
 
 

 
 
 
 

 

NEWS RELEASE             
 2004年１０月   

㈱そごう   

㈱西武百貨店   
 

｢お歳暮ギフト｣改め｢冬のギフト｣へ！ 

お歳暮を軸に冬の必須アイテムを｢ギフトセンター｣に集積！ 
 

従来ギフトセンターには、｢お歳暮｣のみを集積しておりましたが、お客様の利便性とギフトセンター

内での自家需要の広がりを受けて、本年より｢お歳暮ギフト｣を改め｢冬のギフト｣として、クリスマス

商材・おせちといった〝冬の必須アイテム〟もギフトセンターにてご案内いたします。 

 

■お歳暮ギフトのこだわり 

1.｢お客様の価値観・感性にかないたい｣そんな気持ちでつくった おすすめ一押しギフト“食源探訪”

 「健康はおいしいものから」という考えの中からつくりあげた、そごうと西武のこだわりギフト“食

源探訪”。徹底的に素材と製法を重んじ、バイヤーが妥協をせずにつくりあげました。０２年歳暮

から展開をスタート、妥協のない本物の味は、多くのお客様にご支持をいただいております。 

今歳暮では、「おいしさ」と「環境への配慮」、そして「過度な加工禁止や素材へのこだわり」など

全て 項目をクリアした５５品目（前回中元差+５品目、前年歳暮差+９品目）を展開いたします。 
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栽培にこだわった逸品 

 

＜食源探訪 小豆島手延おいなわ麺＞ 
大正 11 年東京博覧会金杯受賞当時の麺を復刻すべく、「池田地区」に
て鮮麦地粉「池田富士」を契約栽培。瀬戸内の天然海水塩を使用し、

厚生労働省認定の手延麺技能士が昔ながらの宵仕込み手綯製法にて製

麺した逸品。 
・税込 5,250円(小豆島手延おいなわうどん 150ｇ×12･総重量 2.2ｋｇ) 
・税込 3,150円(小豆島手延おいなわうどん 150ｇ×6･総重量 1.2ｋｇ) 
素材にこだわった逸品 
＜食源探訪 熟成塩汁の干物＞ 
鮮度、味にもこだわった前浜の地魚を、静岡県沼津の老舗の技で

仕上げた逸品。味の秘訣は 20年間注ぎ足され旨みのよくでた熟
成塩汁。この塩汁にじっくりと漬け込み、冷風で干して魚の身に

含まれるたんぱく質が旨み成分のアミノ酸に変化する様を見守

りつくりあげました。 
･税込 5,250円(九州産真あじ開き約 90ｇ×３ 他･総重量 1.2ｋｇ) 
製法にこだわった逸品
 

＜食源探訪 南蛮カステラ＞ 
1543年、鉄砲伝来とともに南蛮菓子として伝
えられたカステラ。四国特産の阿波和三盆糖

などを使い、銀座文明堂の最高技術顧問 森

幸四郎氏監修のもと伝来当時の味わいに仕上

げました。 
･税込 5,250円(カステラ×１･総重量 1.2ｋｇ) 
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2．小分けで食べたいというリクエストで生まれた、気配りの“おいしさ適量ギフト”

「夫婦だけだから小量でもいい」「最初から小分けしてあると便利」 

こんな声から生まれた“おいしさ適量ギフト”。 

今年は 21 品目（前年差+1）を品揃えし、味にも徹底的にこだわりました。 

人前分･一回分に小分けを希望する先様に最適の気配り逸品です。 

←＜おいしさ適量 浅田屋料亭茶漬け＞ 
鮭、鯛の切り身をのせ手毬のように仕立

てたご飯を料亭のかつおだしでいただく

風流なお茶漬けです。焼魚も、もちろん

使いやすさを考え 1 枚ずつパックしまし
た。･税込 5,250円(料亭茶漬けさけ･たい×各 2
他･総重量 1.7ｋｇ) 

 

 

 

 

 

 

 
↑＜おい
ｸﾞﾗﾀﾝｾｯﾄ＞
ｽを使った
そのまま
よう陶器
す。･税込
ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ

2.0ｋｇ) 

←＜おいしさ適量 ﾎｳｽｲ有頭海老･ﾎﾞｲﾙﾀ

ﾗﾊﾞｶﾞﾆ脚肉＞ 
有頭海老は 1 尾ずつ、ﾎﾞｲﾙたらばがには
１脚ずつ、それぞれ小分け包装に。解凍

するときに非常に便利です。 
･税込 10,500 円(ﾛｼｱ産ﾎﾞｲﾙﾀﾗﾊﾞｶﾞﾆ脚肉約 35ｇ
×6 他･総重量 0.9ｋｇ) 

 

 

 

 

 

 

3．同じ国なのに寿命に差が出る理由を考えて作ったギフト“健康家族御用達”

 安 で、安全を徹底的に追求した健康家族御用達。今回は 19 品目(前回差±0)の安

いたします。 
＜健康家族御用達 黒酢･りんご酢＞ 
酸味を和らげ、飲みやすく仕上げた黒酢。

食欲を刺激する豊かな香りが特徴です。も

おすすめ。りんご酢とセットでお届けしま

･税込 3,150円(臨醐山黒酢 360ml×3、飲む純り
総重量 3.7ｋｇ) 

 

 

 

 

 

 

4．ちょっと珍しい故郷の味揃を取り揃えた旅のグルメ“冬の当地自慢”

 国に展開するそごう･西武百貨店の広いネットワークを活用して、各地の自慢ギ

回差+19）を展開いたします。 

＜秋田比内地鶏 きりたんぽ鍋＞ 
米どころ、秋田ならではの人気鍋。日本三大美味鶏のひと

使用した秋田名名物のきりたんぽ鍋。きりたんぽは秋田こ

みずみずしい季節の野菜とともに本場の郷土料理をお楽

す。 
･税込 7,350円(きりたんぽ 90ｇ×6、比内地鶏 300g、野菜 他･

 

 

 

 

 

 

 

5．選べるギフトの元祖 先様が自由に選べる人気ＮＯ.1 ギフト“ごっつお便”

 先様が自由に商品を選べるギフトの元祖〝ごっつお便〟。Ａコース（5,250 円･全

（8,400 円･全４１品）･Ｃコース（10,500 円･1 品選択全 54 品、2品選択全 20 品）

円･1 品選択全 38 品、2品選択全 20 品）･Ｅコース（31,500 円･1 品選択全 12 品、
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おいしさ適量
一

しさ適量 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
ｼｰﾌｰﾄﾞ･ﾋﾞｰﾌ･ﾄﾏﾄｿｰ
ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙの 3種で、
ｵｰﾌﾞﾝで調理できる
に入れてお届けしま
5,250 円(ｼｰﾌｰﾄﾞ･ﾋﾞｰﾌ･
各 170ｇ×各 2･総重量

心･安全をお届け
心
自然な米の旨みと

ちろんお料理にも

す。 
んご酢 360ml×2 他

フト 59 品目（前
全
つ、比内地鶏を

まちを使用し、

しみいただけま

総重量 3.0ｋｇ) 

61 品）･Ｂコース

･Ｄコース（21,000

2 品選択全 17 品）



5 つのコースをご用意しております。 

6. 自家需要のニーズに応えたギフトセンターでの“冬の定番 クリスマスとおせち”商材の展開

 冬の定番である、ケーキを含むクリスマス商材とおせちについても、自家需要のご要望にお答えし

ギフトセンターにてご案内いたします。 

 （ リスマスケーキはギフトセ

舗によって展開規模が異なりま

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. お
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ク

客様起点に立ったそごうと西

）マチュアのお客様へ向けた

①そごう・西武百貨店全ギフ

｢商品の特徴を知りたい｣、「

勿論のこと、ギフトに関す

ギフトセンターに配置いた

 

②ご試食専用カウンター「テ

「味を確かめてから贈りた

ィングカウンターを全店ギ

  

③郵政公社との取り組み拡大

 ご用命を承った日からお届

郵便局にお届けがあれば転

 
④インターネットのサービス

 インターネット｢オンライン

部除く）を取り扱い、ご自

 

⑤インターネットでらくらく

あらかじめご予約いただく

ネットお座席予約サービス

いたします。 
■ネット受注承り期間；そごう

■座席予約受付期間；<池袋西武

          <渋谷店、
ンターで承りを行い、おせちは商品のご案内をいたします。尚、店

す） 

＜ブッツ デリカッセン 燻製オードブル＞ 
サーモンなど新鮮な魚介を燻製にした香り高いオードブル。 
ニューヨークの味をお届けいたします。 
･税込 7,350円(スモークサーモン 100g×１･真鯛のスモーク・うなぎのスモーク各

70g×1、岩魚のスモーク２尾、ポーク骨付シャンク・ポークスペアリブ各 130g×
各 1 総重量 1.0ｋｇ) 

＜ガレー アドベントカレンダー＞ 
ベルギーの子供たちに愛されている、クリスマスまでの美味しいカウ

ントダウンカレンター。 
･税込 5,250円(プラリネコンフィブール×36･総重量 1.2ｋｇ) 

武の“ギフトサービス”

細やかなサービス体制 

トセンターに「ギフトコンシェルジュ」を配置

贈りかたの相談をしたい」、そんなお客様の声を反映し商品知識は

る様々な知識を兼ね備えたギフトコンシェルジュをそごう・西武全

します。 

イスティングカウンター」を設置

い」、というお客様の声に反映し、ご試食専用カウンター･テイステ

フトセンターに設置いたします。 

によりギフトのお届けが早く・的確に

けまで簡易包装なら3日間で、しかも先様が引越しをされた場合も、

居先（1年間）へ確実にお届けいたします。 

が更に充実

ギフトサービス｣では、カタログ掲載商品･1,070 品目（券類など一

宅から簡単にギフトが購入できます。 

購入 座席ご予約サービス

ことにより混雑時も待ち時間無くお承りさせていただく｢インター

｣を、西武百貨店の池袋・渋谷・船橋・所沢・東戸塚・筑波店で実施

･西武百貨店共通  10 月 31 日(日)午前 10 時～12 月 23 日（木･祝） 

> 10 月 24 日（日）～11 月 5日（金） 

船橋店、所沢店、東戸塚店、筑波店 11 月 2 日（火）～11 月 14 日（日） 
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2）そごうと西武の共通サービス 
①そごうと西武の承りカウンターは平均 6分 
そごうと西武どちらの店舗でも同じ伝票で申し込みが可能、しかも、独自のシステムにより、承りは平

均 6分間（ご進物お申込み票ご持参の場合）。 
又、初めてのお客様も先様の電話番号から住所を瞬時に検索するギフトクイックサービスで伝票記入の

手間はありません。 

 

②ギフトカタログの完全共通化

   そごうと西武のどちらの店舗でもご利用しやすくするために、全ページ共通化をいたしました。 

  

 ３）池袋店で展開する、お客様情報に配慮した承りカウンター

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■冬のギフトセンター展開時期（そごう横浜店、西武百貨店池袋店） 

そごう 横浜店  11 月 9 日（火）～12 月 23 日（木･祝） 

  【特別承り会 11 月 9 日（火）～11 月 16 日（火）】 

   

西武百貨店池袋店  10 月 31 日（日）～12 月 23 日（木･祝） 

  【特別承り会 10 月 31 日（日）～11 月 7 日（日）】 

＜環境イメージ＞

仕切りﾊﾟﾈﾙ 

 

 

西武百貨店池袋店のギフトセンターでは、お客様の情

報に配慮し、承りカウンターに仕切りパネルを設置い

たします。 

 

この取り組みは、ミレニアムリテイリンググループの

中で、西武百貨店池袋店が先行して実施し、今後全社

への導入を検討してまいります。 

    

 

  

※特別承り会は、ミレニアムカード･クラブ・オンカード会員限定企画となり、会員のお客様は期間中 239品
目の商品が１５％ＯＦＦとなります。 

 

 

＜お問い合わせ＞ミレニアムリテイリング 広報室    中嶋、内山 TEL：03-6213-7135  

4 


