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※日程・イベント名称は変更となる場合がございます。 イベント内容等の詳細については、各店へ直接お問合せください。 

※最新の実施店リストは、プレミアム ウィンター バザール特設サイト [https://www.departinfo.com/static/pwb2020/] をご覧ください。 

 

      企 業 名 ・ 店 名               実 施 期 間                イ ベ ン ト 名 称             

■北海道 

（株）札幌丸井三越 丸井今井札幌本店 1/22(水)～2/4(火) ウィンターバザール 

（株）札幌丸井三越 札幌三越 1/22(水)～2/4(火) ウインターバザール 

（株）東急百貨店 札幌店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）函館丸井今井 丸井今井函館店 1/23(木)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）藤丸 1/23(木)～2/5(水) プレミアム ウィンター バザール 

 

■東北 

（株）さくら野百貨店 青森店 1/24(金)～1/26(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）さくら野百貨店 八戸店 1/24(金)～1/26(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）さくら野百貨店 弘前店 1/24(金)～1/26(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）さくら野百貨店 北上店 1/24(金)～1/26(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）仙台三越 仙台三越 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）藤崎 1/29(水)～2/5(水) 婦人服・雑貨ファイナルバーゲン 

（株）そごう・西武 西武秋田店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

 

■関東 

（株）小田急百貨店 新宿店 1/29(水)～2/11(火) ODAKYU プレミアム ウィンター バザール 

（株）京王百貨店 新宿店 1/23(木)～2/5(水) プレミアム ウィンター バザール 

（株）京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店 1/23(木)～2/5(水) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武池袋本店 1/14(火)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武渋谷店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武東戸塚店 1/15(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 そごう横浜店 1/21(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 
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（株）そごう・西武 そごう大宮店 1/14(火)～2/4 (火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武所沢 S.C. 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 そごう川口店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 そごう千葉店 1/21(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 日本橋店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 新宿店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 玉川店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 立川店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 横浜店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 港南台店 1/31(金)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 大宮店 1/31(金)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）高崎髙島屋 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 柏店 1/31(金)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 伊勢丹新宿本店 1/22(水)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 三越日本橋本店 1/22(水)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 三越銀座店 1/22(水)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 三越恵比寿店 1/22(水)～1/28(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 伊勢丹立川店 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）三越伊勢丹 伊勢丹浦和店 1/22(水)～1/28(火) ウィンターバザール 

（株）新潟三越伊勢丹 新潟伊勢丹 1/22(水)～1/28(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）静岡伊勢丹 静岡伊勢丹 1/22(水)～2/4(火) 伊勢丹プレミアムウインターバザール 

（株）東急百貨店 本店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）東急百貨店 吉祥寺店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）東急百貨店 たまプラーザ店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）東武百貨店 池袋店 1/24(金)～2/5(水) プレミアム ウィンター セール 

（株）松屋 銀座本店 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）京急百貨店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 
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（株）さいか屋 横須賀店 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）さいか屋 藤沢店 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）八木橋 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）丸広百貨店 川越店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）丸広百貨店 飯能店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）丸広百貨店 東松山店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）丸広百貨店 入間店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）丸広百貨店 上尾店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）水戸京成百貨店 1/30(木)～2/19(水) プレミアム ウィンター バザール 

（株）東武宇都宮百貨店 宇都宮店 1/23(木)～2/25(火) 
プレミアム ウィンター バザール 

（第 1 期：1/23～2/5 第 2 期：2/12～2/25） 

（株）東武宇都宮百貨店 大田原店 1/23(木)～2/25(火) 
プレミアム ウィンター バザール 

（第 1 期：1/23～2/5 第 2 期：2/12～2/25） 

（株）東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 1/23(木)～2/25(火) 
プレミアム ウィンター バザール 

（第 1 期：1/23～2/5 第 2 期：2/12～2/25） 

（株）スズラン 高崎店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）スズラン 前橋店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）ながの東急百貨店 1/23(木)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）井上 アイシティ２１店 1/23(木)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）遠鉄百貨店 1/24(金)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

 

■中部 

（株）近鉄百貨店 四日市店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）ジェイアール東海髙島屋 

      ジェイアール名古屋タカシマヤ 
1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）岐阜髙島屋 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）名古屋三越 栄店 1/22(水)～1/28(火) ウィンターバザール 

（株）名古屋三越 星ヶ丘店 1/22(水)～1/28(火) ウィンターバザール 

（株）名鉄百貨店 本店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武岡崎店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 
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（株）名鉄百貨店 一宮店 1/29(水)～2/11(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）金沢名鉄丸越百貨店 めいてつ・エムザ 1/31(金)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）大和 富山店 1/23(木)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）大和 香林坊店 1/23(木)～2/14(金) プレミアム ウィンター バザール 

 

■近畿 

（株）近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 上本町店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 東大阪店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 奈良店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 橿原店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 生駒店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）近鉄百貨店 和歌山店 1/22(水)～2/4(火) 冬のプレミアムセール 

（株）京阪百貨店 くずはモール店 1/31(金)～2/2(日) KEIHAN PREMIUM WINTER BAZAAR 

（株）京阪百貨店 守口店 1/31(金)～2/2(日) KEIHAN PREMIUM WINTER BAZAAR 

（株）髙島屋 大阪店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 堺店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 泉北店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 京都店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）髙島屋 洛西店 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 阪神梅田本店 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 千里阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 川西阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 宝塚阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 西宮阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 三田阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）阪急阪神百貨店 高槻阪急 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 西武大津店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 そごう西神店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 
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（株）そごう・西武 西武福井店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）ジェイアール西日本伊勢丹 

     ジェイアール京都伊勢丹 
1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）藤井大丸 1/18(土)～2/13(木) ラストチャンスバーゲン 

（株）山陽百貨店 1/22(水)～1/28(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）加古川ヤマトヤシキ 2/1(土)～2/2(日) お買物券プレゼントセール 

 

■中国四国 

（株）米子しんまち天満屋 1/30(木)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 岡山本店 1/24(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 津山店 1/24(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 倉敷店 1/24(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 広島緑井店 1/31(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 福山店 1/31(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）天満屋 福山ポートプラザ店 1/31(金)～2/2(日) 
天満屋の冬デパ！ 

 プレミアム ウィンター バザール 

（株）岡山髙島屋 1/31(金)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）伊予鉄髙島屋 1/22(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バーゲン 

（株）そごう・西武 そごう広島店 1/21(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）そごう・西武 そごう徳島店 1/14(火)～2/3(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）広島三越 広島三越 1/28(火)～2/2(日) プレミアム ウィンター バザール 

（株）福屋 八丁堀本店 1/23(木)～2/5(水) 
冬物最終値下げ  

  福屋プレミアム ウィンター バザール 

（株）福屋 広島駅前店 1/23(木)～2/5(水) 
冬物最終値下げ  

  福屋プレミアム ウィンター バザール 

（株）一畑百貨店 1/24(金)～2/5(水) プレミアム ウィンター バザール 

（株）高知大丸 1/31(金)～2/9(日) プレミアム ウィンター バザール 
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■九州 

（株）博多大丸 福岡天神店 1/29(水)～2/11(火) プレミアムウィンターセール 

（株）井筒屋 小倉井筒屋 1/24(金)～1/31(金) プレミアム ウィンター バザール 

（株）浜屋百貨店 1/25(土)～1/27(月) プレミアム ウィンター バザール 

（株）鶴屋百貨店 1/29(水)～2/4(火) プレミアム ウィンター バザール 

（株）トキハ 本店 1/23(木)～1/31(金) 
プレミアム ウィンター バザール 

   ”さらにお得な 9日間” 

（株）トキハ わさだタウン 1/23(木)～1/31(金) 
プレミアム ウィンター バザール 

   ”さらにお得な 9日間” 

（株）トキハ 別府店 1/23(木)～1/31(金) 
プレミアム ウィンター バザール 

   ”さらにお得な 9日間” 

（株）宮崎山形屋 1/31(金)～2/2(日) プレミアム ウィンター バーゲン 

（株）山形屋 1/24(金)～2/2(日) プレミアム ウィンター バーゲン 

 

以  上  

 

 

 

※日程・イベント名称は変更となる場合がございます。 

※イベント内容等の詳細については、各店へ直接お問合せください。 

一般社団法人 日本百貨店協会 担当 03-3272-1666 

 


