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約 400gの松阪牛ステーキ入り超豪華な恵方巻からかまぼこで作った変わり種まで約 100種類展開 

恵方巻昨年の最高額を更新、12,960円が登場！ 

東武百貨店 池袋本店 

 

東武百貨店 池袋本店は 1 月 8 日（木）より恵方巻の予約を開始します。近年、年中行事などの特別な日にはお金を

かけて消費する傾向があり、昨年のクリスマスは 3 万円を超えるケーキが 11 月上旬に完売するなど豪華な商品に注目

が集まりました。そこで当店は、昨年の最高額（税込 11,550円）を上回る 12,960円の霜降り松阪牛ステーキ約 400g と黒

毛和牛ロースローストビーフ約 200g を使用した恵方巻を作りました。 

また、お子様や女性にも召し上がりやすい直径約 4cmのスリムタイプを東武企画品で 9種類取り揃えるとともに、恵方

巻そっくりのかまぼこやスイーツ、パンなどの変わり種も強化しました。 

当店は、約 100種類のバリエーション豊富な恵方巻を取り揃え、節分の様々な需要に応えます。 
 

■ 昨年の最高額を上回る超豪華松阪牛ステーキ入り恵方巻や 1万円の伊勢海老入り海鮮巻が登場 

東武企画品として、1万円以上の恵方巻を 2種類作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

東武企画品 

・キッチンスギモト 「松阪牛ステーキと黒毛和牛ローストビーフの恵方巻」 (長さ 18ｃｍ×径 12ｃｍ) 12,960円 

霜降り松阪牛サーロインステーキ約 400g と黒毛和牛ロースローストビーフ約 200ｇにベビーリーフをアクセントに加え、豪快に巻きました。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～25日（日） ※ご予約販売のみ 

※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（火） 
 

東武企画品 

・魚力 「海鮮巻」 (長さ 18ｃｍ×径 9ｃｍ) 10,000円 

伊勢海老、茹たらばがに、生うに、ツナプリンセス（大トロ）、ツナプリンセス（中トロ）、ツナプリンセス（赤身）、いくら醤油漬、真鯛、かんぱ

ち、ぶりが入った超豪華な海鮮恵方巻きです。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～25日（日） ※ご予約販売のみ 

※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（火） 

↑ キッチンスギモト 「松阪牛ステーキと 

黒毛和牛ローストビーフの恵方巻」 

松阪牛ステーキ入り 12,960円 伊勢海老入り海鮮巻 10,000円 

、00 

↑ 魚力 「海鮮巻」 
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■すき鍋風やかまぼこを使用したものなど、ひと味違う個性派が登場 

卵にくぐらせて食べるすき鍋風や酢飯の代わりにかまぼこを使用した恵方巻など個性派が揃いました。 
 

<商品の一例> 

・東武企画品 キッチンスギモト 「尾張牛すき鍋恵方巻（名古屋コーチン生卵付）」 (長さ 18ｃｍ×径 6ｃｍ) 1,998円 

名古屋コーチンの卵にくぐらせて味わう、牛すき鍋風の恵方巻です。尾張牛、白菜、豆腐、白滝、玉ねぎ、長ねぎ、椎茸、三ツ葉入り。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～25日（日） ※ご予約販売のみ ※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（火） 
 

・築地 佃權 「かまぼこ恵方巻」 (長さ 21ｃｍ×径 5ｃｍ) 411円 

酢飯の代わりにかまぼこを使った新機軸の恵方巻。魚のすり身の中には、人参、ごぼう、かんぴょう、小松菜、薄焼玉子が入っています。 

※販売場所：地下 2階 4番地 築地 佃權 ※販売期間：1月 26日（月）～2月 3日（火） 
 

・東武企画品 イーションプルミエ 「チキンライスの恵方巻～エビフライ＆ウィンナー」 

 (長さ 8ｃｍ×径 5ｃｍ/2本入) 598円 

ウィンナーとエビフライをチキンライスで巻いたお子様におすすめの味です。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～2月 2日（月）  ※ご予約・お渡し場所：地下 2階 5番地 イーションプルミエ 

※お渡し・販売期間：2月 1日（日）～3日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
■恵方巻今年はスリム化！お子様や女性にぴったりなサイズを 9種類販売 

直径約 4cmの食べやすいサイズで具材たっぷりの恵方巻を 9種類取り揃えました。 
 
<商品の一例> 

・東武企画品 美濃吉 「ご開運スリム巻」 (長さ 18ｃｍ×径 4ｃｍ) 545円 

うなぎ焼や高野豆腐、ちりめん山椒、玉子焼、海老、椎茸煮、かんぴょう、三ツ葉が入った京風の上品な味わいです。 

※ご予約期間：1月 8日(木)～31日(土) ※ご予約販売のみ ※ご予約・お渡し場所：地下 2階 3番地 美濃吉 ※お渡し日：2月 3日（火）  
 

・東武企画品 魚力 「カニ三昧」 (長さ 18ｃｍ×径 4ｃｍ) 1,980円 

たらばがに、ずわいがに、かにみそも入った、まさにかにづくしの恵方巻です。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～2月 1日（日） ※ご予約販売のみ ※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（火） 
 

・東武企画品 赤坂ふきぬき 「うなぎ恵方巻」 (長さ 18ｃｍ×径 4ｃｍ) 756円 

国産うなぎの旨味が詰まった老舗の味です。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～31日（土） ※ご予約販売のみ ※ご予約・お渡し場所：地下 2階 4番地 赤坂ふきぬき 

※お渡し期間：2月 2日（月）・3日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 美濃吉 ↑ 魚力 ↑ 赤坂ふきぬき 

↑ キッチンスギモト ↑ 築地 佃權 ↑ イーションプルミエ 
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■パンやスイーツに変身した変わり種の恵方巻 

恵方巻に変身したロールケーキや和菓子、サンドイッチを作りました。 
 
<商品の一例> 

・東武企画品 京橋千疋屋 「恵方フルーツロール」 (長さ 17ｃｍ×径 6ｃｍ) 1,728円 

苺、マンゴー、パイナップル、キウイフルーツと生クリームをチョコレートスポンジで包みました。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～2月 1日（日） ※ご予約・お渡し場所：地下 1階 4番地 京橋千疋屋 

※お渡し・販売期間：1月 30日（金）～2月 3日（火） 
 

・パン・リゾッタ 「恵方巻サンド（エッグ＆ツナ）」 (長さ 10ｃｍ×径 5ｃｍ) 238円 

サラダのサンドイッチをのり巻にしました。ツナサラダ、エッグサラダ、きゅうり、ロースハム、トマト、レタス、マヨネーズ入りです。 

※販売場所：地下 2階 3番地 パン・リゾッタ ※販売期間：2月 1日（日）～3日（火） 

 

・宗家 源吉兆庵 「吉方巻」 (長さ 20ｃｍ×径 4ｃｍ) 972円 

わらび餅やようかん、柚子あんなど、和のハーモニーを堪能できる和菓子の恵方巻です。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～2月 2日（月） ※ご予約・お渡し場所：地下 1階 5番地 宗家 源吉兆庵 

※お渡し・販売期間：1月 10日（土）～2月 3日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今年は愛嬌たっぷり！鬼のちらし寿司が新登場！ 
 
・東武企画品 魚力 「鬼ちらし」 （1折/25×25cm角） 1,980円  

まぐろのブツ切りで赤鬼の顔をかたどった、愛嬌たっぷりのちらし寿司です。 

※ご予約期間：1月 8日（木）～2月 1日（日） 

※ご予約・お渡し場所：地下 2階 3番地 魚力 

※お渡し・販売期間：2月 2日（月）・3日（火） 

 

 

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・・・総務部広報担当 直通℡：03-5951-5210 （斎藤・村井・西口・宮下） 

 お客様お問い合わせ・・・東武百貨店 池袋本店 代表℡：03-3981-2211 

 

↑ パン・リゾッタ ↑ 京橋千疋屋 ↑ 宗家 源吉兆庵 


