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 2017 年 12 月 27 日 

報道関係各位 

株式会社 東武百貨店  

松阪牛ステーキ入り豪華恵方巻きから変わり種恵方巻まで 100種類以上が勢ぞろい！ 

「東武の恵方巻」1月 4日（木）より予約スタート！ 

東武百貨店 池袋本店 

  
 

東武百貨店 池袋本店は、1 月 4 日（木）より恵方巻の予約を開始します。節分

の縁起物としてすっかり定着した恵方巻。近年、年中行事などの特別な日には皆

で集まり、ハレ消費をする傾向にあります。特に 2018年 2月 3日の節分は土曜日

ということもあり、家族団欒やデート、女子会にいたるまで、多くの『集いのシーン』

が想定されます。 

そこで当店は、あらゆる『集いのシーン』に応じた100種類以上のバラエティ豊か

な恵方巻を、本年初出品ショップを加え 46店舗で展開します。 

「定番恵方巻」はもちろんのこと、至福の時を堪能できる「贅沢恵方巻」や色々な

種類が食べられる「ハーフ＆コラボ恵方巻」、味も見た目も個性あふれる「変わり

種恵方巻」や「スイーツ恵方巻」をご用意し、様々な集いのシーンの需要にお応え

します。 

 

■高級ブランド牛や海鮮食材を贅沢に使用した豪華な恵方巻が登場！ 

・東武企画品 キッチンスギモト 「松阪牛ステーキ恵方巻」 (長さ 18ｃｍ×径 10ｃｍ) 21,600円 

肉の王様・松阪牛のサーロインステーキ約 350gを豪快に巻き込み、惜しげもなく金粉をちりばめた恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～27日（土） ※ご予約販売のみ 予約予定数 10点 

※ご予約・お渡し場所：地下 2階 11番地 キッチンスギモト ※お渡し日：2月 3日（土） 

・東武企画品 魚力 「豪華海鮮巻」 (長さ 27ｃｍ×径 9ｃｍ) 20,000円 

本まぐろ（大トロ・中トロ・赤身）、うに、たらばがにをはじめとした計 11種類の海の幸が入った海鮮恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～2月 1日（木） ※ご予約販売のみ 予約予定数 10点 

※ご予約・お渡し場所：地下 2階 3番地 魚力 ※お渡し日：2月 3日（土） 

・東武企画品 北辰鮨 「大間・鮭児ハーフ巻」 (長さ 10ｃｍ×径 6ｃｍ) 5,800円 

大間産本マグロや幻の高級魚鮭児など希少性の高い素材で構成された海鮮恵方巻き。 

※ご予約期間：1月 10日（水）～31日（水）  予約予定数 10点 

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 2階 9番地 北辰鮨 ※お渡し日：2月 3日（土） 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ キッチンスギモト 

「松阪牛ステーキ恵方巻」 
↑ 魚力「豪華海鮮巻」 ↑ 北辰鮨「大間・鮭児ハーフ巻」 
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■ちょっとずつをたくさん食べられる！1本の途中で具材が変わるコラボレーション恵方巻やハーフサイズ恵方巻 

 ・東武企画品 美濃吉 「料理屋の山海招福巻」 (長さ 22ｃｍ×径 6ｃｍ) 3,780円 

車海老やアワビなどの「海の幸」と黒毛和牛や筍などの「山の幸」を一本で巻いた、一本で二度楽しめる京風太巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～31日（水）  ※予約予定数 30点  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 2階 3番地 美濃吉 ※お渡し日：2月 3日（土） 

 ・東武企画品 関山 「海宝節分巻」 (長さ 9ｃｍ×径 6.5ｃｍ) 1,620円 

9種類の海の幸を包み込んだ通常の半分のサイズに仕上げたハーフサイズの海鮮贅沢恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～2月 2日（金）  ※予約予定数 200点  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 2階 3番地 関山 ※お渡し日：2月 3日（土） 

・イーションプルミエ 「イーション恵方 ROLL」 (長さ 9ｃｍ×径 5ｃｍ/4本セット) 1,398円 

イーションプルミエならではの旨みのギュッと詰まったハーフサイズ 4種の洋風恵方巻セット。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～2月 2日（金）  

※ご予約・お渡し場所・販売場所：地下 2階 5番地 イーションプルミエ ※お渡し日：2月 3日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

■味も具材も個性的な変わり種恵方巻が勢ぞろい。本年初出品店舗も登場！ 

 ・2018年初出品 千駄木腰塚 「極旨コンビーフの恵方巻」 (長さ 18ｃｍ×径 6ｃｍ) 1,280円 

看板商品のコンビーフをたっぷり使用した個性的なお肉屋さんならではの恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～1月 31日（水）  ※予約予定数 50点  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 10番地 千駄木腰塚 ※お渡し日：2月 3日（土） 

 ・2018年初出品・東武企画品 グッドモーニングバンコク 「恵方巻 in Thailand」 (長さ 20ｃｍ×径 3.5ｃｍ) 756円 

トムヤム風味のエビとガパオが一度に楽しめる人気タイ料理のエスニック恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～2月 1日（木） ※予約予定数 40点  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 10番地 グッドモーニングバンコク ※お渡し日：2月 2日（金）・3日（土） 

 ・東武企画品 古市庵 「海老たっぷりサラダ生春巻風」 (長さ 20ｃｍ×径 5ｃｍ) 864円 

彩りも鮮やかでヘルシーに前菜感覚でお召し上がりいただける生春巻風サラダ恵方巻。 

※ご予約期間：1月 4日（木）～31日（水）  ※予約予定数 100点  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 2階 4番地 古市庵 ※お渡し日：2月 3日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 関山  

「海宝節分巻」  

↑ 美濃吉 

「料理屋の山海招福巻」   

↑ イーションプルミエ  

「イーション恵方 ROLL」  

↑千駄木腰塚 

「コンビーフ恵方巻」   

↑ グッドモーニングバンコク 

「恵方巻 in Thailand」   

↑ 古市庵  

「海老たっぷりサラダ生春巻風」   

↑海の幸 

   

↑山の幸 
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■女子会にもピッタリ！スイーツが恵方巻に変身 

・東武企画品 京橋千疋屋 「節分ロングロール」 (長さ 36.5ｃｍ×径 9ｃｍ) 6,480円 

フルーツの老舗京橋千疋屋の厳選した 7種類の果物とチョコクリームがベストマッチの高級恵方ロールケーキ。 
※ご予約期間：1月 4日（木）～2月 1日（木）  ※ご予約販売のみ 予約予定数 10点  

※ご予約・お渡し場所：地下 1階 4番地 京橋千疋屋 ※お渡し日：2月 3日（土） 

・東武企画品 金沢和音 「恵方巻ふくさ餅」 (長さ 12ｃｍ×径 4ｃｍ) 270円 

人気定番のふくさ餅を恵方巻仕様にアレンジ。ワンハンドでお楽しみいただける恵方巻風和菓子。 
※ご予約販売期間：1月 4日（木）～2月 3日（土）  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 5番地 金沢和音 

 

・ガトー・ド・ボワイヤージュ 「恵方巻ロール」 (長さ 16ｃｍ×径 4ｃｍ) 810円 

4種類のフルーツと生クリームをふんわりスポンジで巻きこんだワンハンドサイズの恵方巻風ロールケーキ。 

※ご予約販売期間：1月 4日（木）～31日（水）  

※ご予約・お渡し・販売場所：地下 1階 4番地 ガトー・ド・ボワイヤージュ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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・加藤・荒井・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 

↑ 京橋千疋屋 「節分ロングロール」   ↑ 金沢和音 「恵方巻ふくさ餅」   
↑ ガトー・ド・ボワイヤージュ  

「恵方巻ロール」   


