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福を呼ぶ「としま な
なまる」 
ふくろうの姿をした「とし
ま ななまる」は、豊島
区制施行 70 周年を記
念して誕生。 
ふくろうは知恵の象徴
とされ、「不苦労」の語
呂合わせから福を呼ぶ
鳥とされています。 

 

【人形町今半】 
黒毛和牛しぐれ煮 

【サイボクハム】 
スモークレバー 

【佐藤水産】 
サーモンオリーブ 

【炭屋】 
いかなごくぎ煮 

【味の十字屋】 
数の子粕漬け 

【佃の佃煮】 
かしくるみ 

【京粕漬 魚久】 
ぶり酒粕白味噌 

【鈴波】 
名古屋コーチン昆布巻き 

【小布施堂】 
栗鹿ノ子 
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株式会社 東武百貨店  

 

価格に敏感な消費者に向けて、1万円台のおせちや 2万円台のオリジナルおせちを強化 

「2017年 東武のおせち ご予約承り会」9月22日（木・祝）スタート 

東武百貨店 池袋本店 

 
東武百貨店池袋本店は、9月 22日（木・祝）よりおせちご予約承り会を開始します。 
近年、コストパフォーマンスを重視し、価値と価格のバランスを見極めてから商品を購入する堅実な消費者が増えてい

ます。そこで、他店では購入できない 2 万円台の東武オリジナルおせちや 1 万円台のおせちなどお得感のあるおせちを
昨年より増やし、品揃えを強化しました。 
その他、昨年好評だった少人数対応や体にやさしいおせちなど、合計 200 種類以上のバリエーション豊富なおせちを

取り揃え、多様化するお客様のニーズにお応えします。 
 
■ 2万円台の東武オリジナルおせち、15種類販売 

東武百貨店にゆかりのある 9 店の名店がコラボレーションしたおせちや“獺祭”付のおせちなど、2 万円台の東武オリジ
ナルおせちを昨年より 2種類増やし、15種類ご用意しました。 
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<商品の一例> 

・①<東武オリジナル> 「豊島区×池袋東武 55 周年 ふくろうおせち和洋二段重」 （約 2～3 人前/紙製：18.6×30.1×高
さ 5.8cm×2） 28,620円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※早期送料無料 

池袋東武開店 55 周年を記念した豪華なおせち。伝統ある 9 店がそれぞれにこだわり抜いた美味を贅沢に詰合せました。ご家族揃ってお楽

しみください。 
 
・②新登場 <東武オリジナル> 東武ホテルレバント東京 「和洋二段重＋獺祭磨き二割三分」 (約 3～4 人前/合成樹
脂製：19.5×19.5×高さ 5.5cm×2) 23,800円 ※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※送料無料 
獺祭「純米大吟醸酒粕」を使ったまな鰹や数の子、キッシュなど特別な料理が入ったおせちに、人気の純米大吟醸「獺祭」をセットにしまし

た。 
 
・③<東武オリジナル> 「東京スカイツリー®おせち和洋中八段重」 （約 3～4 人前/木製：16.6×16.6×高さ 5cm×8） 
27,000円 ※消費期限：2017年 1月 1 日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※早期送料無料 

毎年大人気の東武オリジナルスカイツリーおせち。八段重ねると約 40cmの高さにそびえる華やかなおせちです。 
✧「東京スカイツリー®初日の出特別営業」にご招待 
上記③の商品を 9/22（木・祝）～10/31（月）の期間に店頭でお買上げの方の中から抽選で 5 組 10 名様に、東京スカイツリー®で初日の出を
楽しめるご招待券をプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

↑ ②東武ホテルレバント東京           

「和洋二段重＋獺祭磨き二割三分」 

↑ ①「豊島区×池袋東武 55周年 ふくろうおせち和洋二段重」 

↑ ③「東京スカイツリー®和洋中八段重」 

名店 9店の概要 

 

↑ 初日の出特別営業（イメージ） 
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■1万円台のおせち、昨年より 13種類増 

1万円台でもボリュームのあるおせちを昨年よりも 13種類増やし、86種類ご用意しました。 
 
・新登場 まつおか 「三段重」 （約 3人前/紙製：19.7×19.7×高さ 5.3cm×3） 19,440円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※早期送料無料 

名古屋発祥の惣菜店、まつおか得意の煮ものなど、素材の美味しさを生かし、しっかりとした中にも上品さのある味付けに仕上げました。 
 
・京都 三千院の里 「三段重」 （約 3人前/紙製：18.5×18.5×高さ 5.4cm×3） 19,440円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※早期送料無料 
「彩で愉しみ味を愛でる」という京料理の心得が生きるおせち。 
 
・ANAクラウンプラザホテル富山 「和洋冷凍二段重」 （約 3～4人前/合成樹脂製：18×18×高さ 5.2cm×2） 17,000円  
※賞味期限：冷凍状態で 2017年 1月 31 日（火）まで ※インターネットでもお申込み可 ※12/30（金）のお届け（送料込） 

富山ならではの山海の幸をバランスよく盛り合せました。手軽に解凍するだけで、格別の美味が迎春の食卓を飾ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■昨年大好評だった個食とオードブルセットなど少人数おせち 

小さめのサイズのお重に入った少人数用のおせちや、来客用にもおすすめの個食のおせちにオードブルがセットになっ

たものなど、17種類をご用意しました。 
 

<商品の一例> 

・新登場 加賀温泉郷 山代温泉 宝生亭 「個食と洋風オードブル」 （1 人前×2+洋風オードブル/紙製/おせち：14.5×

14.5×高さ 5cm×2、オードブル：14.5×29×高さ 5cm） 14,580円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 ※早期送料無料 

お子様連れのお客様や常連客でにぎわう、温かな雰囲気の温泉旅館。少量多品種、見た目に華やかなおせち料理です。 
 

・京都 マノワール 「二客」 （1人前×2/紙製：15.7×20.8×高さ 4.6cm×2） 10,800円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 

年始のご挨拶でお越しいただいたお客様をおもてなしするのに最適なおせちです。 
 

・神田明神下 みやび 「ミニ三段重」 （約 2人前/紙製：15×15×高さ 5cm×3） 14,040円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可 

少量多品種で小粋に仕上げた江戸風味のおせちです。少人数のご家族におすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑ 神田明神下 みやび「ミニ三段重」 

↑ まつおか「三段重」 

↑ 加賀温泉郷 山代温泉 宝生亭    

「個食と洋風オードブル」 

 

↑ 京都 マノワール「二客」 

↑ 京都 三千院の里「三段重」 ↑ ANA クラウンプラザホテル富山    

「和洋冷凍二段重」 
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■ 国産素材にこだわったおせちと体にやさしいおせち 

国産素材にこだわったおせちを3種類と、食物アレルギーに配慮したおせちや食塩不使用のおせち、管理栄養士が監修

したおせちなど体にやさしいおせちを 4種類ご用意しました。 
 
・吉富 「国産素材 三段重“和味”」 （約 3～4人前/木製：18.6×18.6×高さ 5.8cm×3） 27,000円 
 ※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可   

国内産の素材のみを使ったこだわりのおせち料理です。 
 
・新登場 五万石 「ヘルシーおせち」 (約 3人前/紙製：15.8×15.8×高さ 5.3cm×3) 16,200円  
※消費期限：2017年 1月 1日（日・祝） ※インターネットでもお申込み可  

管理栄養士が監修した三段計 948キロカロリーのおせち。栄養バランスのいいおせちです。 
 
・石井食品 「食物アレルギー配慮おせち和風三段重“のぞみ”」 (約 3～4 人前/紙製：16.7×16.7×高さ 4.8cm×3) 
15,120円  
※消費期限：2017年 1月 3日（火） ※インターネットでもお申込み可 ※特定原材料 7品目（卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに）を使用
しておりません。 

食物アレルギーをお持ちの方も、ご家族皆様でお召し上がりいただけるおせち料理です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

 報道関係者様お問い合わせ・・・広報部広報課 直通℡：03-5951-5210 （越・村井・斎藤・宮下・小山） 

 お客様お問い合わせ・・・東武百貨店 池袋本店 代表℡：03-3981-2211 

展 開 期 間 ： 9月 22日(木・祝)～12月 23日(金・祝)  （計 93日間、前年 +3日） 

※インターネット：9月 22日(木・祝) 午前 10時～12月 23日(金・祝) 午前 9時 

※電話受付：9月 23日(金)～12月 15日(木)  午前 10時～午後 5時 

展開方法： ＜ 店 頭 ＞地下 2階 3番地 【おせち特設会場（美濃吉前）】 

         ＜インターネット＞東武オンラインショッピング http://www.tobu-online.jp/ 

          ＜ お 電 話 ＞フリーダイヤル 0120-297102  【おせち担当】  

※当社組織顧客(東武カード・ロイヤルカード・東武友の会会員)は、対象商品が 5％ご優待

になります。 

お渡し方法 ： ＜店頭お渡し＞12月 31日(土) 〈大晦日〉  

8階 1番地 【おせち料理お渡し会場】 午前 10時～午後 5時 

          ＜ お 届 け ＞12月 31日(土) 〈大晦日〉 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県 

（一部の商品を除く) 送料：540円 

※早期送料無料商品は、9 月 22 日（木・祝）～10 月 5 日（水）のご予約で

対象商品が送料無料になります。 

展開点数  ： 113ブランド（前年 +2ブランド）、226アイテム（前年 +10アイテム）  

価 格 帯 ： 6,480円～216,000円(中心価格 21,600円～27,000円) 

売上目標  ： 150,000千円（前年比 102.6％） 

 

 

※商品は豊富に取り揃えておりますが、数に限りがございます。 

↑ 石井食品 「食物アレルギー配慮 
おせち和風三段重“のぞみ”」 

↑ 五万石 「ヘルシーおせち」 ↑ 吉富 「国内素材 三段重“和味”」 

http://www.tobu-online.jp/

