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東武百貨店 船橋店では、コロナ禍での新しい生活様式に合わせて、「2021 年福袋」についても新しい販売方法を導入して

います。初売りの混雑を緩和するために、店頭・電話・インターネットでの事前予約を承っています。 

また、応募抽選型の「初夢福袋」は企画内容を一新し、コロナ禍でも安心してお楽しみいただける企画をご用意しました。

2020 年 12 月 10 日(木)よりご応募受付を開始します。 

 

 『2021年福袋』 は新しい販売方法で！                                        

 例年は 1 月 2 日の初売りで一斉に福袋の店頭販売を開始していましたが、本年は新しい販売方法を導入。混雑を避け、安

心してお買物をしていただける環境を整えます。 

 

■年内予約で GET！ 

 総数約 12,000 点の福袋のうち、約 8 割を事前予約にて販売します。既に 11 月より順次予約受付を開始しており、12 月

10 日(木)、17 日(木)にも追加企画の予約承りをスタートします。 

 

■電話・ネットで GET！ 

 ご自宅からもご予約が出来るよう一部商品は電話・インターネット予約も受け付けています。ご自宅で受け取ることが出来る福

袋もご用意しました。 

 

■2021年 1月 2日・3日の初売りについて 

 福袋の店頭販売は約 2,000 点を予定しています。最も混雑する食品は事前予約のみとし、 

店頭販売は行いません。 

事前予約福袋は 1 月 2 日(土)13 時以降順次お渡しします。また、一部の福袋は年内 

からお渡しが可能です。 

 

■アマビエイラストのステッカーをプレゼント 

 福袋をお買上げのお客様には、船橋市在住のイラストレーター小倉正巳さんがデザインした 

アマビエのステッカーをプレゼントします。2021 年のお客様の健康をお祈りします。 
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応募抽選型福袋「初夢福袋」もこれまでは体験型を中心としていましたが、コロナ禍でも安心してお楽しみいただけるよう、 

応募抽選型「初夢福袋」の応募を 12 月 10 日(木)より受け付けます。例年「初夢福袋」は体験型を中心としていましたが

2021 年は「モノ」と「コト」を組み合わせた新しい企画で特別な時間を提案します。『スポーツ』、『イエナカ』、『GO TO』の 3 つの

切り口で夢のような贅沢福袋を 18 種類企画しました。応募期間を前年より 16 日間長くすることで密を避けてご応募いただける

ほか、12 月 17 日(木)からはオンラインでもご応募を受け付けます。 

 

■離れていても想いは届く！！『千葉スポーツ福袋』 

 船橋東武が応援する地域のスポーツチームとのコラボ企画。今年は選手と間近で触れ合うことは出来ませんが、直筆サイン入り

のグッズや選手からのメッセージが付いた、ファンにはたまらない福袋をご用意しました。 

 

（１） 『GO!TO!千葉ジェッツふなばし福袋』 150,000円 ＜5 組様＞ 

2021 年 1 月～5 月に、当店にて試合観戦チケットと千葉ジェッツふなばしの 

グッズを毎月 1 回受け取れる福袋。 

【内容】 

①試合観戦ペアチケット 

(船橋アリーナおよび千葉ポートアリーナ・毎月 1 試合×5 ヶ月分) 

※1 試合はファーストクラス席での試合観戦 

試合後コートにてジャンボくんとソーシャルディスタンスに配慮した記念撮影あり 

        ※試合会場では座席間隔の確保や入場制限などを実施 

     ②選手のサイン入りユニフォーム、直筆メッセージカード、マスクなど 

（毎月 1 つ×5 ヶ月分） 

 

   

（２） 『千葉ロッテマリーンズプレミアム福袋』 800,000円 ＜1 組様＞ 

2021 年 3 月～8 月に、当店にて VIP ルームでの試合観戦 

チケットと、サイン入りユニフォームや、選手とスタジアムアナウンサー 

の谷保恵美さんのメッセージを吹き込んだ目覚まし時計などの 

グッズを毎月 1 回受け取れる福袋。 

【内容】 

①VIP ルームでの試合観戦チケット(毎月 1 試合×6 ヶ月分) ※6 名様まで 

②サイン入りユニフォーム、オリジナル目覚まし時計など（毎月 1 つ×6 ヶ月分） 

 

 

（３） 『クボタスピアーズ ディスタンスメッセージ＆サイン入りジャージお渡し福袋』 5,000円 ＜5 名様＞ 

選手が昨シーズンのトップリーグで実際に着用したジャージをサイン入りでお届け 

します。選手からの熱いメッセージもついて、試合前に行われる「ジャージ渡し」 

さながらに、お客様へジャージを託します。 

【内容】 

①選手のサイン入りジャージ 

②選手からのメッセージ動画(DVD でお届け) 

 

↑千葉ジェッツふなばしマスコットキャラクター 

ジャンボくん 
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→ジャージ渡しのイメージ 

HO(フッカー) 大熊克哉選手 

 
↑VIP ルームのイメージ 

↑スタジアムアナウンサーの 

谷保恵美さん 

 

 応募抽選型の『初夢福袋』も新企画をご用意‼ 
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■ご自宅でゆっくり楽しむ！『イエナカ贅沢福袋』 

 ご自宅で過ごす時間が増えている今だからこそ嬉しい、ご家族で楽しめるイエナカ福袋。丑年にちなんだ企画や人気の定期便な

ど、イエナカでの時間を贅沢に彩る企画です。 

 

（１） 『船橋市在住のイラストレーター小倉正巳先生があなたのために描く！オーダー絵画福袋』 120,000円＜1 組様＞ 

船橋市在住のイラストレーター小倉正巳さんに、2021 年の干支である 

牛と家族やペット、家などを描いてもらえる福袋。小倉さんの可愛らしい 

世界観の絵画を額装してお渡しするので、ご自宅に飾っていつでもお楽し 

みいただけます。 

【内容】 

A4 サイズ(210×297 ㎜)のオリジナル絵画 

 

 

 

（２） 『日本全国和牛食べ比べ福袋』 120,000円 ＜10 名様＞ 

2021 年 1 月～12 月の 12 か月間、日本全国の国産和牛を毎月 1 回 

定期便でお届けします。 

【内容】 

「米沢牛黄木」米沢牛サーロインステーキ 2 枚(計 320g) 

松坂牛すき焼きモモ・バラ 400g など 

 

 

（３） 【人形町今半】『おいしいお肉モ～ッといっぱい食べたい福袋』 32,400円＜10 名様＞ 

国内産黒毛和牛を 2021 年 1 月～3 月の 3 か月間、定期便にて受け取れる 

福袋！日本を代表する老舗の味を毎月お楽しみいただけます。 

【内容】 

国内産黒毛和牛(肩ロース・もも)すき焼き用またはしゃぶしゃぶ用 800g×3 回 

     ※毎月 20 日～25 日のご希望日に店頭お渡しまたは配送(別途料金) 

 

 

（４） 【京橋千疋屋】『季節のフルーツ 3 ヵ月福袋』  

厳選コース 21,600円／デラックスコース 48,600円 ＜各 20 名様＞ 

2021 年 1 月～3 月の 3 か月間、フルーツの匠が厳選した季節の果物が 

毎月届く福袋。 

【内容】 

＜厳選コース＞1 月:みかん、2 月:大粒苺、3 月:デコポン・水晶文旦・清見柑 

＜デラックスコース＞1 月:マスクメロン、2 月:大粒苺・せとか 

3 月:デコポン・水晶文旦、デリシャスバナナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑小倉さんのイラストイメージ 

※実際にお渡しするイラストとは異なります 

↑国産和牛のイメージ 

 

↑国産黒毛和牛のイメージ 

 

↑季節のフルーツのイメージ 
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■東武グループの施設を満喫！！『GO TO 東武福袋』 

 2020 年 7 月に開業した AC ホテル・バイ・マリオット東京銀座など、東武グループの施設をお楽しみいただける福袋。 

 

（１） 『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 ＜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。 

コロナ禍でも安心・安全な空間でご家族での素敵な時間を提供します。 

【内容】 ※実施日：2021 年 3 月 20 日(土・祝) 

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ご家族だけの特別スペースにて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、隣同士でご用意予定 

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 船橋店 レストラン街 お食事券 3,000 円×人数分 

 

（２） 『～GO TO日光＆ワールド～東武ワールドスクウェアの人形になれる福袋』 280,000円 ＜1 組 2 名様＞ 

お客様の写真を基に職人が制作した人形が東武ワールドスクウェアに展示されます。なかなか海外旅行に行けないこの

時期に、人形が代わりに世界を旅してくれる GO TO 福袋です。 

【内容】 

①お客様の人形を制作（お一人様 2 体） 

②東武ワールドスクウェア内に人形 1 体を展示 

③お客様のご自宅に人形 1 体をお届け 

④東武ワールドスクウェアのペア入園券・お食事券 

⑤日光の旅(日光金谷ホテル 1 泊 2 食付・浅草からの往復乗車券付) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表示価格は消費税込みの価格です。 

※本リリースの掲載内容は 12 月 8 日時点の情報です。ご報道前に広報担当へお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。 

 
株式会社 東武百貨店 船橋店 〒273-8567 船橋市本町 7-1-1 

●報道関係者様お問合せ・・・販売推進部 広報担当（堀合
ほりあい

） 直通 TEL：047-424-3915 FAX：047-423-1999 

 

「2021年初夢福袋」概要 

応募期間 ： 【店頭】2020 年 12 月 10 日(木)～2021 年 1 月 3 日(日)〔24 日間 前年＋16 日〕 

     ※1 月 1 日（金・祝）は休業日 

   【オンライン】2020 年 12 月 17 日(木)～2021 年 1 月 3 日(日)〔17 日間〕 

応募場所 ： 4 階 2 番地 特設会場、または当店ホームページ http://www.tobu-dept.jp/funabashi/ 

応募方法 ： 所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、応募 BOX に投函 

          または当店ホームページの応募フォームに必要事項を入力 

             ※応募者多数の場合は抽選、ご当選者のみお電話にてご連絡（1 月上旬予定） 

 

 

 

 

 

 
↑東武ワールドスクウェア 

 

↑ホテルのお部屋のイメージ 

↑お料理のイメージ 

↑人形の絵付けの様子 

 

http://www.tobu-dept.jp/funabashi/

