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東武鉄道ＳＬ「大樹」やタツノコプロとコラボしたおせちが新登場 

「2018年 東武のおせち ご予約承り会」9月21日（木）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 21日（木）よりおせちご予約承り会を開始します。 
今年の注目のおせちは、昨年の 2 種類から 4 種類に増強した東武百貨店オリジナルコラボおせちです。東武鉄道ＳＬ
「大樹」や、タツノコプロとのコラボおせちが新登場します。さらに、重箱に豊島区ＰＲキャラクター「としま ななまる」がデ
ザインされた豊島区とコラボしたおせちと、8段のお重を積み上げると高さが約 40㎝になる東京スカイツリー®とのコラボ
おせちも昨年に引き続き取り揃えました。その他にもさまざまなシーンに合わせ、200 種類以上のバリエーション豊かな
おせちを提供します。 
また、近年おせち＋αを購入する人が増えています。そこでスイーツおせちやオードブルを中心とする年末年始限定

販売のグルメを昨年より 14種類増やして 30種類ご用意しました。 
 
■2018年ならではの東武百貨店コラボおせち 2 種類新登場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「東武鉄道ＳＬ「大樹」営業運転開始記念 東武オリジナル和洋三段重」 29,500 円（約 3～4 人前/合成樹脂製：直径 24
㎝×高さ 4㎝×3）※消費期限：2018年 1月 1日（月・祝）※インターネットでもお申し込み可※早期送料無料 
 東武鉄道のＳＬが約半世紀ぶりに復活し、2017年8月10日(木)にＳＬ「大樹」がデビューしました。これを記念し、ＳＬ「大
樹」とのコラボおせちを販売します。お重はヘッドマークの形をしています。また、彩り豊かに詰め合わせた具材の中には
ナンバープレート部分の「Ｃ11 207」を表現したかまぼこが入ったＳＬファンには嬉しいおせちです。 
・「東武オリジナル タツノコプロ55周年記念おせち和洋二段重」 14,580円（約2～3人前/合成樹脂製：19.5×19.5×高さ
5.3㎝×2）※消費期限：2018年 1月 1日（月・祝）※インターネットでもお申し込み可※早期送料無料 
 「開店55周年」の東武百貨店池袋本店と「創立55周年」のタツノコプロが、ともに今年「55」をキーワードとする取り組み
を行っていることから実現したコラボ企画です。限定のお重にはタツノコプロのキャラクターが描かれています。中身は抹
茶味の伊達巻や、メープル味のくるみなど伝統食材をアレンジしたお子様にも食べやすいおせちです。さらにタツノコキ
ャラクターをモチーフにしたスイーツが入っています。 
 
■人気コラボおせち今年もあります 
・「名店コラボレーション ふくろうおせち和洋二段重」 29,160 円（約 2～3 人前/紙製：18.6×30.1×
高さ 5.8 ㎝×2）※消費期限：2018 年 1月 1日（月・祝）※インターネットでもお申し込み
可※早期送料無料 
 伝統ある 13 店舗がそれぞれにこだわり抜いた美味を贅沢に詰め合わせたおせちで
す。昨年の 9 店舗から内容が豪華になりました。重箱のデザインは、当店のおせち担
当者のイラストと豊島区のＰＲキャラクター「としま ななまる」とのコラボです。 
 
・「東京スカイツリー®おせち 和洋中八段重」 27,000円（約3～4人前/木製：16.6×16.6×高さ
5㎝×8）※消費期限：2018年 1月 1日（月・祝）※インターネットでもお申し込み可※早期送料
無料 
8 段に重ねると約 40 ㎝の高さになる華やかなおせちです。和風・洋風・中華それぞれの美味
を存分に味わえます。 

↑東武鉄道ＳＬ「大樹」営業運転開始記念 「東武オリジナル和洋三段重」 
↑©タツノコプロ 

55 周年記念 「タツノコプロコラボおせち 和洋二段重」 

↑「名店コラボレーション 
ふくろうおせち和洋二段重」 

©TOKYO-SKYTREE 
↑東京スカイツリー®おせち 「和洋中八段重」 
 

↑タツノコプロのキャラクター
が描かれたお重 
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■「おせち＋α」のグルメを強化 
スイーツおせちやオードブルを中心とした年末年始限定グルメを強化しました。昨年より 14 種類増やし、30 種類ご用

意しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・新登場「大阪江坂 GOKOKU スイーツおせち」 6,912 円（約 3 人前/紙製 14.8×14.8×高さ 4.4 ㎝×3） ※賞味期限：
冷凍状態で 2018年 1月 31日（水）※インターネットでもお申し込み可 ※送料込 ※冷凍 ※2017年 12月 30日（土）の
お届け 
「五穀豊穣」の喜びを表現した色鮮やかなスイーツおせちです。 
・新登場「リムヴェールパティスリーカフェ Ｊｅｗｅｌ Ｂｏｘ」 7,344円（約 4～5人前/紙製 13×13×高さ 4.7㎝×2） ※賞味
期限：冷凍状態で 2018年 1月 31日（水）※インターネットでもお申し込み可 ※送料込 ※冷凍 ※2017年 12月30日（土）
のお届け 
祖師ヶ谷大蔵に構える人気店の絶品スイーツを堪能できるおせちです。 
・東武オリジナル「中村孝明 貴賓館 迎春オードブル」 12,960 円（約 3 人前/紙製 22×22×高さ 5.5 ㎝） ※賞味期限：
冷凍状態で 2018 年 1 月 31 日（水）※インターネットでもお申し込み可 ※送料込 ※冷凍 ※2017 年 12 月 30 日（土）
のお届け 
日本料理の伝統と基本を忠実に守りながら、斬新な発想で新しい和食を提供する中村孝明氏のオードブルです。 
・新登場 東武オリジナル「タルトオードブル」 8,640 円（約 2～3 人前/紙製 21×21×高さ 5.5 ㎝） ※消費期限： 2018
年 1月 1日（月・祝）※インターネットでもお申し込み可  
甘くない「セイボリータルト」や洋食などバラエティ豊かに詰め合わせたオードブルです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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・宮下・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 

展 開 期 間 ： 9月 21日(木)～12月 25日(月)  （計 96日間、前年 +3日） 

※インターネット：9月 21日(木) 午前 10時～12月 24日(日) 午前 9時 

※電話受付：9月 22日(金)～12月 15日(金)  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(日) 〈大晦日〉 ※一部店頭お渡しできない商品があります。 

8階 【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(日) 〈大晦日〉 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県 送料：540円 

                 ※一部 12月 31日（日）以外のお届けや配送地域が異なる商品、またお持ち帰りのみの 

商品があります。 

※早期送料無料商品は、9月 21日（木）～10月 4日（水）のご予約で送料無料になります。 

展開点数  ： 131ブランド（前年 +18ブランド） 

237アイテム（前年 +11アイテム）（内訳：おせち 207アイテム その他 30アイテム） 

価 格 帯 ： おせち：10,260～216,000円(中心価格 21,600円～30,000円) その他：5,400円～19,440円 

 

 

※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。 

↑大阪江坂 ＧＯＫＯＫＵ「スイーツおせち」 ↑リムヴェールパティスリーカフェ 
「Jewel Box」 
 

↑中村孝明 貴賓館 
「迎春オードブル」 

↑東武オリジナル 
「タルトオードブル」 

←写真はオードブルの
イメージです。 

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

