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東武百貨店 池袋本店の 2022年の福袋は、応援を大きいテーマと考え、キーワードを「運気UP！で、トライ！を応

援」にしました。2021 年はやりたいことがなかなかできず、新たなことにチャレンジしたいという気持ちが高まる１年でした。

2022年は運気を上げて新たな趣味や体験にトライする方を東武百貨店が全力で応援して参ります。 

2022 年は何かにチャレンジしたい方、素敵な１年にしたい！大切な人との時間を楽しく過ごしたい！というお客様が笑顔

溢れる素敵な１年になるように、『運気 UP を願って！縁起かつぎ』や『みんなのトライ！を応援』、『高額品』福袋を展開

して参ります。 

 

 

 

■縁起物の『羽子板』や『鶴』、『大漁船』、『虎』を表現した福袋！ 

 無病息災や厄除けを願う「羽子板」や長寿の象徴「鶴」、「大漁船」、金運の象徴「虎」を表現した福袋が登場。 

 

1.【魚力】 ①「魚力 羽子板盛」応募抽選型 初夢福袋 

8,510円 限定 5点  

  お正月の縁起物とされる羽子板に新年の幸福と健康への祈りをこめた 

福袋ならではの豪華なお造りです。 

まぐろ(赤身・中トロ・大トロ)・鯛・カンパチ・いか・平目・甘えび・サーモン・ 

数の子・あわび・かにの約 12種の盛合せ。約 3～4人前。 

 ※店頭お渡し：2022年 1月 8日(土)～10日(月・祝)のご希望日 

 

【魚力】 ②「魚力 鶴盛福袋」応募抽選型 初夢福袋 

20,000円 限定 1点 

 魚力の職人が腕によりをかけて飛翔する鶴の姿を丹念に 

盛り付けました。お祝いや特別なイベントなどを華やかに演出する一品。 

ふぐ刺し、約 5～6人前。 

  ※店頭お渡し：2022年 1月 8日(土)～10日(月・祝)のご希望日 

 

2.【魚の北辰】 「大漁福袋」 ※11月 15日(月)よりご予約承り 

10,800円 販売予定 10点 

お正月にはちょっとした贅沢を。魚の北辰が自信をもってオススメする 

ネタを、この時期だけの特別価格でご用意しました。 

まぐろ、イクラ、ウニをはじめ約 15種類のお刺身を豪華な舟盛りで 

ご用意した福袋。 

※店頭お渡し：2022年 1月 2日(日)～3日(月)のご希望日(各日限定 5点) 
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キーワード 1 『2022年の運気 UP を願って！～縁起かつぎ福袋～』 

ゲン担ぎ福袋！』  

↑魚力②の商品イメージ 

↑魚力①の商品イメージ 

→魚の北辰商品イメージ 
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3.【LOVST】 「スマッシュケーキスペシャル福袋」※11月 15日(月)よりご予約承り 
30,000円 販売予定 30点  

フォトジェニックな撮影ブースでご家族と、スタッフと楽しみながらお子様の 

自然な表情を撮影します。今年の干支「虎」モチーフの東武限定ケーキを 

ご用意し、お子様の健やかな成長や幸せを願ってお誕生日をお祝いします。 

■プラン内容：写真データ(USB メモリー/高画質データ)、 

LINE アルバム、衣装 2着、カット数 100、 

バースデー撮影 2 シーン＋スマッシュケーキ 1 シーン 

  ■実施日：2022年 1月 2日(日)以降 ※お申し込み時ご予約 

※赤ちゃんが自由に手づかみしてケーキを頬ばることを「スマッシュケーキ」といいます。 

 海外では 1歳の赤ちゃんが大きなケーキを楽しみながら食べる様子を写真に残すことが 

恒例になっています。 

 

 

 

 

(１)『自分の限界にトライ!』～食べつくして満福福袋！～ 
2022年にちなんだ「2,022円食べ放題福袋」や、思わずビックリ！と笑顔があふれる「BIG サイズ福袋」をご紹介。 

！ 

1. 【バルマルシェコダマ ミートデリカテッセン】 

「生ハム食べ放題福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

2,022円 限定 5点 (ペア 5組 10名様)  

2022年にちなんだ「2,022円」で生ハム食べ放題福袋。 

お 2人で 90分間、夢の生ハム食べ放題。豊かな香りと 

ほど良い塩味、独特の食感をお楽しみいただけます。 

パン(おかわり自由)、ドリンク 3杯(お酒含む)付。 

■実施日：1月末までのご希望日 ※日程はご相談のうえ、決定させていただきます。 

※店内でのご飲食に限ります。 

   

 

 

2. 【パオパオ】  「ジャンボ肉まん福袋」 

1,080円 販売予定 30点  ※11月 15日(月)よりご予約承り 

パオパオで 1番人気の肉まんを限界まで膨らませた、 

おいしい限界に挑んだ通常の 5倍サイズの特製肉まんと、 

通常サイズの肉まんをセットにしました。 

ひとりで 5人前にチャレンジ、または家族でシェアしても楽しめます。 

思わず笑顔があふれる、インスタ映えする BIG サイズが登場。 

     ■お渡し日：2022年 1月 4日(火)・5日(水)・6日(木) 

 

 

キーワード 2 『みんなのトライ！を応援』  

→パオパオの商品イメージ 

↑バルマルシェコダマ ミートデリカテッセンの 

食べ放題イメージ 

↑LOVST 撮影写真イメージ 

 

2,022円食べ放題！ 

通常 
サイズ 5倍サイズ 
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(２)『人気のサブスクにトライ！』～毎月ワクワク福袋～ 
昨年抽選倍率 136 倍と大人気だったサブスク福袋を本年もお楽しみいただけるようご用意しました。毎月、旬の素材や

色々な種類の食べ比べができる、楽しみが多いサブスク福袋です。 

 

1. 【フルーツショップ青木】「サブスク果物福袋」 

20,220円 限定 10点 応募抽選型 初夢福袋 

フルーツマイスター厳選の旬のフルーツ 10,800円相当を 

１月から６月までの６ヶ月間、定期的にお渡しいたします。 

■お渡し期間：2022年１月～６月  

※ご配送でのお届けのみとなります。(日時指定不可) 

 

  

2.【柿安】 「サブスク福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

  30,000円 限定 3点  

  毎月１回６ケ月間、対面ケース内の牛肉を 10,000円分 

お選びいただける福袋。 

■実施期間：2022年 1月 10日(月・祝)～6月 30日(木) 

※セール品等一部対象外有り  

   

3.【お芋とポテトとさつまいも】 「甘党必見！サブスク福袋」 

  5,400円 限定 10点  応募抽選型 初夢福袋 

  30日間毎日、ソフトクリーム・シェイク・サンデー・ドリンク  

(290円から 580円相当)のいずれか 1点 

お召しあがりいただけます。 

■店頭ご利用期間：ご購入日から 30日間 

■購入期限：2022年 1月 9日(日)まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑フルーツショップ青木の商品イメージ 

↑4.【セゾンファクトリー】 応募抽選型 初夢福袋 

「季節のジャム＆ドレッシング サブスク福袋」  

10,800円 限定 30点 

旬のジャムとドレッシングに加え店長おすすめのアイテムが 

入って約 5,000円相当の詰合せを 1月から 3月に 

ご自宅へお届け。 

■お渡し期間：2022年 1月～3月の毎月中旬のお届け 

※配送(送料込み)のみとなります。※画像はイメージです。 

↑5.【富士見堂】 応募抽選型 初夢福袋 

「春夏秋冬お楽しみ福袋」 

8,084円 限定 20点 

季節ごとの限定米菓とイチオシ米菓が楽しめる 

大変お得な福袋。4回目(冬)にはサプライズ米菓付き。 

■引き換えチケットお渡し期間：2022 年 1月 5日(水)～31日(月) 

                    季節ごとのお渡し期間はチケットに記載。 

※配送不可。※画像はイメージです。 

 

→柿安の商品イメージ 

→お芋とポテトとさつまいもの商品イメージ 
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(３)『おうちでトライ！』～おうち時間充実福袋～ 

おうちで旅気分を味わえるお菓子やボリューム満点バナナ、心と体をリフレッシュさせるおうち時間充実福袋をご紹介。 

 

 

１．【全国銘菓撰】「こたつで旅気分福袋」 

5,400円 販売予定 50点 ※12月 1日(水)よりご予約承り 

   北海道、青森県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、岡山県、 

香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県の 

計 13道府県のおすすめ銘菓がぎゅっと詰まった福袋。 

観光名所を訪れたような気持ちになれる商品をセレクトしました。 

   ■お渡し日：2022年１月 2日(日)   

※店頭お渡し、または配送(別途送料)となります。 

 

 

  

2 . 【九州屋】 「バナナ全房シェア袋」 応募抽選型 初夢福袋 

20,220円  限定 1点   

フィリピン・ミンダナオ島の独自農園で栽培したバナナを 

全房(約 30㎏相当)ご自宅へお届け。ユニフルーティージャパンと 

九州屋がお届けするボリューム満点の福袋です。 

    ※商品のお届けまでに 3週間程お時間をいただきます。  

  ※配送範囲：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 

 

 

 

 

 

3 . 【5050WORKSHOP】「おうちキャンプ福袋」 

   45,000円 販売予定 3名様※12月 1日(水)よりご予約承り 

   おうちキャンプやソロキャンプを始めたい方に向けた福袋。 

アウトドアから災害時まで活躍するモバイルバッテリー機能 

搭載のランタンや、ポンチョにもなる保温性抜群の 

ブランケット、お湯の入れ替え不要の蓄熱式湯たんぽ等、 

普段の生活でも役立つグッズがたくさん詰まっています。 

＜セット内容＞ 

①ミニマライト ②ハイルーメンランタン  

③2WAY スタンド ④温熱マフラー ⑤蓄熱式湯たんぽ 

⑥ブランケット ⑦ラケットセット ⑧キャリーケース ⑨ベンチ 

 
 

↑全国銘菓撰の商品イメージ 

↑おうちキャンプ福袋のイメージ 

↑九州屋の商品イメージ 
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1. 【肉のふがね】 「岩手短角和牛セシーナ Vintage24 ヶ月熟成」 

880,000円 限定 2点 応募抽選型 初夢福袋 

  製造者でもある生ハム職人がお客様のご自宅まで出張訪問し、 

「岩手短角和牛セシーナ(生ハム)Vintage24 ヶ月熟成 (約 10Kg)」 

を調理実演(カット)させていただきます。スペイン製セシーナ台 1台、 

生ハム専用ナイフ 1本付。「岩手短角和牛」は、和牛の中でも僅か 1％未満と 

される日本固有の希少種。自然放牧で育てるため、脂肪分が少なくアミノ酸が 

豊富な旨味が特徴。生後 24 ヶ月目頃に最も味が良くなるとされたことから、 

旬の時期の旨味を閉じ込めて楽しめる商品に仕上げました。 

※セシーナとは、スペイン北部のレオン地方を発祥とする牛肉の生ハムのことです。 

■実施日：2022年 1月 17日(月)～2月 28日(月)※出張訪問のご予約は 1日 1組。 

 

2. 【西川】「王様、王妃様の極眠ペア布団」 

3,000,000円 限定 1点 応募抽選型 初夢福袋 

羽毛布団の最高峰と言われる究極の羽毛が「アイスランド産アイダーダック」。 

   高い保温性に包まれる極上の掛け心地は幸せの極みと言えます。また、その 

羽毛布団に最高級の敷物を合わせることで最高の眠りを体感できるセットに 

仕上げました。オーストラリア産の天然羊毛を使用した、通気性と耐圧分散 

に優れた高密度な毛並みが特徴のムートンシーツ。アイダーダックとムートンに 

包み込まれる究極の眠り。王様、王妃様の眠りが体験できる夢の福袋です。 

■お渡し日：2022年 2月上旬予定 ※店頭お渡し、または配送(別途送料)となります。 

 

★2022年の東武の最高金額！2022万円福袋！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

キーワード 3 高額品！～東武のゴン攻め福袋！～ 

 

【SGC ゴールドショップ】「新春祝い酒器福袋」 応募抽選型 初夢福袋 

20,220,000円 限定 1点  

 初夢で縁起の良い「一富士二鷹三茄子」・福徳をもたらすとされる「七福神」で 

ご家庭に招福を願い、純金酒器で乾杯し、新年をお祝いしてほしいという思いでご用意しました。 

 

 

①K24 額 「一富士二鷹三茄子」 

(約 110ｇ、縦約 9.5×横約 14.5㎝ 

額サイズ：縦約 30.0×横約 35.0㎝) 

作家：石川 広明 

 

②K24 七福神 6㎝ 

(計約 290ｇ、各高さ 6.0㎝) 

原作：舟谷 喜雲 

 

③K24 銚子 竹ちり目 

(約 480ｇ、高さ約 14.0×幅約 17.0㎝) 

作家：石川 光一 

 

④K24 ぐい呑み 竹ちり目 2点 

(約 140ｇ、高さ約 5.5×幅約 4.5㎝) 

作家：石川 光一 

 

 

↑王様、王妃様の極眠ペア布団 イメージ 

↑岩手短角和牛セシーナ Vintage 24 ヶ月熟成  

商品イメージ 

① ② 

③ ④ 
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【2022年東武の福袋 ご注文承り・受取り方法】 
 今年も昨年に引き続き、売場での密を回避しお客様に安心・安全にお買い物いただけるように、 

以下の通りの販売方法で福袋をご用意しております。 

 

①事前販売型福袋 

〈1〉年内受け取り・配送商品 

●店頭・東武オンラインショッピングご注文期間 ：11月 15日(月)～12月 10日(金) 

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。 

◆店頭受け取り期間・配送お届け期間 ：12月 26日(日)～30日(木)  

 

〈2〉年明け受取り・配送商品 

●店頭・東武オンラインショッピングご注文期間：11月 15日(月)～12月 25日(土) 

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。 

◆店頭受け取り期間：2022年 1月 2日(日)午後 1時～7日(金) 

◆配送お届け期間 ：2022年 1月 4日(火)～7日(金) 

 

 

②応募抽選型福袋「初夢福袋」 
店頭や東武百貨店のホームページでご応募いただける応募抽選型福袋です。 

※一部店頭のみでのご応募となる福袋がある可能性がございます。 

 

●お申込み期間：12月 1日(水)～2022年 1月 3日(月)午後 6時まで  ※1月 1日(土・祝)は休業日。 

●お申込み方法：東武百貨店 HP、または各お申込み場所にて、所定のお申込み用紙に必要事項をご記入の上、 

ご投函いただきます。 

            応募ボックスへ入れていただきます。 

●当選発表：応募者多数の場合は抽選となります。ご当選の方には、2022年 1月 4日(火)以降、お電話にて 

         ご連絡いたします。 

 

③年始販売の福袋「初売福袋」 
●会期：2022年 1月 2日(日)～5日(水) ※各売場にて販売します。 

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・・・広報部 広報課(崎田・千原) 直通℡：03-5951-5210 

本リリースに掲載した福袋の内容や価格、限定数・定員数は、10月 28日時点での予定です。 

※写真はイメージです。※表示価格は「消費税込み」の価格です。 


