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昨年より 11日早くオープン、1万円以上の高額品は約 6％増！ 

「お中元ギフトセンター」5/18（月）開設 

東武百貨店 池袋本店 

 
 
株式会社東武百貨店  池袋本店は、5 月 18 日（月）からお中元ギフトセンターを開設します。近年、コ

ミュニケーションの手段として気持ちをギフトで伝えるパーソナルギフトが広がっています。当店のギフトセ
ンターでも、昨年は御礼など中元以外のご用途が約 12%あり、需要が年々増加しています。そこで、本年
は昨年より 11 日早くギフトセンターを立ち上げました。 生産者の想いを伝える「逸品伝心」や東武オリジナルギ
フト「イエス！グッドワイン」などを用意し、さまざまなギフトのご要望に対応します。 
また、日経平均株価が一時 2 万円の大台に乗り、価値のある高額な商品に注目が集まると考えられ

ます。そこで、1 万円以上の商品を昨年より約 6%増の 110 アイテム取り揃えました。さらに、ギフトの見直
しを検討されるお客様向けに 4,000 円台の商品を 12 アイテム増やし 218 アイテム取り揃えました。  
人気の商品がお得にまとめ買いできるご自宅配送限定でも、菓子詰合せや生鮮品、ワインなどを昨年より 30

種類増の 146アイテムご用意しました。 
 

■ 逸品伝心…“心を伝える”という、贈り物にふさわしい価値ある逸品＜全 46アイテム（前年 ±0）＞ 

農家の方々が愛情をこめて育んだフルーツや素材・製法にこだわった洋菓子など、全国から自慢の味を選りすぐりま

した。中でもフルーツと洋菓子を強化し、フルーツは昨年より 1 種類増の 5 種類、洋菓子は昨年より 6 種類増の 9 種類

取り揃えました。 
 

＜商品の一例＞ 

・北海道月形町 【月形町農業協同組合】 「北の女王（赤肉）＆月雫（青肉）」 

 （北の女王（赤肉）、月雫（青肉）各 1.8㎏] 6,001円  

札幌から 50㎞ほど北にある自然豊かな環境の中、内陸特有の昼夜の寒暖差を生かし、化学肥料や化学農薬を最小限に抑えて育てた自慢

の 2品。生産者の名入れでお届けします。なめらかできめ細かな舌ざわりとともに広がる、とろけるような甘みをもったメロン。通常より大きい

1.8㎏以上のオレンジとグリーンをご用意しました。 

※7月 6日（月）より順次発送 ※産地の天候ならびに収穫状況により、出荷時期を変更させていただく場合もございます。 ※送料込み 
 
・長崎県 南島原市 【三輪そうめん山本（有家工場）】 「「超極細」白髪・「極細」白龍詰合せ」 （手延べ素麺「白髪」90g

×2、手延べ素麺「白龍」50g×9） 3,240円  

細いほど高級品として珍重される素麺。一般的な素麺は 10gあたり約 70～80本程度ですが、「白龍」は約 130本、「白髪」はなんと約 300本

にもなります。熟練の数少ない素麺師にしか作れず、その数も貴重。繊細な喉ごし、しっかりとしたコシがもたらす珠玉の味わいをぜひ。  
 
・東京都渋谷区 【グラッシェル】 「マンゴーパッション」 （径約 11.5cm） 4,673円 

表参道にある日本初のアントルメグラッセ専門店。アントルメグラッセとはアイスクリームで作ったリッチなデコレーションケーキのことで、ヨー

ロッパでは通年楽しまれているスイーツ。こだわりの素材を使い、熟練のグラシエ（アイスクリーム職人）がひとつひとつ丁寧にお作りしてい

ます。夏季限定のマンゴーパッションはココナッツ風味のダックワーズ生地にココナッツのアイスクリームを絞り、ダイス状のパッションフルー

ツとマンゴーのシャーベットをたっぷり飾りつけました。 ※送料込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 北の女王（赤肉）＆月雫（青肉） ↑ 「超極細」白髪・「極細」白龍詰合せ ↑ マンゴーパッション 
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■ イエス！グッドワン…東武百貨店だけの上質ギフト＜全 65アイテム（前年 ±0）＞ 

「イエス！グッドワン」は、東武のバイヤーが自信とこだわりをもって提案する東武百貨店オリジナルギフトです。 
 

＜商品の一例＞ 

・【山梨】 「太冠 袋雫取り純米大吟醸」 （純米大吟醸酒 720ｍｌ） 5,400円 

良質の山田錦を 100%使用。南アルプスの伏流水で仕込み、低温で発酵させました。 

吊るした袋にもろみを入れ、そこから垂れてきた雫を大切に集めた無濾過の原酒。 

上品で豊かな香りと雑味のないやわらかな口当たり。父の日のギフトにもおすすめの商品です。 

※限定 300本 

 

 

■ 10,000円以上の商品 6アイテム増＜全 110アイテム（前年 ＋6）＞ 

 特別な人にはいいものを贈りたいという要望があり、高額な商品でも価値を感じる商品には出費を惜しまないという傾

向があります。そこで、1万円以上の商品数を約 6%増やし強化しました。 
 

＜商品の一例＞ 

・【サントリー】 「ザ・プレミアム・モルツ＆全国こだわりおつまみ食べくらべセット」 （ザ・プレミアム・モルツ 350ｍｌ×8、 

近江牛ローストビーフ、妻地鶏炭火焼各 100ｇ・ラフテー・白金豚焼豚各 200ｇ、海老ソーセージ 120ｇ、地だこの燻製・サーモン 

塩辛各 100ｇ・ホタテの燻製 30ｇ） 10,800円 

地元をよく知る地方新聞社が自らおすすめする商品を紹介するお取り 

寄せ・贈答サイト「47CLUB（よんななクラブ）」と百貨店がコラボレーショ 

ン。全国から選び抜いた食材を「ザ・プレミアム・モルツ」と合わせ贅沢な 

セットを作りました。 

※賞味期限：冷蔵で 7日 

 

 

■ 4,000円台の商品 12アイテム増＜全 218アイテム（前年 ＋12）＞ 

ギフトの見直しをご検討されるお客様の選択肢を広げるため、クラフトビールなど中心価格帯である 4,000 円台の商

品を強化しました。  
 

＜商品の一例＞ 

・岡山 【宮下酒造】 「独歩ビール・フルーツ発泡酒セット」 

 （独歩（ピルスナー・デュンケル×各 3、ピーチピルス・マスカットピルス）各 330ｍｌ] 4,320円 

岡山の地ビール「独歩」の定番、ピルスナーとデュンケル、さらに岡山特産の桃とマスカットを使用した 

人気の発泡酒を詰め合せたバラエティ豊かなギフトです。 
 
 

 

■ご自宅配送限定品約 26%増 ＜全 146アイテム（前年 ＋30）＞ 

人気の商品をご自宅配送限定で 146アイテムご用意しました。ご自宅使いや簡易なギフトに最適です。 
 

＜商品の一例＞ 

・【メリーチョコレート】 「フルーツゼリー」 （1袋 1,000g入） 2,160円  

グレープ、ストロベリー、オレンジ、ピーチ、メロン、アップルの 6種の味わいを特別に一つの袋に詰めました。 
 
・「ボルドーダブル金賞受賞赤ワイン 6本セット」 （赤ワイン×6 各 750ml） 7,560円  

毎年人気のワインセットに 7,000円台が初登場。2つのコンクールで金賞を受賞したワインです。 

 

 

 

 

 

↑ 独歩ビール・フルーツ発泡酒セット 

↑ 太冠 袋雫取り純米大吟醸 

↑ ザ・プレミアム・モルツ＆全国こだわりおつまみ食べくらべセット 

↑ フルーツゼリー ↑ ボルドーダブル金賞赤ワイン 6本セット 
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■ オンラインショッピングの承りを昨年より 1日早期化 

インターネットでお申込みされるお客様は、年々増加傾向にあります。当店では、オンラインショッピングの承りを

昨年より 1日早い 5月 15日（金）から開始します。 

 

■ お中元ギフト売上予測ベスト１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お中元ギフト売上目標 

・前 年 比  … 100％ (内インターネット利用 前年比 102％) 

・平 均 単 価  … 3,500円 

・中心価格帯  … 3,000円～5,000円 

・ピーク予想日  … 6月 24日（水） 

 

 

 

 

 

順 位 2015年予測 2014年結果 2013年結果 

１位 洋菓子 洋菓子 洋菓子 

２位 ビール ビール ビール 

３位 ハム・精肉 ハム・精肉 ハム・精肉 

４位 飲料 麺類 麺類 

５位 麺類 飲料 飲料 

６位 和菓子 佃煮 佃煮 

７位 佃煮 えらべる便 えらべる便 

8位 海産品 和菓子 和菓子 

９位 えらべる便 海産品 海産品 

10位 コーヒー コーヒー コーヒー 

 
お中元ギフトセンター開催概要 

・８階ギフトセンター：5月 18日（月）～7月 21日（火） 65日間 前年+10日 

（早期承り会：5月 18日（月）～6月 24日（水） 38日間 前年+17日） 

・オンラインショッピング：5月 15日（金）～7月 25日（土） 午後 2時まで 72日間 前年＋1日 

    （早期承り会：5月 15日（金）～6月 25日（木） 午前 5時まで 42日間 前年+7日） 

※早期承り会期間は、当社組織顧客（東武カード・ロイヤルカード・東武友の会会員など）を対象に、

約 910 点が 15％ご優待になります。オンラインショッピングでの早期ご優待は、東武カード・ロイヤ

ルカードでのクレジット払いに限ります。 

※オンラインショッピングでご注文の場合、日本全国送料無料（一部送料込みの商品がございます）

となります。 

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・・・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 


