
 
 
  
 
 
 

  NEWS RELEASE 
   

         ２００５年２月 

ミレニアムリテイリンググループ 

   株式会社 西武百貨店 
  

本格的な都市型百貨店として、 

西武百貨店 筑波店はこの春変身いたします。 
 

ＳＣの核店舗として、いつ来ても楽しさと話題性のあるお店へ、 

２月２５日（金）に増床・全館リニューアルオープンいたします！ 
 イメージを一新したクレオ１階正面入り口

ミレニアムリテイリンググループの西武百貨店は、顧客ニー
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ズへの対応力を強化するために、筑波店(茨城県つくば市)を、 
増床及び全館リニューアルを行い、２月２５日（金）にオープ

ンする運びとなりました。 
 
当グループは、既にそごう６店舗で全館リニューアルを実 

施。当社では昨年船橋店（千葉県船橋市･８月２７日オープン）

･高槻店（大阪府高槻市･９月１０日オープン）の２店舗の全館

リニューアルを行い、今日まで地域の皆様より高いご支持をい

ただいております。 
 
筑波店が核店舗として展開する商業施設「つくばクレオスク

秋開業予定）の開業を踏まえ、専門店ビル「Q’ｔ（キュート）」
ューアルを受け、「つくばクレオスクエア」は、県内最大級の魅

「つくばクレオスクエア」との相乗効果を発揮するために、

化・個性化など、急速に変化するマーケットに対し、百貨店とし

インテリア等）を充実させていきます。又、増床（6,062 ㎡）

強化いたします。 
 
マーケティング視点では、成熟化社会の進展を踏まえた「シ

ス（人的･環境･ソフト）等の重点施策を強化し、県内を代表す

す。 
 
 ミレニアムリテイリンググループでは、今後 西武百貨店八

館リニューアルオープンし、秋にはそごう心斎橋店をオープン
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【１】6,062 ㎡の増床と本格的な都市型百貨店『大人生活充実館』のポイント 

 

①県下一の規模と質の高い本格的な都市型百貨店を実現 6,062 ㎡の増床へ 

現状の筑波店は、19,196 ㎡と更に奥行きのある品揃えを行うには、更なる面積の拡大が必要でし

た。 

今回のリニューアルを機に、6,062 ㎡の営業面積を拡大。これによって、増床後の面積は、25,258

㎡となり、県下一の規模と質を誇る本格的な都市型百貨店に生まれ変わります。 

 

②マチュアの『食』･『暮らし』それぞれのライフスタイルを更に深化させる都市型百貨店へ 

 
焼酎ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

■食品 

・地元のこだわりの味・地域産品など人気商品を更に充実 

・約 900 ㎡増床により、本格的な「デパ地下グルメ」として、様々 

な人気ブランドが県内初登場 

・生鮮の拡大、和惣菜の充実に加え、名匠和菓子も豊富に取り揃えました 

■ファッション（婦人領域の拡大、専門人材と品揃えの質の充実） 

小

  ・マチュアのライフスタイルを提案するミセスブランドの拡充  

〔面積：約 4,300 ㎡・新規 26 ブランド〕 

・マチュア/シニア対応の更なる強化に向けた｢サイズ売場｣ブランド拡充  

〔新規 9 ブランド〕 

・地域性を踏まえファミリー層に向けた、こども服 キッズ、ジュニアキャラクター 

のブランド拡充・イベントスペース新設〔新規 11 ブランド〕 

 ■暮らし（マチュアのライフスタイルを強化）  

  ・インテリアゾーンを拡大し、「上質なライフスタイル」の提案を強化 〔新規

  ・マチュアのモチベーション・歳時記に応える専門販売員の配置 

・試着後のイメージがわかりやすい、マチュアをモデルとしたマネキンを増設

■テナント（ライフスタイルをサポート） 〔新規 6店舗〕 

・美と健康のためのビューティ＆リラクゼーションを拡充 

・大型テナント面積の拡大によるマチュアに向けた品揃えの拡充と専門性の向

 

③お客様のご要望から生まれた『〝おもてなし度〟を高めるサービス』を充実 

■ ご来店のお客様にもっと快適にお買い物いただきたい、そんな思い込めたサ

・「荷物を運んで欲しい」お客様へのポーターサービス（1階） 

⇒お客様のお買い上げ品をお預かりし、駐車場、最寄のバス停、タクシー乗

お運びいたします。雨の日も濡れないようにお客様のお品物を大切にお運びいた

・「手ぶらでお買い物したい」お客様へのクロークサービス（1階） 

⇒お客様のお買い上げ品、手荷物のお預かりをいたします。（一部除外品あ

・「急な雨の際に」お客様にご利用いただく雨の日の傘貸し出しサービス（1

⇒雨の日に駐車場までお客様に傘をお貸しいたします。 
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■お客様への〝おもてなし〟をサポートする『専門販売員』全館で 192 名を配置（1月 25 日現在） 

・お客様のお買い物のご相談を始め、様々なご案内を承る「コンシェルジュ」（5名）

・ご高齢のお客様や障害をお持ちのお客様へのお買物サポート「ハートフルアドバイザー」（17 名） 

・進物ｷﾞﾌﾄの相談、商品選びのお手伝いをする「ギフトアドバイザー」（35 名）

・あなたの足のサイズに合った靴選びのお手伝いをする「シューフィッター」（10 名）

・お客様のファッションコーディネイトをお手伝いする「フィッティングアドバイザー」（21 名）

  ・その他「ボディフィッター」（8名） 「フォーマルアドバイザー」（6名）を始め、 

   192 名の専門販売員をさらに今後 300 名（予定）まで育成いたします。 

・家庭保健生活指導センターからの専門相談員（保健師、助産師など）による母子保健相談会の 

実施：毎週土曜日開催（無料・予約不要） 

 

④お買い物を快適にする『施設サービス機能』を強化 

■「情報発信」と「憩い」のスペース「クラブ･オン 
クラブオンコート

コート」の新設。（3階 30 席） 

■心地よいショッピングをサポートする「シーティン 

グスペース」（各階計 166 席） 

■ ラッピングサービスステーション～ご希望 

商品のギフトラッピング（有料）を承ります。 

お好きなペーパーやリボン、ラッピングパターンも 

お選びいただけます。（2階） 

■ﾏﾀﾆﾃｨ用シーティング（４階こども服：2台）、ﾏﾀﾆﾃｨ用フィッティング（4階こども服：1台）新設 
 

■ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞｶｳﾝﾀｰの新設などﾍﾞﾋﾞｰ休憩室の充実（4階こども服約 70 ㎡）、お子様が安心して 

遊べるみんなの広場（4階こども服約 33㎡） 
■化粧品売場には、「トリートメントサロン」を 2 部屋新設。フェイシャルケア＆メイクアップサービス

など、ゆったりとした個室で、ワンランク上のサービスを提供します。 

 

⑤楽しさと話題満載の「つくば西武ホール（多目的ホール）」（仮称）を 6階に新設  

■楽しい催し物や地域の皆様と連動したイベントが展開できるホール（6階）を設置いたしました。 

・昭和を代表する「懐かしの名画上映」、真打、二つの目の「落語寄席」、 

大人が楽しめる「音楽ライブ」など毎月開催（各 月１回） 

  ・地域のサークル･団体の皆様の発表、お披露目の場としても活用できる機能も 置。 
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⑥タッチパネル式館内情報ビジョン「ふれてビジョン」を新設 

■お客様が知りたい情報をお客さまが選択し、すばやく得られるための情報ビ 

ジョンを新設。今週の館内イベント、おすすめ売場､お買得情報やサービス 

ふれ

などホットな情報をタッチパネル式のモニターで提供。 

（１､２､３､５､６階）：５台 
設

て
ビ
ジョン（ｲﾒｰｼﾞ）



 

【２】リニューアル基本概要 

 

開店日 ２００５年２月２５日（金） 

  売場面積 ２５，２５８㎡ 

売上目標 総売上高２６０億円（前比１３５％）(改装後１年) 

投資額 ３０億円 

 

■本格的都市型百貨店『大人生活充実館』の考え方とフロア構成 

 

 

わかりやすい 

買いやすい 

売場づくり  

マチュアのライフスタ

イルを更に深化させ

る都市型百貨店 

 

＋

おもてなし度 

を高める 

サービス 

 

＋

お買物を快適

にする施設 

サービス機能 

 

＋ 

情報発信 

拠点 

全館リニューアル後   

旧 

 

フロア フロア構成 

6 階 ・レストラン街 

・催事場 

・クラブオンカウンター 

・商品券 

 レストラン街 

催事場 

つくば西武ホール（多目的ホー

ル）仮称 

クラブオンカウンター 

旅行サロン 

ビューティ＆ヘルシー 

上質な本格ﾚｽﾄﾗﾝ街 

話題性のあるイベント・エ

ンターテイメント拠点 

５階 ・インテリア 

・無印良品 

・呉服、宝飾 

・時計、メガネ 

・書籍、ＣＤ 

 インテリア 

手芸 

無印良品 

ﾌﾞｯｸｽ＆ｶﾌｪ 

メガネ 

インテリア（リラクゼー 

ション、快眠ショップ、ギ

フト 他） 

 ４階 ・紳士服 

・スポーツ 

・こども服 

３階 ・婦人服 

 こども服 

紳士服・ｽﾎﾟｰﾂ 

こども（ｷｯｽﾞ/ｼﾞｭﾆｱｷｬﾗｸﾀ

ｰ、ﾍﾞﾋﾞｰ、こども靴、おも

ちゃ、他） 

紳士服・ｽﾎﾟｰﾂ（ﾒﾝｽﾞｶｼﾞｭ

ｱﾙ、ﾒﾝｽﾞﾌﾟﾚﾀ他） ２階 ・婦人雑貨 

・婦人服 

・美容室 

１階 ・食品 

・ザ･ガーデン自由が丘 

 婦人服 

宝飾・時計・きものｻﾛﾝ 

クラブ・オンコート 

喫茶 

婦人服～ミセス・マチュア

（クィーンサイズ、プレタ

ポルテ、ﾏﾀﾞﾑｸﾛｰｾﾞｯﾄ他）、

キャリア 

 

 婦人雑貨 

婦人服 

商品券 

婦人雑貨（婦人靴、化粧品、

洋品小物、ﾊﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ他） 

婦人服（ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、

綺麗ｻﾛﾝ、ｲﾝﾅｰｳｴｱ他） 

  

 食品 

ザ・ガーデン自由が丘 

生鮮、惣菜、菓子他 

ザ・ガーデン自由が丘 
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【３】暮らしをサポートするライフスタイルゾーン 

■婦人ファッションゾーン（２・３階） 

●【化粧品売場：２階】    

新たに３ブランドを導入し、県内最大の15ブランド が揃います。さらに、「トリートメント 

サロン」を 2 部屋新設し、ﾌｪｲｼｬﾙｹｱ＆ﾒｲｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽなど、ゆったりとした個室で、ワンランク上の

サービスを提供します。また、「ｺｽﾒﾃｨｯｸｽﾃｰｼｮﾝ」では、最新の化粧品情報を発信し、全てのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 

より商品選びのお手伝いをいたします。 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌｧﾝｹﾙ（新規）､ＲＭＫ（新規）、ﾈｲﾙｽﾞﾕﾆｰｸ ｱﾙﾃｨﾐｯﾄﾞ（新規）など 

<専門販売員> ｺｽﾒﾃｨｯｸｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 3 名 お肌の悩み相談を承りお客さまにあった化粧品選びをｻﾎﾟｰﾄ。

●【婦人靴売場：２階】   

ﾏﾁｭｱのための 2 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞとｷｬﾘｱのための 1 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、計 3 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが新登場。さらに、ｻｲｽﾞの強化を図り、

SS ｻｲｽﾞ（21.0-21.5cm）、LL ｻｲｽﾞ（25.0cm～25.5cm）の展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞが 8 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞから 12 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、展開数も

SS ｻｲｽﾞが 100 点から 300 点、LL ｻｲｽﾞが 100 点から 200 点に拡大いたします。 

売場内には、「ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟ」を新規展開し、ｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞはもちろん帽子、ﾊﾞｯｸﾞ、靴下などﾏﾁｭｱの 

お客様にご要望の高い「ｳｫｰｷﾝｸﾞ」雑貨を集積します。また、「24席のｼｰﾃｨﾝｸﾞ」で ゆっくり腰掛けて

靴をお選びいただけるｽﾍﾟｰｽを設けました。（各椅子にｽﾘｯﾊﾟを装備。） 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｴｰｽ（新規）､ﾊﾞｰｸﾚｰｼｮｯﾌﾟ（新規）、nw by NINE WEST（新規）など 

<専門販売員> ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ 5 名が足の悩み相談を承り、お客さま一人一人に最適の靴を 

お選びいたします。 

●【婦人服サイズ売場：3階】 

県内初登場やﾄｰﾙｻｲｽﾞのﾌﾞﾗﾝﾄﾞも含め、ｸｲｰﾝｻｲｽ（゙大きなｻｲｽﾞ）5 ﾌﾞﾗﾝﾄ（゙内ﾄｰﾙ＆ﾗｰｼﾞｻｲｽﾞ 1 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ）

新登場。また新たに、ﾐﾆﾖﾝﾇ（小さなｻｲｽﾞ：3 号・5号）を 4 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入し合計 17 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの展開となり

ます。また、大型ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑを 8台設置しゆったりとしたｽﾍﾟｰｽで、ゆっくりとお洋服をお選びいた

だけます。（売場面積約 815 ㎡・現状差+380 ㎡） 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ L ｻｲｽﾞ：ｺﾑｻﾃﾞﾓｰﾄﾞﾄｰﾙ（新規）、ｸﾘｽﾁｬﾝｵｼﾞｬｰﾙﾘﾍﾞﾙﾃ（新規）、ﾆｭｰﾖｰｶｰ（新規）、 

ｿﾆｱ（新規）ほか 

         S ｻｲｽﾞ：23 区（新規）、ｼﾞｬﾝﾆﾛ（新規）、組曲（新規）、ｼﾞｮﾙｼﾞｭﾚｯｼｭ（新規）ほか 

<専門販売員>ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ-がお客様のｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄする服選びのお手伝いをいたします。 

●【綺麗サロン：2階】 「ﾜｺｰﾙ」+「ﾆｯﾋﾟｺﾗｰｹﾞﾝ化粧品」のｻﾛﾝが県内初登場 

ゆったりとした広いﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑやﾏｯｻｰｼﾞﾁｪｱを設置したくつろぎの空間で、ﾗﾝｼﾞｪﾘｰの専門販売員と 

ﾋﾞｭｰﾃｨｶｳﾝｾﾗｰがお客様１人１人の悩みやご要望にお応えいたします。 

・ﾜｺｰﾙでは、着け心地と素材にこだわったﾐｾｽ・ﾏﾁｭｱ向けﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ﾗｳﾞｨｴｾﾞ」「ｸﾞﾗｯﾋﾟｰ」 

をご提案いたします。 

・ ﾆｯﾋﾟｺﾗｰｹﾞﾝでは、身体の中から美しくなるためのｽｷﾝｹｱやｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄをご紹介いたします。 

  <専門販売員>ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾀｰ 6 名がﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｽや商品選びのお手伝いをします。 

●【ﾏﾀﾞﾑｸﾛｰｾﾞｯﾄ：３階】 

ﾌｧｯｼｮﾝからﾌﾗﾜｰといった生活雑貨領域までの品揃えを充実させ、 

上質なミセス・マチュアのライフスタイルを提案。洗練されたｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄを 

実現する都会的なﾌﾞﾗﾝﾄﾞ新たに 3 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを導入いたします。 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾋﾛｺﾋﾞｽ（新規）、ｼﾞｬﾝﾆﾛ（新規）、ｸﾛｰﾄﾞｶﾝｺｰ（新規）など 

●【ﾊﾟﾝﾂｼｮｯﾌﾟ：2 階】 

西武・そごうオリジナル商品の品揃えを充実し、上質ﾏﾁｭｱ向けの機能ﾊ 

ﾟﾝﾂを 5号から 17号まで取り揃えた、ｻｲｽﾞと機能に拘った売場となりま 

す。また新たに、大人のﾃﾞﾆﾑを拡大展開いたします。 

5 号～17 号までサイズﾞが豊富
に揃うパンツショップ 
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●【ﾌﾟﾚﾀﾎﾟﾙﾃ：3 階】 

県内初登場ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを含め、上質で拘りのあるﾌｧｯｼｮﾝ感度の高いお客様に向けた、人気のﾌﾞﾗﾝﾄﾞを 

新たに 6 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入いたします。ライフスタイル提案型の売場へと生まれ変わります。 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｵｰﾙﾄﾞｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ（新規）、ﾚﾘｱﾝ（新規）、ﾀﾞｯｸｽ（新規）、ﾄｩｰﾋﾞｰｼｯｸ（新規）、 

       ﾚｵﾅｰﾙｽﾎﾟｰﾂ（新規）、ｸﾚｱﾓﾝﾄ（新規） など 

●【婦人服ヤング・キャリア売場：3階】 

ｷｬﾘｱのお客様にご要望の高いﾌﾞﾗﾝﾄﾞを新規に 4 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを導入し、全 19 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞで展開いたします。 

ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによるﾚﾃﾞｨｽのﾊﾟﾀｰﾝﾒｲﾄﾞｽｰﾂも県内初登場。 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ：ｱﾝﾀｲﾄﾙ（新規）、ｳﾞｧﾆﾗｺﾝﾌﾕｰｼﾞｮﾝ（新規）、ﾄﾞｩﾌｧﾐﾘィ(新規)、ﾊﾟｰﾂｵﾝﾊﾟｰﾂ（新規） など 

  ＜専門販売員＞ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾀｰ、ﾌｫｰﾏﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 
 
■呉服・高級雑貨ゾーン（3 階） 

●【宝飾・時計：3階】 

上質でこだわりのあるﾗｲﾌｽﾀｲﾙを楽しむﾏﾁｭｱのお客様に人気のモデルからﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞの誇る逸品 

までをご紹介いたします。 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 宝飾：ﾚﾎﾟｼ（新規）、ｿﾆｱﾘｷｴﾙ(新規)、ｼｮｰﾒなど／時計：ｼｮﾊﾟｰﾙ（新規）、ｶﾙﾃｨｴなど 

●【きものｻﾛﾝ：3 階】 

きものの着付けから和の装いまで、専門販売員がご提案いたします。 

＜専門販売員＞ｼﾞｭｴﾘｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、時計修理技能士、きもの着付けｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
 
■紳士ファッションゾーン（４階） 

●【大人の男の生活を豊かにする開発売場の拡充】（新規 3 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入） 

○【トラベルブティック、ウォーキングブティック】 

ﾏﾁｭｱ世代の関心事の「旅行」をﾊﾞｯｸﾞ、帽子、傘、ｽﾃｯｷ、ｼｭｰｽﾞなど、 

ﾄｰﾀﾙｽﾀｲﾙで提案します。  

○【パンツショップ】 

膝位置や裾幅の工夫により、すっきりしたラインを実現する、スマート 

シルエットパンツを集積。サイズ展開も広がり、お客さまに合った商品 

をご紹介いたします。（ウエスト最大 110 ㎝まで） 

○【ギフトギャラリー】 

ﾏﾁｭｱのｽﾀｲﾘﾝｸﾞ変化を捉え、ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾎﾋﾞｰ、男の喫煙具、ｸﾞﾙｰﾐﾝｸﾞ、ｶﾌﾘﾝｸｽ、革小物などこだわ

り雑貨の編集売場が新規展開。 

○【ｽｰﾂ・ﾊﾟﾀｰﾝﾒｲﾄﾞ】 

幅広い体型と身長をｶﾊﾞｰ。お客さまのご要望に合わせたｻｲｽﾞ、ﾃﾞｨﾃｰﾙ、ﾃﾞｻﾞｲﾝの選べるﾊﾟﾀｰﾝﾒｲﾄﾞｽｰﾂ

を充実させます。 

○新規に導入する人気ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 

 ﾍﾝﾘｰｺｯﾄﾝｽﾞ（新規）、ｱﾀﾞﾊﾞｯﾄ（新規）、CK ｶﾙﾊﾞﾝｸﾗｲﾝ（新規） など 

＜専門販売員＞ﾌｫｰﾏﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

ウォーキングショップ

 

■こども服ゾーン（４階） 

三世代（祖父母～お孫さん）でご利用できる充実の品揃えが実現 

●【ベビーこども用品売場】大切なご出産準備に対応し、約 1.4 倍に広げたﾍﾞﾋﾞｰｿﾞｰﾝ  

  ・ﾍﾞﾋﾞｰ布団、ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ等の大型雑貨をはじめとし、出産ｷﾞﾌﾄ商品も拡充いたします。 

・足のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ計測器の導入による正確なｼｭｰｽﾞ選びをｼｭｰﾌｨｯﾀｰがお手伝いします。 

●【キッズ／ジュニアキャラクター売場】 今までになかったｼﾞｭﾆｱｻｲｽﾞを新たに導入  

○ジュニアキャラクター 

お孫様の大好きな話題のｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ新規 6 ブランドの展開 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ｴﾝｼﾞｪﾙﾌﾞﾙｰ（新規）、ﾒｿﾞﾋﾟｱﾉｼﾞｭﾆｱ（新規）、ﾎﾟﾝﾎﾟﾈｯﾄｼﾞｭﾆｱ（新規）、 

ﾌﾞﾙｰｸﾛｽ（新規）、ﾌﾞﾙｰｸﾛｽｶﾞｰﾙ（新規）、ﾃﾞｲｼﾞｰﾗｳﾞｧｰｽﾞ（新規） 

○キッズキャラクター 

お子様のﾗｲﾌｽﾀｲﾙに合わせた新規 5 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを含め、全 14 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの展開 

・展開ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾒｿﾞﾋﾟｱﾉ（新規）、ﾎﾟﾝﾎﾟﾈｯﾄ（新規）、ﾊｯｶｷｯｽﾞ（新規）など 
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●【おもてなしサービス】 お客様の悩みを解決する相談会を開催 

・各種専門人材による母子保健相談会、ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾀｰ産前産後ﾏﾀﾆﾃｨ相談会、 

ｼｭｰﾌｨｯﾀｰによるﾍﾞﾋﾞｰｼｭｰｽﾞ相談会、ｼｭｰﾌｨｯﾀｰによるこども靴相談会の 

定期開催 

●【サービス施設】 お子さま連れでご来店いただいても安心。お子さまも 

楽しめるｻｰﾋﾞｽ施設が充実。 

・ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰﾄﾞｶｳﾝﾀｰを新設したﾍﾞﾋﾞｰ休憩室、みんなの広場（約 33㎡）、 

ｼｰﾃｨﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽの充実（30席：内ﾏﾀﾆﾃｨ用ｼｰﾃｨﾝｸﾞ 2 台）、ｷｬﾗｸﾀｰﾍﾞ 

ﾋﾞｰｶｰ導入（4台）、ﾏﾀﾆﾃｨ用ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ（1 台） 

＜専門販売員＞ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ、ｼｭｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾀｰ 

 

■インテリアゾーン、メガネサロン（5 階） 

●【ﾏﾁｭｱの上質なﾗｲﾌｽﾀｲﾙをｻﾎﾟｰﾄする生活雑貨の提案】（新規 6 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入） 

○「快眠ｼｮｯﾌﾟ」 ｿﾘｭｰｼｮﾝＭＤ(快眠寝具/快眠枕/快眠ｸﾞｯｽﾞ)新規展開 

での競合差別化 

○「和調理・和雑貨」 ﾏﾁｭｱ・ｼﾆｱの要望の高い和調理「木屋」(新規) 

や和雑貨「遊 中川」(新規)導入 

○「上質ｷﾞﾌﾄ」 高質ﾏﾁｭｱ・ｼﾆｱのための「ﾐｷﾓﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ」県内初登場 

○「家具、ﾃﾞｺｰﾙ、ﾌｧﾌﾞｿﾞｰﾝ」 今までにないｴｽﾆｯｸﾃﾞｺｰﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ｲｰｽﾄｳｨ 

ﾝﾄﾞ」や「近沢ﾚｰｽ」などが県内初登場 

○「ﾗﾙﾌﾛｰﾚﾝﾎｰﾑｺﾚｸｼｮﾝ」(新規)を始め、快適ﾊﾞｽﾗｲﾌをﾃｰﾏにﾊﾞｽﾘﾈﾝ+ﾊﾞｽ雑貨編集

の大幅強化 

●【お客様にご参加いただける講習会の定期開催】 

 ・新規展開「ｼｪﾌｼｮｯﾌﾟ」での料理教室・実演の定期開催（毎月 2回）での話題

 ・地域連動企画としてのＴＥＰCO ﾀｲｱｯﾌﾟによるお料理教室（毎月 1回） 

 ・「ﾌﾟﾘﾏ」ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室作品の発表会を実施（半期 2回） 

 ・「ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ」ﾋﾞｭｰﾃｨｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによるお肌のお悩み相談会を定例開催（毎

 ・「香りの店」アロマインストラクターによるルームフレグランス教室開催（半

●【オーダーサービス】 

⇒ｽﾘｯﾊﾟ/ｼｰﾂ/布団/ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ/家具、名入れｻｰﾋﾞｽ：ﾀｵﾙ、漆器、ｸﾞﾗｽなど

＜専門販売員＞ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾋﾟﾛｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

●【ﾒｶﾞﾈｻﾛﾝ：5 階】 

ﾒｶﾞﾈﾌﾚｰﾑから補聴器まで取り揃え、目や耳に関するご相談を専門販売員がお伺

定期的に医師が来店し、ご相談も伺います。 

＜専門販売員＞眼鏡光学士 

 

■テナントゾーン 

●【書籍（ブックス＆カフェ）：5階】 

・「リブロ」：客注専用ｶｳﾝﾀｰなど各種ｻｰﾋﾞｽ充実、またｶﾌｪを併設しゆったりと快

●【ビューティ＆リラクゼーション：6階】 

・「たかの友梨ﾋﾞｭｰﾃｨクリニック」（新規）：27 年の歴史を持つ老舗エステティックサ

 世界中の最先端エステティック技術をいち早く日本に導入し、「美と健康」を

・「ワンダー美容室」：ﾍｱﾒｲｸからﾈｲﾙｹｱまで総合的な美容ｽﾀｲﾙを提供いたします。ま

 お伺いいたします。 

●【フラワーショップ：1階】 

・「エヴォルヴ」（新規）：ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室など定期的にお客様にご参加いただ

開催いたします。  
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作り 

月 2回） 

期 3回） 

 

いいたします。 

快眠ショップ

適に読書を楽しめます。 

ロンの登場です。 

追及します。 

た、髪に関するお悩みも

けるｲﾍﾞﾝﾄを 



 

【４】食をサポートするグルメランド 

■食品ゾーン（1 階）  

【本格的な食品館が登場】53 の新規ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ導入 

名店や人気商品、茨城県・つくば市初登場のおいしさが勢ぞろいした、待望の本格な食品館の登場です。

●「生鮮」（新規ブランド 7店） 

  ⇒東信水産（鮮魚）、秀彩亭（精肉）、ｴﾌ（青果）、むさし庵（練製品）など 

●「惣菜」（新規ブランド 17 店） 

⇒濱登久(料亭の味)、京錦味(料亭の味)、宮川本廛(うなぎ)、魚道楽（焼魚）、 

川勝總本家（京漬物）、ＲＦ１（サラダ）、桂林（中華惣菜）など・ 

●「菓子」（新規ブランド 27 店） 

⇒花園万頭（名匠和菓子）、山田屋（名匠和菓子）、風流堂（名匠和菓子）、 

銀座鈴屋（名匠和菓子）、銀座若松（甘味処）、ふるや古賀音庵（季節の 

だんご）など 

⇒アンテノール（洋生菓子）、クイーンアリス（洋生菓子）、アンリシャル 

パンティエ（洋菓子）、ミレーロール（洋生菓子）、ガレー（ﾁｮｺﾚｰﾄ）、 

ジュノエクスベーグル（ﾍﾞｰｸﾞﾙ）、ドンク（ﾊﾟﾝ）など 

 ●高質食品ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ「ザ・ガーデン自由が丘」  

【より便利にご利用しやすく】 

●施設もより便利に改善いたしました 

◇27 席のご休憩シーティングスペース 

   お買い物の途中にちょっとひと休みしていただけるｽﾍﾟｰｽを新たに設置いたし

◇女性にやさしいカウンターとお荷物おまとめ台 

比較的大きなﾊﾞｯｸﾞも簡単における手荷物置きのついたｶｳﾝﾀｰとお荷物おまとめ

●お買い物をサポートするサービスも充実いたしました 

◇即日配達サービス 

   お客様のお買い上げ品をその日のうちにご自宅にお届けいたします。（地域限

   午後 1時までに承れば、午後 7時までにお届けいたします。（有料：税込 315

◇サービスカウンター （ザ・ガーデン自由が丘内） 

   食に関するご相談を承ります。 

●ご利用ください 

◇精肉・鮮魚のオーダーカットサービス 

   生鮮市場では、お客様のご要望にあわせ、肉や魚をその場でｶｯﾄいたします。お

魚の薄造りも承ります。（約 20 分～30 分お時間をいただきます。） 

  ◇ドリンクコーナーの設置 

「安心」で「おいしい」野菜や果物のﾌﾚｯｼｭｼﾞｭｰｽをご用意いたします。（有料

●おいしさのご予約を承ります 

◇料亭弁当のご予約 

  料亭のお弁当をお祝い事から会合用まで承ります。（お申込みはお受け取りご

◇惣菜の量り売り(小分けが特徴) 

   和･洋･中惣菜すべて 50ｇ単位で量り売り、持ち運びにも便利に少量詰めﾊﾟｯｸ（

●専門販売員 
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ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、焼酎ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、調理師、ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙﾏｲｽﾀｰ、魚料理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

京の技を今に伝える濱登久

 
 

ました。 

台を 6台設置。 

定・一部除外商品あり）

円～） 

買い上げいただいた鮮

） 

希望日の 3日前まで。）

４品入り）もご用意。

県内初登場 花園万頭 



 

新しく生まれ変わる西武百貨店 筑波店にご期待ください。（６階エスカレーター横・イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

西武百貨店 筑波店の概要 
 

所 在 地 ： 茨城県つくば市吾妻 1-7-1 

代表電話 ： 029-851-0111 

店 長 名 ： 藤嶋 幸男 

開 店 日 ： 1985 年 3 月 8 日 

店舗面積 ： 19,196 ㎡（改装後 25,258 ㎡） 

売 上 高 ： 208 億 86 百万円（2004 年 2 月期） 

                                                                           

【お問い合わせ先】 

 

筑波店 

販売促進課 広報担当：酒巻、阿部 

029-863-1350（直通） 

 

株式会社 ミレニアム リテイリング 

広報室：中嶋 

03-6213-7135（直通） 
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