO FRIENDLY STORE」 ＜4月 21日(木)～27日(水) ＞ ♦1階イベントスペース  

●［FANS.］コンバースオフィシャルリペアサービス               ●［フーガフーガ］ 

◆5階 メンズビジネス売場                    ◆3 階 プレミアムキャアスタイル 

  

今年３月にオープンしたシューケア・リペア工房「FANS.」では、 
お気に入りのコンバースシューズを長く大切に愛用いただけるようソール 
のすり減りやヒールラベルの剥がれなどをリペアするサービスを常備。 

 

 

 

 
 

そのほか、お預かりした古い写真のデータ化やモノクロからカラー写真への変換、複製などの修理・加工仕

上げを行う「写真修復サービス」(8階写真室/衣裳室・ヘアメイクサロン)をはじめ、「バッグリメイクフェア」(4/27ま

で：4階 クリーニングオリック)や「ジュエリーリペア＆リフォーム」(4/22まで：6階 宝石売場)、「時計オー

バーホールフェア」（4/22まで：6階 時計売場）なども各階で実施しています。 

特設 HP：https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/forearthday.html                    

「サステナブル」をキーワードに人気アパレルブランド「アーバ

ンリサーチ」が手掛ける 2 ブランド「commpost
コ ン ポ ス ト

」、「THE
ザ

 

GOODLAND
グ ッ ド ラ ン ド

 MARKET
マ ー ケ ッ ト

」が同時に出店する期間限定ショップが

登場。素材の分別が難しいといわれる廃棄衣料を色で分け、アッ

プサイクルした新素材の雑貨や廃棄材料、什器をリメイクした衣

料品・家具などをそろえます。 

＜商品一例＞commpost
コ ン ポ ス ト

「MULTIPURPOSE BAG S」1,430円ほか 

 

◆新宿店 各階  

◆会期：開催中～4 月 27 日(水) 

 

 

 

 

 

「ざぶとん」各 3,850円 

＜販売期間：4月 21日(木)～27日(水)＞ 
 
洋服を作る過程で余ってしまった生地などを使
用したオリジナルざぶとんを期間限定販売。 

※日本国内における正規品・オールスター/ワンスターシリーズ(ホワイトテープ×ブラ
ウンソール/ホワイトテープ×ブラックソール)のアイテムが対象、カスタマイズ不可 

＜リペア例>ヒールリペア A 5,500円 
かかとのすり減りをオリジナルのソールパーツで補強し、新しいヒールラベルを貼り
付けて仕上げます。 

 

 

 

※イメージ 
 
 

https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/forearthday.html
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松屋銀座では、4月 27日（水）から 5月 10日（火）までの 14日間、持続可能な社会へ向けた暮らしを提案する 

全館プロモーション「BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを」を開催いたします。 
 

３回目となる今回は「循環」がテーマ。大量生産や廃棄など経済のあり方が見直される今、資源を循環させる“サーキュラー

エコノミー”への転換が求められています。「循環」をテーマに、資源を無駄にしないモノづくりに取り組んでいる商品や、３R につ

ながるアクションを紹介。さらに、日本の各地域の資源や伝統を活用したモノづくりを紹介することで地域共創にも取り組むなど、

あらゆる観点から、地球や社会の未来を考える 14日間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

風呂敷は、包むものによって自在に形を変え、包装紙にもバッグにもなり、繰り 

返し使える、まさに万能循環アイテム。松屋銀座ではそんな風呂敷に再注目し、 

様々な使い方を各フロアのディスプレイなどで紹介するほか、本企画のための 

オリジナル風呂敷で館内装飾を実施します。 
 

館内ディスプレイ  

 【１階 スペース・オブ・ギンザ】4 月 27日(水)-5月 31日(火) 写真上イメージ 

【正面ウィンドウ、店内各階】4 月 27日(水)-5月 10日(火) 

吹き抜けの空間に、１７色の巨大な風呂敷で SDGｓの輪をかけます。 

手掛けるのは大正 2年創業の京都・伏見の「馬場染（ばんばせん）工場」。 

木造の合掌造りの工場で、昔ながらの材料や染め方を守りながら、職人の手作業で 

丁寧に仕上げていきます。その品質の高さから、国内外の多くのブランドから信頼を 

得て注文が来ています。 

今回は、松屋オリジナル柄を作成。伝統的な唐草文様をアレンジしたデザインを 

SDGｓの 17 の目標のカラーで染めました。 

 

 

 

「循環」をテーマに、SDGｓに繋がる商品やアクションを紹介 

サステナブルな暮らしを提案する全館プロモーション 

BEAUTIFUL MIND 毎日ひとつ私と誰かにいいことを 

松屋銀座全館 4月 27日（水）～5月 10日（火） 

■日本伝統の万能循環アイテム「風呂敷」に注目  

使い方のバリエーション紹介やオリジナル風呂敷販売、館内装飾など。伝統技術を伝え地域共創の役割も 

■サーキュラーエコノミー商品を各階にて紹介 廃棄物を最小限に抑えるモノづくりなど 

■リメイクや回収サービスで３R お客様のアクションを促すサービスを実施 

■期間限定コーナーやイベント 期間限定ブランド集積コーナーや初の青空マルシェなど 

日本伝統の万能循環アイテム 風呂敷 再注目 ～伝統技術を伝え地域共創～ 

松屋銀座では地域の素晴らしいものづくりの魅力を発信する 

『地域共創装飾プロジェクト』を進行中です。 

https://www.matsuya.com/ginza/events/2022/0228/chiikikyousou/ 
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松屋銀座オリジナル風呂敷 一部カラーを商品化し限定販売 

■会場 ７階 デザインコレクション、地下 1階 和洋酒ほか  

＊松屋オンラインストアでも販売   

■価格 2,200円 （サイズ：約 70ｃｍ×70ｃｍ） 

 

装飾で使用する風呂敷と同柄限定 8色を期間限定で 

販売します。 
 
 

各フロアディスプレイにて風呂敷の使用例を紹介 

■会場 地下１階 和洋酒 ３階、４階 婦人服 ５階 紳士服 トラベル ７階 デザインコレクション 

和洋酒売場ではワインボトル２本包み、婦人服売り場では洋装に合わせてバッグ風に、トラベルコーナーでは荷造りのパッキング 

としてなど、用途に合わせた風呂敷の使い方をディスプレイで紹介します。 
 

社内風呂敷啓もう活動 風呂敷の良さを若手社員にも伝えるため、社員向け風呂敷講習会を実施するなど利用促進。 

 

 

 
 

ごみをできるだけ少なくすることを意識したモノづくりや、消費された製品を資源としてリサイクルする取り組みなどから生まれた商

品を各フロアで紹介。 

 

 

 

 

 

 

 
 

捨てられる食材を活かしたグルメ 
 

① もりやま園「テキカカシードル」 地下１階 和洋酒  627円  

摘果作業により間引かれ、通常は捨てられてしまう「摘果りんご」を主原料としたシードル。未熟なりんごならではの甘さ控えめで 

キレの良いシャープな味わい。 
 

② 浪漫須貯古齢糖(ロマンスチョコレート)  「ボンボンショコラ」 地下 1階 GINZA スイート 1,728円  

通常は廃棄される「カカオの外皮」や、「シードルの澱」を使用したンボンショコラに、香り豊かな唐辛子「清水森ナンバ」を使った 

ガナッシュや、岩木山養蜂の桜の蜂蜜を使用したガナッシュをセットに。＊4/27(水)～5/3(祝・火)  
 

③ 冷凍鮮魚 「One Bite Fish 」 地下２階 生鮮・グロッサリー 756円から  

日本有数の漁獲量、魚種を誇る長崎県の新鮮な魚を特殊な冷凍技術「凍眠」で凍結。解凍してすぐ刺身として食べられます。

新鮮でないと食べられない穴子の刺身や生の鯖など、産地でしか食べられないような魚も冷凍技術で全国で楽しむことができます。

冷凍することで食品ロスの課題にも貢献します。 

 

間伐材を利用したファッション 

④ オイト 「フラットパンプス」 3階 婦人靴 各 17,050円  

需要が少ない「間伐材」を和紙糸の原料として活用。速乾・吸収・消臭性に優れた和紙糸を内側に使用することで、蒸れにくく、

素足で履いても心地よいパンプスが生まれました。 

 

〈サーキュラーエコノミー〉 廃棄物を最小限に抑えるモノづくり 

①  ②  ③  ④  
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修理・リメイク（リユース） 

■「ネクタイリメイクイベント」 5階 紳士雑貨ネクタイ売場 3,300円 写真① 

ご不要のネクタイをお子様用蝶ネクタイやペンケースにリメイクします。＊お渡しまで 4～6週間 
 

回収（リサイクル・リユース） 

■「タオル回収キャンペーン」 4/27（水）～5/10（火） ７階 タオルシンクラボ   

不要なタオルを回収し、糸に再生。新たなタオルの緯糸の一部として使用します。ご協力 

いただいたお客様には当日からご使用いただけるタオルシンクラボ 10％オフクーポンを進呈。 

～タオルの移動販売車「タオル美号」が松屋銀座前に登場～ 

5/6（金）～8（日）１階 正面口玄関 特設スペース 写真②＊イメージ   

＊特設スペース営業時間はお問い合わせください 
 

■コルク栓回収 「TOKYO CORK PROJECT」 地下 1階 和洋酒  

ワインボトルの栓として使われるコルクを収集し、再資源化に取り組む「TOKYO CORK  

PROJECT」と一緒に、コルク栓回収を実施。＊人工コルクなど一部回収できない物もあり  
 

■「化粧品 ３R トライキャンペーン」 1階 化粧品各ショップ 

包装不要、詰め替え製品の購入、コスメ容器回収（対象ブランドのみ）のうち、２アクション実施いただいた方にスイーツを進呈。 

 

 

 
 

■会場：１階 スペース・オブ・ギンザ ■会期：5月 3日(祝・火)～10日(火) 

〝身近なファッションや雑貨を通じて、人・社会・地球の未来を考える“ことをテーマにセレクトした 10 ブランドを紹介。 
 

知的障害のある作家による個性豊かなリビングアイテム  

■「HERALBONY（ヘラルボニー）」   

知的障害のある作家の才能やアートを「異彩」と定義し、福祉を起点に新たな文化を創造する福祉実験ユニット 

が展開するアートライフブランド「HERALBONY」。松屋銀座初登場となる今回は、ライフスタイルホテル「ハイアット 

セントリック 銀座 東京」のコンセプトルームの内装で使われるアートクッション(写真)なども販売します。 

【その他出店ブランド】「リッチーエブリデイ」ウガンダの女性の雇用を支えながらアフリカンプリントを使ったバッグなど 

「メイグローブ by トライバラクス」インドの伝統技術を使ったハンドメイドアクセサリーなど。 

 

 

 
 

２日間限定の青空マルシェ 

■「環（めぐ）るマルシェ」 ５/７(土)・８（日）午前１０時‐午後５時 ８階 MG テラス 

「循環」をテーマにセレクトしたブランドが揃う青空マルシェを２日間限定で開催。人にも地球にも優しく、 

ギフトにも最適な食品やグッズが約 10店舗で並びます。 

【出店ブランド】「OYAOYA」京都発の乾燥野菜ブランド。規格外で行き場のない野菜をアップサイクルしフードロス削減に取り組みます。写真 

他「EATART」(ヴィーガンフード)、「ゼロウェイストリビング」(プラフリー雑貨)など予定。 
 

 

 

＊価格は全て税込 

〈サステナブル アクションウィーク〉 リメイクや回収サービスで大切に長く使う  

〈イベント〉青空マルシェを初開催 規格外野菜のアップサイクルやプラフリー雑貨など  

①  

②  

期間限定コーナー 知的障害のある方や海外の雇用を生み出すブランドを集積  

アートクッション  

カバーのみ 6,380円 
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株式会社松屋 
 

 久しぶりに一緒に過ごす母の日を楽しむ。サステナブルなギフトにも注目です。 

松屋銀座の「母の日ギフト」 
 

◆松屋銀座 各階   4 月 20 日（水）～ 5 月 8 日(日) 

◆松屋オンラインストア  5 月 3 日(祝・火) 午後 5 時まで 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022 

 
5 月 8 日（日）は母の日。松屋銀座では、「心も満たされるちょっとした贅沢」をテーマに、母の日ギフトを取

揃えます。一緒に過ごす母の日を彩る限定スイーツや、贈り方を意識したサステナブルな商品をご提案します。 
 

 母の日スイーツ  ―お母様とご一緒に―                                  
松屋銀座の「2022 母の日に関する意識調査」において、「今年はお母様に会う」と答えた方が 40％を超え、昨年

より 5 ポイント近く増えています。目で、舌で、一緒に楽しめるスイーツをご用意しました。 

 

〈アトリエ アニバーサリー〉  

母の日デコレーション  4,752 円 （直径約 13cm×高さ約 7cm） 

◆地下 1 階 「GINZA スイート」 ※5 月 4 日（祝・水）～10 日（火） 

花束のように華やかな技巧を凝らしたデコレーションケーキ。 自慢のふわふわスポ

ンジのショートケーキを、優しい生クリームと濃厚いちごチョコレートクリームを使

用して、ウェディングケーキで磨き上げた絞りの技術で纏います。 

 

 

 

〈アトリエ アニバーサリー〉 

母の日限定フレーバー プティデコクッキー ローズ 

（4 個入）999 円 ／ （９個入）2,268 円 

◆地下 1 階 「GINZA スイート」 ※5 月 4 日（祝・水）～10 日（火） 

母の日限定フレーバー「ローズピスタチオ」を含むプティデコクッキー。最高級イタ

リア産ピスタチオを使用したクッキーに、ラズベリー、ホワイト、ルビーの３種を使

用したローズ型のチョコレートが乗ったスペシャルな一品です。 

 

 

〈花のババロア ハバロ〉 

ブーケ ママン  3,456 円 （直径 15cm） 

◆地下 1 階 「GINZA スイート」 ※5 月 4 日（祝・水）～10 日（火） 

バニラヨーグルトの味わいと色とりどりのフルーツで華やかに仕上げたフラワーバ

バロア。エディブルフラワー（食べられる花）のカーネーションを使用した母の日限

定スペシャルブーケ。より美しく、より美味しいマリア―ジュをお楽しみください。 

 

 

 

〈ベイユヴェール〉 

ガトー・オ・ブーケ モーヴ ハーフ 6,480 円（7×14.5×7.5cm） 

◆地下 1 階 洋菓子 

花びら一枚一枚をバタークリームで繊細に仕上げたフラワーケーキ。 

花束の下にはバタークリームと、クリームと相性の良いオリジナルレシピのダクワー

ズ生地の層になっておりフランボワーズのジャムがアクセントになっています。 

 

 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022
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 サステナブルな贈りもの  ―環境や社会に配慮したギフト―                            
意識調査でも、「長く使えるものを買う」「オーガニックなものを選ぶ」「環境・社会貢献に積極的な商品を買う」

という声が多く、そうした需要に応えるギフトもご用意しています。 

 

〈ナラ テイバン〉 万能循環アイテム「風呂敷」 

エシカルなコーヒータイムセット  16,130 円 

◆7 階 ナラ テイバン ※4 月 27 日（水）から販売 

繰り返し使えるコーヒーフィルターや色々な用途に使える折敷な

どを、特製の「風呂敷」で包んだギフト。包装紙を使わない贈り方

もサステナブルな提案です。 

セット内容： 折敷、コーヒーフィルター、ドリッパー、干菓子、 

風呂敷 

※風呂敷に包んだ状態でお渡しします。 

 

 

松屋銀座オリジナル風呂敷  2,200 円  

全８色／約 70×70cm） 

◆７階 デザインコレクション、地下 1 階 和・洋酒ほか 

※4 月 27 日（水）から販売 

＊松屋オンラインストアでも販売 

包むものによって自在に形を変え、包装紙にもバッグにもなり、

繰り返し使える、まさにサステナブルなアイテムです。 

 

 

 

〈プリスティン〉 オーガニックコットン 

左）リネンメッシュボレロ 14,300 円（リネン 50％・オーガニックコットン 50％） 

中）ジョーゼットストール 19,800 円（オーガニックコットン 100％） 

右）フィロソフィースカーフ 25,300 円（手捺染・オーガニックコットン 100％） 

◆7 階 プリスティン 

無染色のリネンとオーガニックコットンで編んだボレロ、120 番手の極細の糸で織っ

たストール、オーガニックコットン生地に手捺染でプリントした繊細なスカーフは、

糸から生地、製品まですべてメイドインジャパンにこだわっています。 

 

 

〈メイグローブ by トライバラクス〉 インドの小さな村に雇用創出 

左）コスチュームバッグ 10,780 円 

中）ランチトート  19,580 円 

右）バブーシュ   17,380 円 

◆1 階 スペース・オブ・ギンザ「BEAUTIFUL MIND」 

※5 月 3 日（祝・火）－10 日（火） 

インドの小さな村に工場を作り、産業のない村の女性たちを雇い、貧困解消やジェン

ダー平等につながる活動を行うエシカルブランドのハンドメイドアクセサリーです。 

 

 

〈カーブホルツ〉  ヴィーガンレザー（植物素材） 

腕時計 左）26,400 円  右）20,900 円 

◆1 階 スペース・オブ・ギンザ「BEAUTIFUL MIND」 

※5 月 3 日（祝・火）－10 日（火） 

木のぬくもりと共に時を刻む、ドイツ製ウォッチ。ベルトには皮革ではなく、

天然木材や紙素材のヴィーガンレザーを使用。深みのある自然な色と、使うほ

どに増していく独特の風合いを楽しめます。 
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 オンラインストアで送料無料  ―人気のギフトをお届けします―                                  
遠く離れたところに住むお母様には、配送できるギフトもおすすめ。松屋オンラインストアならギフトラッピン

グをしたうえで、送料無料（一部地域・離島を除く）でお届けします。 

 

松屋オンラインストア「母の日」 5 月 3 日(祝・火) 午後 5 時まで 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022 

オンラインストアの「母の日ギフト」は送料無料 

※一部の商品は「送料込」：フラワーギフト、弁当 

 

松屋オンラインストア「母の日」売れ筋アイテムの一例 

 

人気 No.1 

〈日比谷花壇〉 

カーネーション「さくらもなか」 5,500 円（送料込み） 

母の日ギフトでは常に人気トップ。まるで和菓子のようにかわいらしいカーネーション

「さくらもなか」の花色は、ピンクから優しいピンクへと変化していきます。「ありがと

う」の気持ちをお花に込めて届けます。 

 

 

人気 No.2 

〈アンリ・シャルパンティエ〉 オンラインストア送料無料 

ガトー・ブーケ（いちご）  2,700 円 

アンリ・シャルパンティエ人気の焼き菓子と特別ないちごのチーズケーキの詰合せ。11 年

目を記念したお菓子でできる東北支援、「スマイルフォー東北-フロム芦屋- プロジェクト」

の「いちごのチーズケーキ」が入った贈りものにぴったりの商品です。 

 

人気 No.3 

〈ラ・カスタ〉     オンラインストア送料無料 

ヘッドスパブラシ ギフトセット  3,960 円  

エレガントでツヤのある美しい髪とイキイキとした頭皮に仕上げるヘアブラシはヘッド

セラピストがプロデュースして開発された特製のミックス毛（豚毛・ナイロン毛）を使用

しています。ブラシ専用のクリーナーでお手入れすることで、大切なブラシを長くご愛用

いただけます。 〔セット内容：ヘッドスパブラシ、ヘッドスパブラシ専用 クリーナー〕 

 

プレゼントの予算も昨年より上がっています 

〈ローズギャラリー〉   オンラインストア送料無料 

プリザーブドフラワー カムアップローゼス・ハート M  55,000 円 

（17.3×16.5×18cm） 

幸せが咲きこぼれる「カムアップローゼス」にハートの形が登場しました。見る人を笑顔

にするローズアレンジ。ローズの下にはアイテムを入れられる空間が。 

 

 

世界の味をご自宅で楽しめる「贅沢なおうちごはん」 

〈Z's MENU〉 

世界グルメセット 9,454 円（送料込み） 

手間を惜しまず、美味しさを追求。厳格な自主基準をクリアし、 こだわり抜いた品質を誇

る安心・安全な冷凍食品です。世界各地のメニューを集めたセット。 

〔セット内容：五島灘の塩で焼いた赤鶏もも串、明洞で食べた参鶏湯、フィレンツェで食べたポルチーニ

リゾット、台湾の思い出ルーロー飯〕 

 

 

 
※表示価格はすべて税込です 

■展開ブランド数 66 ブランド 

■展開商品数  約 220 アイテム 

    （前年：43 アイテム） 

■価格帯   1,100 円～55,000 円 

https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=mothersday_2022


報道関係資料

株式会社松屋

松屋銀座では、メールマガジン会員を対象に母の日に関するアンケート調査を実施しました。

【調査実施概要】 ■調査期間 2022年4月15日（金）～18日（月）　4日間

■調査方法 松屋メールマガジン会員4万7千人を対象にウェブアンケート

■有効回答者数 〔子として〕 回答者数 449名 平均年齢 50.7歳（10～75歳）

〔母として〕 回答者数 167名 平均年齢 57.2歳（30～76歳）

「子」への調査結果

Q1　コロナ禍でお母さまに会う回数は変わりましたか？（同居中を除く） （）内は昨年の数字

増えた 13.2% (1.8%)

減った 53.8% (72.4%)

変わらない 32.8% (25.8%)

Q2　この1年、どのくらいの頻度でお母さまと会いましたか？（同居中を除く）

この一年 前年

毎日 12.3% (2.7%)

週に１回 11.3% (12.4%)

月に１回 13.3% (11.5%)

2.3ヶ月に1回 16.8% (14.8%)

半年に1回 14.3% (15.7%)

年に1回 14.1% (18.2%)

数年に1回 7.0% (9.0%)

何年も会っていない 7.5% (15.7%)

Q3　昨年の「母の日」にお母さまに会いましたか？　今年は会う予定ですか？

昨年 今年

会った 38.5% 会う予定 43.2%

会わなかった 60.9% 会わない予定 51.9%

Q4　今年の「母の日」に、プレゼントを贈りますか？ Q6　母の日に、何をプレゼントしたいですか？ ★複数回答

今年 昨年順位

いつも贈っていて、今年も贈る 80.3% (77.4%) 1位 花 50.3% (1位)

普段贈っていないが、今年は贈る 2.0% (10.9%) 2位 お菓子 33.6% (2位)

いつも贈っていて、今年は贈らない 6.3% (2.7%) 3位 贅沢おうちごはん 18.8% (4位) ↗

普段贈っていないが、今年も贈らない 11.4% (9.1%) 4位 ファッション雑貨 18.6% (3位)

5位 一緒に外食に行く 17.7% (5位)

6位 化粧品・美容グッズ 12.3% (7位) ↗

Q5　「母の日」プレゼントの予算はどのくらいですか？ 7位 洋服 11.2% (6位)

今年 昨年 前年差異 8位 旅行 7.2% (8位)

平均 10,180円 9,502円 +678円 9位 高級な冷凍食品 4.5% (-)

最高額 18万円 10万円 10位 キッチン用品 3.1% (9位)

2022年4月

41.3%53.7%

プレゼントの平均予算は前年超えの10,180円！ 「今年は会いたい」という声も増え、「一緒に過ごす母の日」へ。

2022年 「母の日」に関する意識調査

コロナ禍が続く中でも13.2%の方

が、母親と会う回数が増えたと回答。

昨年の1.8%からは大きく伸びた。

「2,3カ月に1回以上の頻度」で会っ

た方が半分を超えたこと、また「今年

は母の日に会う」という回答が増えて

いることからも、色々な活動を再開し

たいという期待がうかがえる。

プレゼントの平均予算は１万円超に回復した。

母の日ギフトに贈りたいアイテムは、定番の「花」「お菓子」に続いて「贅沢おうちごはん」を挙げる方が多かった。昨今のイエナ

カ関連の充実と、旅行に行かないお金を「美味しい食事」に回す傾向がここでも見られる。

また、最近人気の「高級な冷凍食品」の需要も見られた。
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「子」への調査結果　続き

Q7　「母の日」のプレゼントをどこで購入しますか？ ★複数回答

百貨店（店頭） 64.7% (47.8%)

駅ビル・ショッピングモール 13.9% (16.3%)

スーパーマーケット 5.1% (2.4%)

インターネット 44.5% (42.6%)

花屋 23.7% (25.4%)

Q8　プレゼント選びのポイントは何ですか？ ★複数回答

今年 昨年順位

1位 感謝の気持ちを伝えられる 57.9% (1位)

2位 贅沢な気持ちになる 28.4% (3位) ↗

3位 普段使える 27.1% (2位)

4位 送れる（宅配サービスなど） 21.0% (4位)

5位 思い出に残る 16.8% (9位) ↗

「母」への調査結果

Q9　母の日に、プレゼントしてほしいものは何ですか？ ★複数回答

今年 昨年順位

1位 花 49.7% (1位)

2位 外食 36.5% (3位) ↗

3位 お菓子 28.7% (2位)

4位 旅行 19.2% (7位) ↗

5位 ファッション雑貨 18.0% (5位)

6位 贅沢おうちごはん 13.8% (4位)

7位 化粧品・美容グッズ 12.0% (6位)

8位 キッチン用品 11.4% (10位) ↗

9位 エステ・美容体験 9.6% (8位)

10位 高級な冷凍食品 5.4% (-)

「母」と「子」への共通設問

Q10　最近実践している（してみたい）事は何ですか？ ★複数回答

1位 買い物にはエコバッグを使っている 85.9% (89.6%)

2位 物を長く使っている・長く使える物を買う 53.1% (52.4%)

3位 フードロスを減らすように心がけている 49.2% (42.9%)

4位 資源はリサイクルに出している 48.5% (46.2%)

5位 マイボトルを持ち歩いている 42.4% (45.8%)

6位 節水・節電をしている 40.1% (29.1%)

7位 必要最少限の量だけを買う 34.1% (35.7%)

8位 オーガニック製品を選んでいる 20.3% (22.0%)

9位 14.4% (14.6%)

10位 14.4% (15.1%)

環境・社会貢献活動に積極的な企業の

商品を買う

売上の一部が環境や社会のために寄付

される商品を買う

百貨店で買う予定と答えた方が６割以上あり、店頭で

実際に商品を見て選びたいというギフト需要の大きさと、

そこでの百貨店への信頼の高さをうかがわせる。

一方、インターネット（EC）を利用したいと回答した

方も半分近くに至る。コロナ禍を経て、ECでのギフト購

入をためらわない方が益々増えていると思われる。

環境・社会貢献への意識の高まりがみられる中、百

貨店をはじめとした販売店やメーカー、生産者もそれ

らを意識した商品開発や販売手法を求められている。

ギフトを選ぶポイントとして「贅沢な気持ちになる」という

回答が伸長。「思い出に残る」という回答も含め、会う

機会が減っているからこそ、大切にしたいという気持ちが

表れている。

ほしいものの上位に「外食」と「旅行」が挙がっているこ

とから、そろそろ活動をはじめたいという意欲がうかがえ、

慎重を期す子供の意識との違いが見える。

キッチン用品が伸びているのは、イエナカの期間も長く

なったので、買い替えのタイミングが来ていることも影

響している。
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