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2016年は食品福袋を強化、昨年の約 2割増で 63種計約 3,500点 

年内予約型はや得福袋、10月29日（木）からスタート 

東武百貨店 池袋本店 

 

東武百貨店 池袋本店は、事前に予約ができる『はや得福袋』の承りを 10 月 29 日（木）から東武オンラインショッピン

グで開始します。11 月 12日（木）からは店頭での予約承りもスタートし、店頭・インターネットの合計で約 200 種類 6,500

点の『はや得福袋』を販売します。今年は、全国で地域物産展や肉フェス、カレーフェスなど様々な「グルメフェスティバ

ル」が開催され「美味しさ」への関心度が高まった一年でした。普段は節約してでもイベント時には「高額でも食べたい」

「行列に並んでも食べたい」という消費者の傾向が顕著に表れ、当社で 9 月に開催した秋の大北海道展では過去最高

の売上げを記録しました。そこで 2016年はや得福袋では食品福袋を拡大強化し、昨年より点数を約 2割増やし全 63種

合計約3,500点が登場します。注目は金券・宿泊券付のグルメ福袋（計8種）、黒毛和牛すき焼＆名古屋コーチンの鍋セ

ットとソラマチレストラン スギモト本店で使用できる食事券がついた福袋をはじめ、ホテル宿泊券付、温泉券付など充実

です。このほかにも、ご家庭で楽しめる人気の福なべ福袋（計 7種）など各種グルメを行列に並ばずに味わえます。 

 

■ 年内予約型はや得食品福袋の一例 

 

〔年内予約型はや得福袋の一例（食品）〕 

 商品名 価格・数量 内容 予約方法 お渡し期間 

金
券
・宿
泊
券
つ
き
福
袋 

キッチンスギモト・ソラマチレストラン スギモ

ト本店食事券付黒毛和牛すき焼セット＆名

古屋コーチン鍋セット 

10,800円 

限定 100点 

食事券 2,000 円×3 枚※、黒毛和牛肩ロースすき

焼用約 500g、わりした 170g、名古屋コーチン鍋セ

ット/2～3 人前 ※ソラマチレストラン スギモト本店で使用で

きます。 

店頭/ 
東武オンライン

ショッピング 
年内 

ケーニヒスクローネ・宿泊券付福袋 
21,600円 

限定 20点 

ホテルペア宿泊券（朝食付）、オリジナルバッグ付

スイーツ、神戸限定サブレ ※宿泊時にウエルカムスイー
ツがお召し上がりいただけます。 

店頭/ 
東武オンライン

ショッピング 
年内 

サイボクハム・サイボクハム日高本店満喫

福袋 

10,800円 

10点 

チョイスギフト 10,000円、食事券 3,000円、温泉券

2枚、手みやげ ※5,400円コースもあり 

東武オンライン

ショッピング 
年明け 

福
な
べ
福
袋 

魚力・海鮮鍋セット福袋 
5,000円 

限定 40点 

たらばがに、有頭タイガー海老、真鯛切身、ぶり切

身など /3～4人前 ※3,000円コースもあり 

店頭/ 
東武オンライン

ショッピング 
年明け 

人形町今半・黒毛和牛すき焼き用福袋 
10,800円 

限定 20点 
黒毛和牛すき焼き用約 715g 

店頭/ 
東武オンライン

ショッピング 
年明け 

鳥芳・比内地鶏きりたんぽ鍋セット 
3,000円 

20点 

比内地鶏角切り（もも肉）300ｇ、比内地鶏生つみ

れ（むね肉）200g、比内地鶏スープ 1本、きりたん

ぽ 1袋 

店頭/ 
東武オンライン

ショッピング 
年明け 

↑キッチンスギモト・鍋セットと食事券付の福袋 ↑ケーニヒスクローネ・宿泊券付福袋 ↑鳥芳・比内地鶏きりたんぽ鍋セット 

※写真はイメージです 
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■ 猿と一緒に写った年賀状が作れます 

・「猿とあなたの年賀状作ります！福袋」 10,000円（限定 4点） ※応募多数の場合抽選 

 来年の干支は申！プロカメラマンが東武動物公園でお客様と猿の写真を撮影し、年賀状にいたします。 

( 参加費･写真撮影代･お年玉付き年賀状 100枚の制作費込) 

実 施 日 ： 11月 21日(土) ※雨天決行 

応募期間 ： 11月 5日（木）～11月 15日(日)午後 5時まで 

申込場所 ： 地下 1階 4番地 特設会場 

募集人数 ： 4組(1組 4名様まで) 

実施場所 ： 東武動物公園 

※当日、東武動物公園フリーパスをプレゼントいたします 

※当選の方は 11/16(月)より順次お電話にてご連絡いたします 

※年賀状は別途料金をご精算いただくと追加の製作が可能です 

※現地集合・現地解散となります。交通費はお客様のご負担となります。 

 

■ 年末年始の晴れやかなシーンでお使いいただける年内予約型福袋（一例） 

・「南洋白蝶真珠（ゴールドカラー）ネックレス・イヤリング・リング 3点セット福袋」 

2,016,000円（販売予定数 1点） 店頭予約（6階宝飾サロン） 

美しい光沢がみごとな粒選りのゴールドカラー白蝶真珠 3点セットです。 

（ネックレス：クラスプ、K18・D0.03ct、約 10.6～13.2mm珠、長さ約 42cm/イヤリング：

K18、約 11mm珠/リング：K18・D0.45ct、約 13mm珠） 

 

 

・「振袖 3点セット」 500,000円（販売予定数 3点）  店頭予約（7階きものサロン） 

晴れの日にふさわしい鮮やかな振袖・袋帯・長襦袢 3 点セットです。11 月 25 日（水）ま

でにお買い上げいただきますと 2016 年 1 月 11 日（月・祝）の成人式に着用できます。

（振袖：絹 100％、お仕立て付/袋帯：絹 56.2％、ポリエステル 20.6％、レーヨン 7.9％、ナ

イロン 7.7％、指定外繊維（紙）7.6％、芯入れお仕立て付/長襦

袢：絹 100％、お仕立て付） 

 

 

 

・「クロコダイルバッグ・ジュエリー選べる福袋」  324,000円（販売予定数 5点）   

店頭予約（2階ガンプス）/年内お渡し 

バッグ 3種とジュエリー3種の中から、お好きな組合せで 2点選べる福袋です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑来年の成人式に使える振袖福袋（デザインは一例です） 

↑好きな組合せで選べる福袋（組合せは一例です） 

） 

↑大粒で存在感のある白蝶真珠のセット 

※価格はすべて税込みです 

↑リスザルと一緒に年賀状が作れます 

こちらから 2点が選べます 

(バッグ) シャイニングクロコダイルハンドバッグ、マッドクロコダイル 

ショルダーバッグ、シャイニングクロコダイルショルダーバッグ 

(ジュエリー)K18WGダイヤリング、K18WGダイヤペンダント、K18WG

パールリング  
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予約型福袋「はや得福袋」の概要 

 

 

2016年新春福袋全体の概要 

2016年福袋は、事前予約と新春即売を合わせ、総数で約 51,500点（前年比 104.7％）の販売を予定しています。 

〔福袋販売総数 （予定）〕 

 種類・点数（予定） 

事前予約型「はや得福袋」 約 200種類・約 6,500点   

新春 2016年 1月 2日（土）発売福袋 約 820種類・約 45,000点 予定 

合計 約 1,020種類（前年同）・約 51,500点（前年比 104.7％） 予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 店頭での承り 東武オンラインショッピング 

予約期間 

2015年 11月 12日（木）～12月 9日（水） 

※ 限定数に達し次第終了となります 

※ 一部、締切日が例外の福袋があります 

年内配送 
2015年 10月 29日（木）10時～ 

12月 9日（水）17時 

年明け配送 
2015年 10月 29日（木）10時～ 

12月 30日（水）17時 

予約場所 地下 2階から 8階の各売場にて 
東武オンラインショッピング 

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

お渡し方法 地下 2階から 8階の各売場にて 

ご注文の福袋により、お渡し日・お渡し方法が異なりま

す。（配送のみ／店頭お渡しのみ／配送及び店頭お渡

し） 

お渡し期間 

年内 

2015年12月26日（土）～30日（水） 

※一部お渡し日の異なる商品があ

ります 

年内配送 
2015年 12月 26日（土）～30日（水） 

※お届け日の指定はできません 

年明け 

2016年 1月 2日（土）13時～20時 

2016年 1月 3日（日）10時～20時 

※一部お渡し日の異なる商品があ

ります 

年明け配送 
2016年 1月 4日（月）～7日（木） 

※お届け日の指定はできません 

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 


