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親しい人には価値あるものを…6,480円以上のこだわりギフト 20種類増 

「お歳暮ギフトセンター」10/29（木）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、10 月 29 日（木）からお歳暮ギフトセンターを開設します。近年、

従来型の儀礼的な贈答需要が縮小している一方で、パーソナル化から親しい人にはこだわりのある価

値あるモノを贈りたいというお客様のご要望が高まっています。そこで、今年のお中元で好調だった税込

6,480 円以上のちょっと豪華な商品を昨年より 20 種類増の 237 アイテム取り揃えました。  

また、昨年のギフトセンターではお歳暮以外のご用途が約 11％あり、年々増加しています。お歳暮用

の商品を年末年始の集まりに自分用にご注文される方やご自宅配送限定のお得なセット商品を両親

や親戚に配布される方などギフトセンターを賢くご利用される方もいらっしゃいます。  

当店は、昨年より 9種類多い合計 1,866点の商品をご用意し、お客様のさまざまなご要望に対応します。 

 

【2015年歳暮のポイント】 
 
✧ 6 , 4 8 0 円 以 上 のギフト強 化…親しい人には価値のあるモノを贈りたいという要望から今年の中元で好調だっ

た税込 6,480 円以上の商品を昨年より 20 種類増の 237 アイテムご用意しまし

た。 

✧年末年始の集まりに最適な商品を用意…年末年始の集まりにおすすめの鍋料理やクリスマスのプチギフトに最適な小分

けのお菓子などお取り寄せ感覚で楽しめるギフトをご用意しました。 

✧ 少 量 小 分 け ギ フ ト…単身世帯や少子高齢化、ライフスタイルの多様化などに伴い、人気の「少量パ

ック」ギフトに新アイテムを加え、合計 55アイテム取り揃えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,480円以上のこだわりギフト 

、00 

年末年始の団欒に…おでんセット 小分けパックのうどん詰合せ 

、00 

↑ 「アサヒビール＆ジギラベイサイド 

スイートアラマンダセット」 

 

↑ 赤玉本店「金澤おでん」 
↑ 無限堂 

「稲庭比内地鶏うどん個パック」 

※次ページに詳細情報を掲載しています。 



 
 News Release 

＜前ページ写真左から＞ 

・「アサヒビール＆ジギラベイサイドスイートアラマンダセット」（アサヒドライプレミアム 350ｍｌ×6、アサヒドライプレミアム

濃厚熟成仕立て 350ｍｌ×6、デミクリームソース黒毛和牛ハンバーグ各 135ｇ・無着色辛子明太子 80ｇ・一口筋子 50ｇ×

各 1、数の子松前漬 50ｇ・味付数の子 50ｇ・いくら醤油漬 40ｇ・味付子持昆布 40ｇ×各 2） 10,800円 
一休.com と百貨店バイヤーが選び抜いた高級ホテル・レストラン・料亭の料理長が監修した冬の美味を相性抜群のアサヒスーパードライと

セットにしました。 

※賞味期限/冷蔵で 7日 
 

・石川県金沢市 【赤玉本店】 「金澤おでん」 （肉団子・にぎすつみれ・海老しんじょ各 4 個入×各 1 袋、車麩・信田巻・

加賀蓮根団子・金時草湯葉巻・肉いなり各 2個入×各 1袋） 4,860円  
昭和 2 年創業の「味処 赤玉本店」は「金澤おでん」の代表として愛されてきた名店。長年注ぎ足されただしは、上品でありながらも煮込むほ

ど素材の旨味とひとつになり、絶妙な味わいが楽しめます。そのだしがたっぷりしみこんだ「車麩」や蓮根の食感が楽しめる「加賀蓮根団子」、

ぜんまいを油揚げで巻いた「信田巻」、金時草を湯葉で巻いた「金時草湯葉巻」など全 8種類の素材がたっぷり入っています。 

※送料込み 
 
・無限堂 「稲庭比内地鶏うどん個パック」 [かしわうどん（麺 100ｇ、比内地鶏肉 50ｇ、比内地鶏つゆ 30ｍｌ、スープ 360ｇ）

×3、鶏つくねうどん（麺 100ｇ、比内地鶏つくね 2個、比内地鶏つゆ 30ｍｌ、スープ 360ｇ）×3] 5,400円  
秋田名産である比内地鶏の旨みがギュッと濃縮。稲庭うどん専門店がこだわって作り上げた「かしわうどん」と「鶏つくねうどん」の 2 種類の

おいしさが楽しめます。 

※送料込み 

 
 
 
 
 
■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 49アイテム＞ 

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

ました。前年より 2アイテム増やしています。 
 

＜商品の一例＞ 

・青森県板柳町 【りんごワーク研究所】 「『完熟』 大紅栄」 （青森県産大紅栄 8～9個） 5,400円  
美しく深い紅色で酸味が少なく甘さのほとばしる果汁とサクサクと口当たりの良い果肉が特徴。2005年に品種登録された「大紅栄」は生産量

が非常に少ないのですが、現在では中国を中心とするアジアでも高い評価を受けています。 

※12月上旬より順次発送 ※送料込み ※限定 300セット 
 
・富山県富山市 【五万石千里山荘】 「立山ポークとやく膳だしつゆしゃぶセット」 （立山ポークばら肉 200ｇ、立山ポーク

ロース肉 400ｇ、やく膳だし 500ｍｌ×3、氷見うどん 200ｇ） 6,372円  
昭和 46 年創業の料亭五万石がお届けする「富山のくすり」の伝統を活かした“やく膳だし”でいただく豚しゃぶ。富山大学教授らが参加する

薬食研究会監修のもと現代の名工である創業者、安井恒夫氏が作り上げたやく膳だしは、いしる醤油、にんにく、松の実、クコの実、ウコン、

八角など 15種もの食材をバランスよく配合し、クセのないおいしいスープです。豚肉はこだわりの立山ポーク、〆には日本三大手延べうどん

の氷見うどんがセットになっています。 

※送料込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
↑「『完熟』大紅栄」 

 
↑ 「立山ポークとやく膳だしつゆしゃぶ

セット」 
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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 72アイテム＞ 

「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＞ 

・【トンデンファーム】 「自社農場ポーク詰合せ」 

 （ボンレスハム 400ｇ、骨付ソーセージ 180ｇ×2） 5,400円 

北海道江別市のアースドリーム角山農場で肥育した豚は、やわらかで歯切れが良く、 

雑味の少ないきめ細やかな旨みが特徴。 

※送料込み 

 

■ ご自宅配送限定品…人気の商品が入ったお得なセット＜全 149アイテム＞ 

人気の商品をご自宅配送限定で 149アイテムご用意しました。 
 
＜商品の一例＞ 

・「ボルドー金賞ワイン 6本セット」 

 （赤ワイン×6 各 750ｍｌ） 5,400円 

ボルドー地方の赤ワインでコンクール金賞を受賞した 6本をセレクトしました。 

 

        

■ お歳暮ギフト売上予測ベスト１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お歳暮ギフト売上目標 

・前 年 比  … 100％ (内インターネット利用 前年比 101.6％) 

・平 均 単 価  … 3,500円 

・中心価格帯  … 3,000円～5,000円 

・ピーク予想日  … 11月 24日（火） 

 
 

順 位 2015年予測 2014年結果 2013年結果 

１位 ハム・精肉 ハム・精肉 ハム・精肉 

２位 洋菓子 洋菓子 洋菓子 

３位 佃煮 佃煮 佃煮 

４位 ビール ビール ビール 

５位 海産品 海産品 海産品 

６位 えらべる便 えらべる便 えらべる便 

７位 コーヒー コーヒー 産地直送 

8位 産地直送 産地直送 コーヒー 

９位 米菓子 米菓子 洋酒 

10位 飲料 缶詰 缶詰 

 
お歳暮ギフトセンター開催概要 

・８階ギフトセンター：10月 29日（木）～12月 24日（木） 57日間 前年+1日 

（早期承り会：10月 29日（木）～11月 25日（水） 28日間 前年+7日） 

・オンラインショッピング：10月 16日（金）～12月 24日（木） 午後 2時まで 70日間 前年＋1日 

    （早期承り会：10月 16日（金）～11月 26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)となります。 

↑ 「自社農場ポーク詰合せ」 

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 

↑ 「ホルドー金賞ワイン 6本セット」 


