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雰囲気重視の女子会にもピッタリの「ちょっといい席」あります！ 

まるでピザ!!バレンタイン女子会向けスイーツ発売 
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東武百貨店 池袋本店は、9月 20日（木）から 2019年おせちご予約承り会を開始します 。 

本年の注目は、思わずパッケージを見て買いたくなる「パケ買いおせち」です。イラストレーター“いのまたむつみ氏”と“高田明美

氏”がねこのイラストを描いた重箱や、東武鉄道の特急“リバティ”をモチーフにした重箱のおせちが登場します。その他にも写真映

えする「スイーツおせち」も注目です。 

 また、年始は少し贅沢をしたいとの理由から、ご家庭で贅沢に名店の味が楽しめる「有名シェフが手がけるおせち」の人気が高ま

っています。そこで、シェフ監修のおせちの品揃えを昨年より拡充します。 

 インターネット受付では、 “犬用や介護用のおせちが欲しい”などお客様の声を反映した限定のおせちや、オードブルを合計 11

アイテム展開し、より多くのお客様のニーズに応えていきます。 

■ねこ＆アニメ好きにはたまらない！人気イラストレーターコラボの「ねこおせち」 ～パケ買いおせち①～                              

2018年にキャリア 40周年を迎えたイラストレーター２名とコラボし、近年ブームである“ねこ”のイラストを重箱に描いたかわいら

しいパッケージおせちが登場します。今回のために、ねこ好きで知られる 2人が描き下ろした特別なイラストです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・東武オリジナル 新登場『ねこおせち「いのまたむつみ」和洋三段重』 11,880 円（約 2 人前/合成樹脂製：13×13×高さ

3.8㎝×3） 

・東武オリジナル 新登場『ねこおせち「高田明美」和洋三段重』 11,880 円（約 2 人前/合成樹脂製：13×13×高さ 3.8

㎝×3） 

栗きんとんや、伊達巻などのおせち定番料理の他に、ねこの肉球を描いたかまぼこや、花に見立てたサーモンなど一工夫したもので、

かわいらしさを演出しました。 

※どちらも中身は同じ内容です。重箱のデザイン違いです。 

News Release 
 

ねこのイラストを描いた重箱や、列車をモチーフにした重箱の「パケ買いおせち」が登場 

2019 年 東武のおせち ご予約承り会 9月 20 日（木）開始 
 

インターネット限定品を拡大！おせちとオードブル 11 アイテム

 
 

東武百貨店 池袋本店 

 

↑ 『ねこおせち「高田明美」和洋三段重』 ↑『ねこおせち「いのまたむつみ」和洋三段重』 

いのまたむつみ氏 
ゲーム「テイルズ オブ」シリ
ーズや、アニメのキャラクタ
ーデザイン、小説「風の大
陸」「ドラゴンクエスト」など
の挿画を手がける。 

 

高田明美氏 
アニメ「魔法の天使クリィミー
マミ」「機動警察パトレイバー」
などのキャラクターデザインを
はじめ、画家やジュエリーデザ
イナーとしても活躍。 

 

上記の商品は ※インターネットでも申し込み可能 ※消費期限 2019年 1月 1 日（火・祝） 

↑おせちの中身 ©いのまたむつみ ©高田明美 



 
 

株式会社 東武百貨店 

■東武グループならではの新作おせち ～パケ買いおせち②～                                                                                    

2018 年 4 月に運行開始 1 周年を迎えた東武鉄道の特急“リバティ”。1 周年を記念して“リバティ”をモチーフにしたおせちが

本年初登場です。 
 

・東武オリジナル 新登場『東武鉄道リバティおせち 和洋六段重』 21,600円（約2人前

/合成樹脂製：10.9×10.9×高さ 4㎝×6） 

東武鉄道の特急“リバティ”の車両をモチーフにした重箱を使用したおせちです。新年の食卓

を彩るおせち料理を六段重に盛り付けました。お子様にも喜んでいただけます。 

 

 

■まるで本物！？食卓に華を添えるスイーツおせち ～写真映えおせち～                                              

当店は 20代から 30代の若い世代の人にもおせちを気軽に楽しんでもらいたいという想いから、オリジナルのスイーツおせちを初

めて作りました。 
 

・東武オリジナル 新登場『スイーツパラダイス スイーツおせち』 7,344 円

（約 4～6人前/紙製：15×15×高さ 5.5㎝×2）※送料込み ※配送

のみ ※冷凍商品 ※賞味期限は冷凍状態で2019年1月31日（木） 

海老モチーフのホワイトチョコや、かまぼこモチーフのチーズケーキなどスイーツが

14 種類入ったスイーツおせちです。食べるだけでなく、写真などで SNS に投

稿することで話題になり、盛り上がります。 

■年の始まりは少し贅沢を！有名シェフが手がけるおせちの品揃えを拡充                                                             

2018 年のおせち商戦での有名シェフが手がけるおせちは、前年比約 130％と好調でした。そこで今年はシェフ監修のおせちを

昨年より 2 アイテム増やし、16 アイテム展開します。 
 

・新登場 たん熊北店×Wakiya トゥーランドット臥龍居 『和洋二段重』 28,080

円（約 2～3人前/木製：20×20×高さ 5.6㎝×2） 

昭和 3 年に京都で創業した「たん熊北店」の三代目“栗栖正博氏”と、「Wakiya

トゥーランドット臥龍居」の 40 年近く中国料理に携わる“脇屋友詞氏”の和と中華

の巨匠がコラボしたおせちです。彩り豊かな、和と中華料理が楽しめます。 

 

・新登場 麻布十番 リストランテ ラ・コメータ 『洋風二段重』 29,700 円（約

3～4人前/木製：21×21×高さ 6㎝×2） 

イタリア大統領から「食の大使」として叙勲された鮎田淳治オーナーシェフによるイ

タリアンおせちです。カプレーゼやパンナコッタなど本格的なイタリア料理が堪能でき

ます。 

 

 

 

↑東武鉄道リバティおせち 和洋六段重 

↑スイーツパラダイス スイーツおせち 

↑麻布十番 リストランテ ラ・コメータ 「洋風二段重」 

↑たん熊北店×Wakiya トゥーランドット臥龍居 「和洋二段重」 

上記の商品は ※インターネットでも申し込み可能 ※消費期限 2019年 1月 1 日（火・祝）（スイーツパラダイス スイーツおせちを除く） 



 
 

株式会社 東武百貨店 

■インターネット限定おせちとオードブル 11アイテム展開                                                

2018年のおせち商戦はインターネットの売上が前年比約 115％と好調に推移し、4年連続売上が増加しています。 

そこでインターネット受付では、さらに幅広いニーズのお客様に対応するため、店頭の承りよりも展開数を拡大しました。中でも

無添加の食材を使った「ペット用おせち」や、介護食を普段食べている人でも楽しめる「介護用おせち」は注目です。 
 

・新登場 【犬用】 『無添加・手作り年越しおせち 豪華三段重』 20,736円 

（木製：16×16×高さ4㎝×3）※賞味期限は冷凍状態で2019年1月10日（木） 

食材はすべて、人用高級レストラン御用達食材専門店よりのお取寄せしたおせちです。愛犬

に不必要な味付けは一切せず、無添加で心を込めて手作りをしています。飼い主様もワンちゃん

と一緒にお祝い膳を囲み、お正月を楽しめます。 
 

・新登場 【介護用】 『やわらかおせち～まろやか～』 6,696円（1人前/紙製：15×15×高さ 7㎝） 

※賞味期限は冷凍状態で 2019年 2月 28日（木） 

食材を独自の製法で再成形した「舌でつぶせるやわらかさ」相当の介護食おせちです。ご自宅

でお正月を過ごされる噛む力が弱まった方、歯がなくなってしまった方にも目で見て楽しみ、味わ

って喜んでいただけます。 
 

・新登場 【その他】『衹おん江口 祝春 4段重』32,400円（3～4人前/木製：33×16×高さ 5.5㎝） 

※賞味期限は冷凍状態で 2019年 1月 31日（木） 

北海道で水揚げされた“味付けかずのこ”や、栗の生産量 1位の茨城県産栗を使った“栗甘露煮”など 

47都道府県の名産や郷土料理を全国から一堂に集めたおせちです。 

 

  

【概要】 

展 開 期 間： 9月 20日(木)～12 月 25日(火)  （計 97日間、前年 +1日） 

※インターネット受付：9月 20日(木) 午前 10 時～12月 24日(月・振) 午前 9時 

※電話受付：9月 21日(金)～12月 15日(土)  午前 10時～午後 5時 

展 開 場 所：地下 2階 3番地 【おせち特設会場】 

           ※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(月) 〈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(月) 〈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（月）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 20日（木）～10 月 10日（水）のご予約で送料無料になります。 

展 開 点 数： 142 ブランド（前年 +11 ブランド）※ネット限定含む 

267 アイテム（前年 +30 アイテム）※ネット限定含む 

（内訳：おせちアイテム 228 オードブル他 28 ネット限定 11 アイテム） 

価 格 帯： おせち：9,180～216,000 円(中心価格 16,200 円～27,000 円) オードブル他：3,240 円～21,600 円 

 

 

↑無添加・手作り年越しおせち 豪華三段重 

↑やわらかおせち～まろやか～ 

ネット限定 

犬用 

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 

 

ネット限定 

介護用 

上記の商品は ※送料込み 配送のみ ※インターネットのみで申し込み可能 ※冷凍商品 

■おせち以外にも新年の集まりにおすすめのオードブルセットも提案しています。 

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

