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  企業名・店名    実施期間        イベント名称  

■北海道 

㈱札幌丸井三越 丸井今井札幌本店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱札幌丸井三越 札幌三越店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸札幌店 7/27(金)～  未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱東急百貨店 札幌店 7/26(木)～7/31(火) プレミアムサマーフェスティバル 
（プレミアムサマーバザール＜月末 6DAYS スペシャル＞） 

㈱函館丸井今井  7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱藤丸 7/27(金)～8/15(水) プレミアムサマーバザール 

 

■東  北 

㈱さくら野百貨店 青森本店 7/27(金)～7/29(日) サマーファイナルセール 

㈱さくら野百貨店 八戸店 7/27(金)～7/29(日) サマーファイナルセール 

㈱さくら野百貨店 弘前店 7/27(金)～7/29(日) サマーファイナルセール 

㈱さくら野百貨店 北上店 7/27(金)～7/29(日) サマーファイナルセール 

㈱仙台三越 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱藤 崎 7/27(金)～8/8(水) 夏デパ 

㈱そごう･西武 西武秋田店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

 

■関  東 

㈱小田急百貨店 新宿店 7/27(金 )～7/29(日) プレミアムサマーバザール  

 ～ENJOY SUMMER LIFE～   

㈱京王百貨店 新宿店 7/27(金 )～8/1(水) プレミアムサマーバザール 

㈱そごう･西武 西武池袋本店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 西武渋谷店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 西武東戸塚店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 そごう横浜店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 そごう大宮店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 西武所沢店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 そごう川口店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 そごう千葉店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋静岡店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 
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㈱高島屋 日本橋店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 新宿店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 玉川店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 横浜店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 港南台店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 大宮店 7/27(金)～8/7(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 柏店 7/27(金)～8/7(火) 真夏のスパート SALE 

㈱東急百貨店 本店 7/26(木)～7/31(火) プレミアムサマーバザール＜月末 6DAYS スペシャル＞   

㈱東急百貨店 東横店 7/26(木)～7/31(火) プレミアムサマーバザール＜月末 6DAYS スペシャル＞ 

㈱東急百貨店 吉祥寺店 7/26(木)～7/31(火) プレミアムサマーバザール＜月末 6DAYS スペシャル＞ 

㈱東急百貨店 たまプラーザ店 7/26(木)～7/31(火) プレミアムサマーバザール＜月末 6DAYS スペシャル＞   

㈱東武百貨店 池袋店 7/26(木)～8/15(水) 夏デパ！TOBU 祭 

 （プレミアムサマーバザール） 

㈱東武百貨店 船橋店 7/26(木)～8/15(水) サマーファミリーフェスタ 

㈱阪急阪神百貨店 阪急メンズ東京 7/27(金)～7/29(日) プレミアムサマーバザール 

㈱阪急阪神百貨店 都筑阪急 7/25(水)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱松屋 銀座本店 7/27(金)～8/7(火) MATSUYA GINZA SUMMER FESTA 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹新宿本店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 三越日本橋本店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 三越銀座店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹立川店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 三越恵比寿店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹府中店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹相模原店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱三越伊勢丹 伊勢丹浦和店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱新潟三越伊勢丹 新潟伊勢丹 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱新潟三越伊勢丹 新潟三越 7/27(金)～8/6(月) ミッドサマーセール 

㈱静岡伊勢丹 7/25(水)～8/6(月) ミッドサマーセール 

㈱丸広百貨店 川越店 7/27(金)～7/31(火) 夏デパ・プレミアムサマーバザール 

㈱京急百貨店 7/26(木)～8/5(日) プレミアムサマーバザール 

㈱八木橋 7/25(水)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱さいか屋 横須賀店 7/27(金)～7/29(日) プレミアムサマーバザール 

㈱さいか屋 藤沢店 7/27(金)～7/29(日) プレミアムサマーバザール 

㈱水戸京成百貨店 7/27(金)～8/12(日) プレミアムサマーバザール 

㈱東武宇都宮百貨店 宇都宮店 7/27(金)～8/15(水) プレミアムサマーバザール 

㈱東武宇都宮百貨店 大田原店 7/27(金)～8/15(水) プレミアムサマーバザール 

㈱東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 7/27(金)～8/15(水) プレミアムサマーバザール 
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㈱岡 島 7/27(金)～7/29(日) プレミアムバーゲンフライデー 

㈱井 上 本店 7/25(水)～7/31(火) ミッドサマーバーゲン 

㈱井 上 アイシティ 21 店 7/27(金)～8/5(日) サマービッグバーゲン 

㈱ながの東急百貨店 7/26(木)～8/1(水) プレミアムサマーバザール＜7DAYS スペシャル＞   

㈱遠鉄百貨店 7/27(金)～8/5(日) プレミアムサマーバザール 

 

■中  部 
㈱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 

7/27(金)～7/31(火) 真夏のクリアランス５days 

㈱大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱名古屋三越 栄店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱名古屋三越 星ヶ丘店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱そごう･西武 西武岡崎店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱ほの国百貨店 7/27(金)～8/8(水) プレミアムサマーバザール 

㈱津松菱 7/27(金)～8/7(火) プレミアムミッドサマーセール 

㈱ヤナゲン 大垣本店 7/25(水)～7/30(月) プレミアムな夏特別市 

㈱大 和 富山店 7/27(金)～8/7(火) プレミアムサマーバザール 

㈱大 和 高岡店 7/27(金)～8/7(火) プレミアムサマーバザール 

㈱大 和 香林坊店 7/27(金)～8/7(火) プレミアムサマーバザール 

 

■近  畿 

㈱近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 上本町店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 奈良店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 四日市店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 草津店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 生駒店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 橿原店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱近鉄百貨店 和歌山店 7/25(水)～7/31(火) 夏のプレミアムセール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸梅田店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸心斎橋店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸京都店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 

㈱大丸松坂屋百貨店 大丸神戸店 7/27(金)～ 未 定 プレミアムサマーバザール 
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㈱高島屋 大阪店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 泉北店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 京都店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱高島屋 洛西店 7/27(金)～7/31(火) 真夏のスパート SALE 

㈱阪急阪神百貨店 阪急うめだ本店  7/27(金)～7/31(火) 盛夏クリアランス 

㈱阪急阪神百貨店 阪急メンズ大阪  7/27(金)～7/31(火) 盛夏クリアランス 

㈱阪急阪神百貨店 阪神梅田本店 7/27(金)～7/31(火) 盛夏クリアランス 

㈱阪急阪神百貨店 千里阪急 7/25(水)～8/7(火) プレミアムサマーバザール 

㈱阪急阪神百貨店 川西阪急 7/25(水)～8/14(火) プレミアムサマーバザール 

㈱阪急阪神百貨店 宝塚阪急 7/25(水)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱阪急阪神百貨店 西宮阪急 7/27(金)～8/14(火) プレミアムサマーバザール 

㈱阪急阪神百貨店 三田阪急 7/25(水)～8/7(火) プレミアムサマーバザール 

㈱京阪百貨店 くずはモール店 7/27(金)～8/1(水) 夏デパ PREMIUM DAY 盛夏セール 

㈱京阪百貨店 守口店 7/27(金)～8/1(水) 夏デパ PREMIUM DAY 盛夏セール 
※一部売場のみ実施 

㈱ジェイアール西日本伊勢丹 

  ジェイアール京都伊勢丹 

7/27(金)～8/21(火) ミッドサマーセール 

エイチ･ツー･オー･リテイリング㈱ 

 西武高槻店 

7/27(金)～8/21(火) 真夏のクリアランス SALE 

㈱そごう･西武 西武大津店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

エイチ･ツー･オー･リテイリング㈱ 

 そごう神戸店 

7/27(金)～7/31(火) そごう盛夏市 

㈱そごう･西武 そごう西神店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 西武福井店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

 

■中国四国 

㈱米子しんまち天満屋 7/27(金)～7/31(火) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 岡山本店 7/27(金)～8/5(日) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 倉敷店 7/27(金)～8/5(日) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 津山店 7/27(金)～7/31(火) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 広島アルパーク店 7/27(金)～7/31(火) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 広島緑井店 7/27(金)～7/30(月) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 福山店 7/27(金)～7/29(日) プレミアム夏デパ 

㈱天満屋 福山ポートプラザ店 7/27(金)～7/29(日) プレミアム夏デパ 

㈱福 屋 八丁堀本店 7/26(木)～8/1(水) 福屋夏デパフェスティバル 

㈱福 屋 広島駅前店 7/26(木)～8/1(水) 福屋夏デパフェスティバル 
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㈱そごう･西武 そごう広島店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱そごう･西武 そごう徳島店 7/27(金)～8/16(木) お盆マルシェ 

㈱広島三越 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱高松三越 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱松山三越 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱山口井筒屋 山口店 7/27(金)～7/29(日) プレミアムサマーバザール 

㈱伊予鉄高島屋 7/27(金)～7/31(火) 真夏の BIG SALE 

 夏もの 1st プライスダウン 

 

■九  州 

㈱阪急阪神百貨店 博多阪急 7/25(水)～7/31(火) 「鷹の祭典」セール 

㈱井筒屋 本店 7/27(金)～7/29(日) プレミアムサマーバザール 

㈱井筒屋 黒崎店 7/25(水)～7/29(日) ミッドサマー スペシャル 5days 

㈱コレット井筒屋 7/27(金)～8/2(木) プレミアムサマーバザール 

㈱岩田屋三越 岩田屋本店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱岩田屋三越 岩田屋久留米店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱岩田屋三越 福岡三越店 7/27(金)～8/7(火) ミッドサマーセール 

㈱浜屋百貨店 7/27(金)～7/29(日) 夏物総売尽くし・ 

  プレミアムサマーバザール 

㈱鶴屋百貨店 7/25(水)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

（Ｔシャツコレクション） 

㈱トキハ 本店 7/27(金)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱トキハ わさだタウン 7/27(金)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱トキハ 別府店 7/27(金)～7/31(火) プレミアムサマーバザール 

㈱宮崎山形屋 7/27(金)～8/6(月) プレミアムサマーバーゲン 

㈱山形屋 7/27(金)～8/7(火) プレミアムサマーバーゲン 

 

 

 

  

※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。 

 

日本百貨店協会 担当 03-3272-1666 

 

以  上  


