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東武百貨店 池袋本店の 2021年の福袋は、「日本にエールを送ろう！」を大きなテーマと考え、3 つのキーワード 
『日頃の感謝を恩返し！』『日本全国にエールを！おうちで Go To 福袋』『みんなの願い、健康な 2021 年を応援！ 
イエナカ太り解消福袋』にしました。2020 年はコロナ禍で、新しい生活様式が確立するなど様々な変化があった一年でし
た。2021年は、日本全体に笑顔が戻る明るい一年になるよう、東武百貨店は2021年に「エールを送る」福袋を展開しま
す。店頭の密対策を講じながら、今年の福袋は、安心・安全かつスマートに購入できるようネット事前販売福袋も強化して
参ります。 

 

 

 

(1)ご恩は続くよ、どこまでも！毎月の楽しみサブスク福袋！  
毎月、旬の素材や色々な種類の食べ比べができるご恩返し福袋。3か月から最大 12 か月間の恩返しが続きます。 

 

１．【フルーツショップ青木】 「旬のフルーツ サブスク福袋 」 

 

20,210円(税込) ネット・店頭 計 5名様 

フルーツマイスター厳選の旬のフルーツ 5,400円(税込)相当を 

12か月間お届け！通常価格 64,800円(税込)相当です。 

※お渡し期間：2021年 1月～12月 毎月 15～30日のご都合の良い日に実施。 

      ※店頭お渡し、または配送(別途料金)となります。 

 

2．【ニュー・クイック】 「国内産黒毛和牛半頭分を食べつくすサブスク福袋」 

1,500,000円(税込) ネット・店頭 計 2点 

 

国内産黒毛和牛 1頭分を半頭分ずつ、1月から 3月の定期便にて 

    お渡しする福袋。セット内容は、ロース、肩ロース、バラ、モモ、肩、ヒレ、 

ランプ、スネ、ネック、サーロイン。お肉の専門店だからできる驚愕の福袋。 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 10～18日のご希望日。 

※ご要望に応じ、オーダーカットします。 

※店頭のお渡し、または配送(別途料金)となります。 

 

３．【 魚力 】 「国産生本まぐろ(養殖)1尾丸々サブスク福袋 」 

 300,000円 (税込) ネット・店頭 計 1名様 

 

国産生本まぐろ 1尾分を 1月から 3月の定期便にてお渡しする 

豪華な福袋。 

セット内容は、頭肉、ほほ肉、目玉、かま、大とろ、中とろ、赤身 。 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 15～20日のご希望日。 
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キーワード 1 『 日頃の感謝を恩返し！ 』 

↑フルーツショップ青木の商品イメージ 

↑魚力の商品イメージ 

↑ニュー・クイックの商品イメージ 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 

※お渡し期間：2021年 1月～3月 毎月 15～20日のご希望日。 
※ご要望に応じて、柵取りまでいたします。※店頭お渡しとなります。 
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(2)「モー食べられない！」福袋！   
  2021年にちなんだ「2021円食べ放題」やご家族で楽しめる「ボリューム福袋」をご紹介します。 

 

1. 【バルマルシェコダマ ミートデリカテッセン】「イートイン 90分間食べ放題福袋」  

 

2,021円(税込) ネット・店頭 計ペア 5組 10名様 

2021年にちなんだ「2021円」で食べ放題福袋。 

店内 11種類のメニュー(ホットドッグは除く)全て食べ放題。 

メイン料理一品に対してお一人様コーヒー・紅茶付き。 

※実施日：当選結果連絡後から 1 か月以内に事前予約、ご来店可能な方。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. 【あまのや繁田商店】  「お菓子ぎゅうぎゅう福袋」 

   10,800円(税込) ネット限定 10点 

    お子様には新鮮で、大人には懐かしい、昔ながらの駄菓子や 

    玩具を「これでもか！」と約 250点以上詰め込みました。お子様と一緒に 

楽しむのも良し、友人とひとときの子ども心に帰るのも良し、 

お正月に家族とおうち時間を楽しめ、笑顔こぼれる口福な福袋。 

※ご注文期間：2020年 11月 16日(月)～12月 20日(日) 

※お渡し日：2020年 12月 25日(金)以降順次お届け 

 

  

 

■おうちで旅行に行った気分を味わえるおいしい福袋！！ 
  物産と言えば東武！食と言えば東武！東武の名物物産展「大北海道展」をはじめ、全国の物産福袋や 

全国 47都道府県を一堂に味わえる福袋をご紹介。 

１．北海道から直送！「大北海道展」福袋 

①「北海道産かに詰合せ福袋」 

25,001円 (税込) 送料込み・販売予定 30点  

     稀少な大ぶりの花咲がに(冷凍ボイル花咲がに約 900ｇ～1kg×2尾)と 

甘みのある肉と濃厚な味噌の毛がに(冷凍ボイル毛がに約 500ｇ～ 

600ｇ×2尾+1尾)の計 5尾の詰合せ福袋。 

キーワード 2 『日本全国にエールを！おうちで Go To福袋 』   

↑バルマルシェコダマの食べ放題メニューイメージ 

↑あまのや繁田商店福袋のイメージ 

 商品は一例です。 

 

↑北海道産かに詰合せ福袋 

↑【グッドモーニングバンコク】 

「60分間食べ放題福袋」 

(ホットデリ・ごはん食べ放題、 

お一人様ワンドリンク、サラダ一品) 

) 

↑【三崎豊魚】  「イートインメニュー2021秒食べ放題福袋」 

そのほかにも下記の 2021円食べ放題福袋をご用意しています。 

応募抽選型福袋 

イートインメニュー全品(ドリンク除く)食べ放題、 

生ビールまたは、ハイボール一杯サービス。 

※アルコールが苦手な方にはお土産としてまぐろ丼をプレゼント！ 
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②「海鮮弁当 4種セット」 

20,001円 (税込) 送料込み・販売予定 50点 

   蝦夷あわび三色盛弁当、かに三色弁当、海鮮五色盛弁当、 

海鮮三色盛弁当 各 2人前、いくら醤油漬 250ｇ×2パック。 

   北海道から直送でお届け。冷凍だから、食べたい時に手軽に解凍できます。 

   盛付けもおうちで自分好みに楽しんでいただけます。 

  

 

2. 「全国 47都道府県お菓子福袋」  

    10,000円(税込) 販売予定 3点 

    食品バイヤーが全県のお取引先様に交渉し全国 47都道府県の 

「甘い」「しょっぱい」「珍しい」「人気」の‘‘おいしい‘‘お菓子がぎゅっと 

詰まった福袋。今日は何を食べようか考えるだけで楽しくなる詰合せです。 

 

 

 

 

 

 

 ～ 東京の魅力を再発見！～Go To東京！東京を楽しむ！！ 

 
3. 「国内初進出『ACホテル・バイ・マリオット東京銀座』で特別体験宿泊福袋」 

    150,000円(税込)※1組 6名様までの合計金額 

ネット・店頭 計 1組 6名様まで 

     2020年に開業した国内初となるライフスタイルホテルで、 

通常ご提供していないご家族(3世代)だけでお楽しみいただける 

特別なプランをご用意。ご家族だけの素敵な空間・場所を提供します。 

※実施日：2021年 3月 20日(土) 

<内容> 

①ご家族だけの特別スペースでパティシエが教えるケーキ作りの体験。 

②ご家族だけのスペースにて特別限定ディナーのご提供。 

※朝食は一般のお客様とご一緒にビュッフェ形式となります。 

③ゲストルームは 10階～13階プライムフロアによるお部屋での宿泊。 

※お部屋はご家族で 3部屋、隣同士で用意予定 

④お客様のご希望によりレイトチェックアウト(最大 16時まで)可。 

⑤「東京スカイツリー®セット入場券(展望デッキ+展望回廊)引換券」 

  および「すみだ水族館入場券」をご家族人数分プレゼント。 

⑥東武百貨店池袋店 4階 11番地 写真室 ルイ・ミヤシタ 

「ご家族写真撮影チケット」および 3階 8番地 アフタヌーンティー・ティールーム 

「ドリンクチケット（ご家族人数分）」付き。 

 

この他、「石川物産展」福袋、「長崎物産展」福袋、「大鹿児島展」本格焼酎 6本セット福袋をご用意しています！ 

↑海鮮弁当 4種セット盛付例 

↑写真は一例です。 

↑ホテルのお部屋のイメージ 

↑料理のイメージ 

応募抽選型福袋 

応募抽選型福袋 
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■「イエナカ太り解消！」福袋！「ちょいスマートパパ」におじキュン 

イエナカ太り解消をめざし自転車やリモートを活用した加圧トレーニングにチャレンジ！2021 年、「ちょいやせ」

でかっこいいパパを目指す方にエールを送る福袋。 

 

1. 【ベストスポーツ】「～パパをかっこよく～「折りたたみ自転車」福袋」 

56,100円(税込) ネット・店頭 計 3点 

     通勤に、お出かけに注目が高まる、折りたたみ自転車の人気ブランド 

「DAHON」の自転車福袋。自転車 1台のお値段で、折りたたみ自転車を 

使う上で必要なアクセサリーが 5点ついてきます。アウトドア先でも、街中でも 

颯爽と駆け抜ける姿は注目されること間違いなし！ 

 

 

   2.【加圧ビューティーテラス】 「ダイエッター福袋」 

    100,000円(税込)から 数量限定 

    5 つのメニューを選べるカスタマイズダイエッター福袋。通常は店頭ご来店の 

コースですが、今年は「リモートレッスン・店頭レッスン」が組みあわさった 

コースの体験型福袋。リモートレッスンは今年ならではの企画です。 

    マイナス 3kg コース(2 か月)、マイナス 5kg コース(3 か月)などをご用意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初夢福袋とは、「楽しい」「おいしい」夢を叶えて楽しい生活スタイルを応援する「応募抽選型」の福袋です。     

◆お申込み期間：12月 26日(土)～2021年 1月 3日(日)午後 7時まで※一部異なる福袋がございます。    

 
 

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(崎田・本村) 直通℡：03-5951-5210 

本リリースに掲載した福袋の価格と限定数・定員数は、10月 28日時点での予定です。 

キーワード 3 『みんなの願い、健康な 2021年を応援！』   

↑リモートレッスンイメージ 

応募抽選型福袋 

2021年 東武の高額品福袋！！！今年は縁起の良い円形の光沢のペルシャ絨毯！！ 

「ペルシャ絨毯 / クム産」 絹 100％ 約 300×300㎝ 

33,000,000円(税込) 限定１点 

シルク絨毯が有名なクム地方。その中でもデザイン・色・織りが

秀逸といわれるジャムシディ工房で織られた大迫力の大型円

形絨毯。ドーム型の天井をイメージした豪華なデザインで、光

によって金色の光沢をもつ逸品です。 

 

↑折りたたみ自転車イメージ 

『円』は、「縁」「円満」「角がなく円くおさまる」といった 

意味を持ちます。この繊細な絨毯は、現地の職人 4名

が約 5年かけてつくりました。 

 


