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2010 年、総合完成へ向けて。
池袋本店が挑戦する、「新しいデパート」。

■“脱”百貨店⇒新しい暮らし方を提案する「新しいデパート」へ
日々ご来店されるお客様の様子から感じられることは、お客様の暮らし方は決して節約一辺倒で
はなく、必要なものを厳選し付加価値のあるものを見極め、メリハリをつけた「賢い」消費の仕方
に変化しているということです。つまり、それは日本の暮らし方が、ヨーロッパ型の成熟した豊か
なものに近付いてきたと言えるのではないでしょうか。
しかしながら私どもは、成熟に向かう消費者の暮らし方の変化に対応しきれておらず、またこれ
までは、提案する商品についても衣料品に偏重しておりました。「生活」という軸を考える時、「雑
貨」領域が非常に重要な役割を担います。つまり、生活を楽しくするうえでキーアイテムとしての
雑貨があり、そこに衣料があって「暮らし」が成り立っているのです。幸いそごう・西武において
は、関連会社として「ロフト」というインテリア・生活雑貨の専門店をもち、暮らしにおける雑貨
（生活雑貨）の意味合いを捉えてきました。
お客様の支持・信頼をもう一度取り戻す為、そごう・西武ではこれまでの画一的な百貨店的運営
手法から脱却し、まず「暮らし」について振り返り、その組立てを考えることから始めました。日々
の暮らしの中で、今の時代感にフィットしたもの。そこにあるだけ、または使うだけでワクワクす
るようなもの。思わず手に取りたくなるような雑貨。暮らしをひとつバージョンアップさせてくれ
るような上質な品々。まずはインテリア、ギフトなどの生活雑貨ゾーンを拡充し、
「こんなのどうか
な」という提案（＝暮らしのスパイス）をひとつひとつ積み上げながら、
「新しいデパート」を目指
して挑戦していきます。
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■「新しいデパート」を具現化する池袋本店が、２０１０年総合完成
「新しいデパート」を具現化する場として、そごう・西武では池袋本店の大改装に取り組んでまい
りました。池袋本店創業 70 周年となる 2010 年の総合完成を目指し、一昨年 4 月より本格的な工事に
着手。これまでに第Ⅰ期として 2 階婦人雑貨、3 階・4 階婦人服フロア、そして食品フロアの一部が完
成し、全体のほぼ 1/2 の構造改善が終了しました。第Ⅱ期では、そごう・西武の将来を描く基幹店とし
て、激変する生活者のライフスタイルの変化を的確に捉え対応していくべく、顧客、商品、サービス、
戦略まで、これまでの画一的な百貨店運営から脱却し、次世代型百貨店（新しいデパート）を目指し
て抜本的な見直しを図っていきます。

【各フロア 改装ポイント】
①：テーマ毎に編集、新しい売り方に挑戦するインテリアフロア 【7 階】
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生活のベースはインテリアで、そこからファッションをはじめ様々なモノが始まります。しかし、これま
での百貨店のインテリア売場は業界によってゾーンが分けられており、その結果、フロアでのテイストやカ
ラ―でのトータルコーディネイトが不十分となっていました。そこで、今回は、インテリアフロアを 5,100
㎡に拡大（※改装前 3,500 ㎡）。特に中央ゾーンには約 1,500 ㎡の自主編集型専門店を設定。
「素材を楽しむ
ライフスタイル～質感にこだわる、心地よい暮らし」「色を楽しむライフスタイル～色合いにこだわる、快
活な暮らし」「デザインを楽しむライフスタイル～機能にこだわる、モダンな暮らし」の 3 つのライフスタ
イルを切り口に「こんな暮らしをする人にはこんな部屋」と、テーマ別にトータルコーディネートできる全
く新しい売場が登場します。

〔展開〕：7 階/〔規模〕：5,100 ㎡（前比 145%）
◇多様なコーディネートを実感できる 3 つのライフスタイル型コーディネート平場
＜ゾーン構成＞リビング＆ガーデン/ベッド＆バス/キッチン＆ダイニング
◇テーマ性のある演出を提案する特選食器売場「テーブルウエアコレクション」
◇模様替えからリフォームまでのお悩みを解決する＜リ・ルームスタジオ＞
◇料理を楽しむヒントを旬の食材とメニュー提案を発信＜キッチンスタジオ＞
◇暮らしの専門アドバイザー人材を導入
・インテリアコーディネーター6 名・リビングスタイリト 38 名（＊10 年上期末予定）
ｽﾛｰﾌｧｯｼｮﾝのｱｲﾃﾞｱを

②：手づくりライフを応援する、手芸用品 サンイデ―・100 IDEES【7 階】

多彩に提案するフロア 3/27 OPEN

売場パース
フランス語で「100 のアイデア」を意味するサンイデーは、その名の通り、手づくりのヒントとアイ
デアを満載した売場。既製のものにちょっと手を加えて自分だけのオリジナルを作ることから本格的
な手づくりまで上質な素材とアイデアで手づくりのある暮らしを応援します。
〔展開〕：7 階/〔規模〕：850 ㎡
◇輸入リバティをはじめ、雑誌・WEB の人気ショップからセレクトされた手芸素材平場
◇憧れの著名作家の作品に出会えるギャラリー（菊池 しほ氏ディレクション）
◇旬な注目ショップが登場する期間限定ショップ
◇手づくりこだわりの多彩な 11 の専門店
①ラ・ドログリー（フランス手芸）②さをり（手織り）③ファミーユ（フランスリボン）
④久家道子プチポアン（刺繍）⑤クラフトヒロ（ニット）
⑥パオロ・ボト―ニ コンポネンティ（ビーズ）
⑦プレシャスプリザーブド（プリザーブドフラワー）⑧ホビ―ラホビーレ（総合手芸）
⑨ベア ラボ（テディベア)⑩アートブックショップ（手芸洋書）⑪ビック・ママ プラス（リメイク・お直し）
売場パース
全館から編集した

③:テーマにあわせた贈り物を全館の中から提案するギフトサロン 【6 階】

ｷﾞﾌﾄのﾎﾟｰﾀﾙｻﾛﾝ 3/13 OPEN

慣例からパーソナルギフト、アニバーサリーニーズまで対応を可能にするギフト編集セレクトコー
ナー。全館の中心となる拠点として商品をご提案する他、タッチパネルでの商品検索や、ギフトコー
ディネイターによる全館アテンドにより、全館のギフトに対するポータルサイト的な役割を担います。
又、同時にパーソナルギフトを編集した売場「be my Gift」が登場。例えば「ウイスキー＋ロック
グラス＋タイタニック号の氷ができる製氷皿」など 3 つの商品でストーリーのある、今までになかっ
た手法で新感覚ギフトをご提案します。
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〔展開〕：6 階/〔規模〕：実面積 540 ㎡（前比 160%）
◇川島蓉子氏プロデュースでのコト（ストーリー）×パーソナルギフト提案
◇多様なギフトセレクトニーズに対応するサービスソフト
・画面上で最適なアイテムが検索できる「タッチパネル」
・季節のおすすめアイテム情報やギフト Q＆A など様々な情報を
発信する「ギフト HP」
・カジュアルラッピングニーズに応える「ラッピングサービス」
◇多様なギフトニーズに応える専門人材を導入
・領域を超えてギフト商品を提案するギフトコーディネイター5 名
・しきたり、進物知識の専門家・ギフトマイスター２名

④：「プレママ」の悩みを専門スタッフが解決する新・こども服フロア 【6 階】

3/13 OPEN

売場パース
「何を準備したらいいのかわからない」「育児について周りに相談できる人がいない」そんな初めてのママな
らではの不安や悩みを公的資格を持った助産師のアドバイスで解決。出産準備から育児まで、悩みを解決する
新マタニティ・ベビーゾーンです。
〔展開〕：6 階/〔規模〕：2,600 ㎡（前比 60%）
◇ご相談に対し公的資格を持った助産師による相談を受け付ける
プレママステーション
◇外部団体連動「社会福祉法人聖母会 聖母病院」助産師による
母親教室や、育児教室を開催
◇こだわり二―ズに応える専門人材を導入
・ベビーマイスター（助産師）4 名・ベビー用品アドバイザー5 名
幼児子どもシューフィッター2 名（全国で 40 名の内の 2 名）
・シューアドバイザー12 名・ギフトアドバイザー17 名・玩具アドバイザー5 名
◇こどもライフスタイルに対応する高感度キャラクターブランドオープン「エクセプション フィス」

⑤：こだわり・楽しみ・スタイル、男の新しいニーズに応える新・紳士服フロア

【5 階】
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男のこだわり、自分価値を高める「カスタマイズ」の提案、オトナの遊び場、「趣味とイエナカ雑貨」の導入。
〔展開〕：5 階/〔規模〕：8,100 ㎡（前比 100%）
◇男のこだわりに応える「カスタマイズ」、３つのテーマで提案
・「オーダー」&「パターンオーダー」
-ｽｰﾂ、ｺｰﾄ、ｼﾞｬｹｯﾄ、ﾍﾞｽﾄ、ｽﾗｯｸｽ、ｶｼﾞｭｱﾙﾊﾟﾝﾂ
-ｼｬﾂ、ﾀｲ、革小物、ﾍﾞﾙﾄ、ﾊﾞｯｸﾞ、ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ
-傘/帽子、ｼｭｰｽﾞ、ｽﾆｰｶｰ、ｲﾝｿｰﾙ、ﾎﾋﾞｰ
・「リ・オーダー」、「デコレーション」、「チューニング」
-ﾘ・ｵｰﾀﾞｰ：熟練のﾌｨｯﾀｰがお手持ちのｳｰﾙ素材のｽｰﾂ・ｼﾞｬｹｯﾄ
等のｻｲｽﾞ、ｼﾙｴｯﾄやﾃﾞｻﾞｲﾝの修正、およびｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄを承り。
-ﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ&ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ：ﾜｯﾍﾟﾝ&ｴﾝﾌﾞﾚﾑ、ﾃﾞﾆﾑ加工、ｽﾆｰｶｰﾍﾟｲﾝﾄ、ﾘﾒｲｸ古着
・「リペア工房」
売場パース
-愛着のある品々を熟練職人が修理 および加工（シューズ、バッグ&ベルト）
◇楽しいオトナの遊び場的要素を 趣味と家ナカ雑貨を中心に洋品雑貨売場に導入
・くるま、工房、職人をﾃｰﾏに「おとなのガレージ雑貨」、こだわりと楽しさの「ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ&ｽﾃｰｼｮﾅﾘｰ」、
ｽｷﾝｹｱ、ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ、ｼｪｰﾋﾞﾝｸﾞ、3 つのｱﾌﾟﾛｰﾁの「メンズコスメ」、及び
豊かで上質なｲｴﾅｶｱｲﾃﾑ・日常ｽﾀｲﾙを提案する「リラックス-イン」
◇ｴｯｼﾞの効いたｽﾀｲﾙとﾃｲｽﾄを持つ 20-30 代顧客に向けた編集売場、「ブロウケッジ」の導入
・ｽﾄﾘｰﾄ、ﾅﾁｭﾗﾙ、ｽﾎﾟｰﾂ、３つのテーマで次代のｸﾘｴｰﾀｰ&ﾃﾞｻﾞｲﾅｰを編集、ﾆｭｰｱｲﾃﾑ&ｷﾞｱを提案。
◇コンサルティング販売に対応する専門人材の導入・強化 ・・・ 60 名（16 名増員）
・ﾌｨｯﾀｰ/ｶｯﾀｰ 8 名（+1 名）、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 19 名（+5）、ﾌｫｰﾏﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 4 名、
・ﾊﾞﾁｪﾗｰｵﾌﾞｼｭｰﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ２名（+2）、ｼｭｰﾌｨｯﾀｰ 5 名（+3）、ｼｭｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 4 名（+2）
・ｷﾞﾌﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 18 名（+3）
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⑥：次世代作家を紹介する、「アート・ギャラリー」を新設 【6 階】

3/13 OPEN

エスタブリシュされた巨匠を展開する「アート・フォーラム」に隣接して、
次世代作家中心に紹介する「アート・ギャラリー」を新設。絵画・工芸にとどまらない
幅広いジャンルの、あたらしいアートのある暮らしを提案します。
〔展開〕：6 階/〔規模〕：194 ㎡
◇オープニングは気鋭アーティスト 4 人による「イケセイスタイル
コンテンポラリー展」を開催、踊絵師「神田サオリ」さんの公開ペイントなど
あたらしい美術の息吹をライブに紹介。
◇アート・フォーラムは「四代 徳田八十吉襲名記念展」を皮切りに、
注目の大型企画を展開。
イケセイスタイル
コンテンポラリー展
■3 月 13 日（土）～23 日（火）

■「池袋本店」 構造改善 縦ゾーニングの考え方
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