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  2017 年 5 月 24 日 

報 道 関 係 各 位 

株式会社 東武百貨店 

サッポロ生ビール黒ラベル 東武鉄道ＳＬ「大樹」デザイン缶詰合せが登場！ 

「お中元ギフトセンター」6/1（木）開設 

東武百貨店 池袋本店 
 
株式会社東武百貨店  池袋本店は、6 月 1 日（木）からお中元ギフトセンターを開設します。今年の総

アイテム数は昨年よりも 145アイテム増の 1,944アイテムを取り揃えました。特に売上構成比が高い 3,000
円ギフトを 14 アイテム、5,000 円ギフトを 23 アイテム、昨年よりも増やしています。 
今年の注目アイテムは、東武鉄道ＳＬ「大樹」がデザインされたサッポロ生ビール黒ラベルの詰合せで

す。数量限定で東武百貨店のオリジナルギフトとして登場します。  
また、近年シニアマーケットの伸長や核家族化が進んでおり、当店でも近年のライフスタイルに対応し

た個別包装の「少量パックアイテム」を取り扱っています。昨年のお中元では 76 アイテム中 11 アイテムが
完売する盛況ぶりだったため、今年は昨年より 13 アイテム増の 89 アイテムをご用意しました。  
商品をお得にまとめ買いできる「ご自宅配送限定品」では、昨年より 9 アイテム増の 162 アイテムを展開し、新た

に長期保存用の水や缶詰などの備蓄アイテムを特集して掲載します。 
 

■ ＜特別企画＞ サッポロ生ビール黒ラベル 東武鉄道ＳＬ「大樹」復活運転記念デザイン缶詰合せを販売 

東武鉄道のＳＬが半世紀ぶりに復活し、2017年 8月 10日(木)にＳＬ「大樹」がデビューします。これを記念し、ＳＬ「大樹」

をイラストで描いたサッポロ生ビール黒ラベル詰合せを数量限定(※)で販売します。こちらのギフトセットは、東武百貨店、

東武宇都宮百貨店のみの取り扱いです。 

・【サッポロビール】 サッポロ生ビール黒ラベル東武鉄道ＳＬ 

「大樹」復活運転記念デザイン缶詰合せ （サッポロ生ビール 

黒ラベル 東武鉄道ＳＬ「大樹」復活運転記念デザイン缶 350ｍｌ 

×12） 3,024円 

※東武百貨店(池袋・船橋)、東武宇都宮百貨店で合計 3,000セット販売 

サッポロビールが、堂々としたＳＬ「大樹」をイラストで描いたサッポロ 

生ビール黒ラベルを数量限定で販売します。その雄姿をビールの味 

わいとともにお楽しみください。 

 

■ 東武オリジナルギフト…東武百貨店だけの上質ギフト＜全 65アイテム（前年 ＋3）＞ 

＜商品の一例＞ 

・【池利・林久右衛門商店】 池利 手延べ三輪素麺・久右衛門野菜スープ詰合せ 

(国産小麦使用素麺 50ｇ×14、麺つゆ 150ml、玉葱スープ、とまとスープ) 3,240円 / 

(国産小麦使用素麺 50ｇ×20、麺つゆ 150ml×2、玉葱スープ×2、とまとスープ、十三穀 

スープ) 5,400円 

創業嘉永 3年「池利」の国産小麦を使用した三輪素麺と、創業明治 18年「林久右衛門商店」の 

本格だしで仕立てた野菜スープの味わい。素材を生かした老舗ならではの滋味をセットにしました。 

 

 

■ 少量パック・・・使いやすい個別包装アイテムを強化＜全 89アイテム(前年 ＋13)＞ 

必要に応じて封を切る、簡単で使いやすい食べきりサイズのギフトです。 

素材にこだわった惣菜、菓子などを豊富に取り揃えました。 

＜商品の一例＞ 

・【美濃吉】 美濃吉 冷製惣菜詰合せ (冷製炊き合わせジュレ掛け・アスパラと 

ミニトマトの白和え・夏野菜味彩寄せ×各 2)  3,240円/ 

美濃吉 冷製惣菜詰合せ (冷製炊き合わせジュレ掛け×2、アスパラとミニトマトの 

白和え・夏野菜味彩寄せ×各 4)  5,400円 

↑ 池利 手延べ三輪素麺・久右衛門 

野菜スープ詰合せ(3,240円) 

↑ 美濃吉 冷製惣菜詰合せ(3,240円) 

↑ 東武鉄道ＳＬ「大樹」 

↑ 東武鉄道ＳＬ「大樹」復活運転 

記念デザイン缶詰合せ 
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■ 逸品伝心…“心を伝える”という、贈り物にふさわしい価値ある逸品＜全 49アイテム（前年 ＋4）＞ 

農家の方々が愛情をこめて育んだフルーツや、素材・製法にこだわった洋菓子やお茶など、全国から自慢の味を選り

すぐりました。 

 

＜商品の一例＞ 
・熊本県熊本市 【前高兄弟農園】 グリーンスターメロン 1玉 4,860円 ※限定 300セット / グリーンスターメロン 2玉 
8,640円 ※限定 300セット 
温暖な気候に恵まれた熊本県の植木町は、全国屈指の生産量を誇るメロンの産地。前高兄弟農園のグリーンスターメロンは、細かいネット

模様が特徴的な青肉メロンで、ＶＳ栽培というメロン本来の特性を生かす農法を駆使しながら手塩にかけて育てました。果肉は甘みにあふ

れ、果汁が豊富でとろけるような舌ざわり。糖度は高くても、すっきりとした心地よい味わいです。 

※7月 3日（月）までの承り、6月 20日(火)より順次発送、7月上旬までのお届け  ※送料込み 
 
・香川県観音寺市 【志ま秀】 Shimahide Selection 瀬戸内サマージェラート（瀬戸内レモンミルク・瀬戸内レモン＆ブル
ーベリーソルベ・阿波スダチソルベ・瀬戸内塩ミルク×各 2 各 130ml） 4,644円 
香川県西部、観音寺市の老舗「志ま秀」が、瀬戸内の素材にこだわりプロデュースしたアイスとソルベです。生産担当は地元の美味を知りつ

くした平井料理システムの平井一馬氏です。「瀬戸内レモンミルク」は、瀬戸内海を望む農園ロロロッサで樹上完熟させたレモンの風味が爽

やか。「阿波スダチソルベ」は、徳島県地域限定のスダチの上品な香りが秀逸です。レモンシャーベットの下に手摘みブルーベリーのゼリー

が隠れた「レモン＆ブルーベリーソルベ」は個性的な味わいです。さらに、300 年の歴史を誇る宇多津町で作られた塩が、フレッシュな四国産

ミルクの味わいをやさしく引き立てる「瀬戸内塩ミルク」も加えました。すべての商品に、地元産の希少糖含有シロップのレアシュガースウィー

トが使われています。4種いずれも東武ギフト限定商品です。  ※送料込み 

 
・神奈川県茅ケ崎市 【ロイヤルブルーティー】 玉露ほうじ茶 KAHO 香焙 (玉露ほうじ茶 750ｍｌ) 6,588円 
これまでの日本茶の概念をくつがえしてしまう存在感を放つのが、ワインボトルに入った「玉露ほうじ茶 KAHO 香焙」。厳選された茶葉のみ

使用し、3 日間かけて水出し抽出、時間をかけて非加熱濾過除菌ボトリング。製茶しているのは、茶師十段の山口真也氏。福岡県産・奥八

女の玉露からかりがねの部分だけを丁寧に選び取り、浅炒り・2 段焙煎と高度な技術のもとに焙じました。焙煎の度合いが浅いため苦みや

渋みはほとんどなく、その口当たりはあっさりと甘く、独特のアロマが香り立ちます。 ※送料込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ご自宅配送限定品 ＜全 162アイテム（前年 ＋9）＞ 

人気の商品をまとめ買いできる、ご自宅配送限定で 162 アイテムをご用意しました。新たな取り組みとして“まとめ買

いができて、配送できる”という利点を生かし、「長期保存特集」を掲載します。備蓄におすすめの缶詰や飲料、温めずに

食べられるレトルト食品など、カタログにわかりやすく賞味期限を明記して 13アイテムをご紹介します。 
 

＜商品の一例＞ 

・【アルファー食品・カゴメ】 アルファ化米＆カゴメ長期保存用 ＜アルファ化米(五目ご飯、 

エビピラフ、きのこご飯)各×3、野菜一日これ一本長期保存用×9＞ 4,860円  

熱湯なら 15分、水なら 60分入れて待つだけでできあがる備蓄用非常食と、長期保存用の「野菜 

一日これ一本」をセットにしました。 

※賞味期限 40 ヶ月以上 

 

↑ グリーンスターメロン ↑ Shimahide Selection 瀬戸内サマージェラート 

 

↑ 玉露ほうじ茶 KAHO 香焙 

↑ アルファ化米＆カゴメ長期保存 



 News Release 
 

■ お中元ギフト売上予測ベスト１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お中元ギフト売上目標 

・前 年 比  … 97.7％ (内インターネット利用 前年比 101.2％) 

・平 均 単 価  … 3,500円 

・中 心 価 格 帯  … 3,000円～5,000円 

・ピ ー ク 予 想 日  … 6月 19日（月）～6月 21日(水) 

 

 

 

 

 

 

順 位 2017年予測 2016年結果 2015年結果 

１位 洋菓子 洋菓子 洋菓子 

２位 ビール ビール ビール 

３位 ハム 麺類 ハム 

４位 麺類 飲料 麺類 

５位 飲料 ハム 飲料 

６位 佃煮 ハム・精肉 佃煮 

７位 和菓子 和菓子 えらべる便 

8位 水産品 えらべる便 和菓子 

９位 コーヒー 佃煮 海産品 

10位 米菓 水産品 コーヒー 

 
お中元ギフトセンター開催概要 

・８階 ギフトセンター：6月 1日（木）～7月 25日（火） 55日間 前年－5日 

（早期承り会：6月 1日（木）～6月 21日（水） 21日間 前年－7日） 

・オンラインショッピング：5月 19日（金）午前 10時～7月 25日（火） 午後 2時まで 68日間 前年＋2日 

       （早期承り会：5月 19日（金）午前 10時～6月 22日（木） 午前 5時まで 35日間 前年±0日） 

※早期承り会期間は、当社組織顧客（東武カード・ロイヤルカード・東武友の会会員など）を対象に、約 990

点が 15％ご優待になります。オンラインショッピングでの早期ご優待は、東武カード・ロイヤルカードでのク

レジット払いに限ります。 

※オンラインショッピングでご注文の場合、全国送料無料（一部送料込みの商品がございます）となります。 

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・宮下・田中・吉野） 

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


