
●お中元スケジュール

●2011 年お中元データ

店頭受注 ６月１日(水)⇒８月６日(土) 大丸・松坂屋計 18 店舗

ＷＥＢ受注 ５月１８日(水)⇒８月６日(土)

大丸松坂屋全国１８店舗で販売

J.フロントリテイリンググループ

2011年 5月 12日

今年の大丸松坂屋は今一度「ギフト」の原点である“交流”“絆”“つながり”に立ち返り、贈るひとの「想い」が

伝わるギフトを取り揃えました。

大丸の直営１２店舗(心斎橋､梅田､東京､京都､神戸､札幌､ららぽーと横浜､浦和パルコ店､山科､新長田､須磨､芦屋)

松坂屋 6 店舗（名古屋、豊田、上野、銀座、静岡、高槻）では、６月１日(水)から一斉にお中元ギフトの承りを

開始。また、ＷＥＢサイトでは５月１８日(水)から開始します。

WEB 受注

店頭受注
（総合カタログギフト）

（松坂屋高槻店含む）

松坂屋

【売上げ目標】前年並み 【

【予想平均単価】3,700～3
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2010 年度 販売実績人気ベスト
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2011年大丸・松坂屋のお中元
総合カタログギフト 約 750 点に加え別冊でご優待カタログ[大丸＝夏の特選ギフト 742 点、

松坂屋＝カトレヤギフト 735 点（前年比 20 点増）]をご用意。WEB 受注に関しても一部商品を除き同様の内容
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●2011 年お中元の特徴

●2011 年お中元オススメ商品

↑[梅専門店 Kyun

「きゅん」]

梅デザートセット

税込 4,620 円

↑[コンフィチュー

ル・エ・プロバンス]

銀座のジンジャー

税込 3,780 円

見た目に涼やか、夏の健康管理にも最適

とまとの漬物！？

とまとに京漬物の伝統的な味付け法を

取り入れ海外でも高い評価を獲得。

見た目も素材も珍しい漬物です。

バイヤーの声

珍しい、色がきれい。特有の青臭さがなく、

喉ごしが良く、おいしい。この商品はトマ

トの概念も漬物の概念も、はるかに超えて

います。いいいいいいいいいいいいいい

2010 年のお歳暮で大ヒット！

合計6,000セット販売。

（目標20%増）

人気シェフのロールケーキが

今回も登場。苺ピューレを練り

こんだふわふわスポンジに「と

ちおとめ」のソースが溶け合う

クリームが絶品。

↑[京都／PICKLING 西村]

とまとの宝石箱 税込 4,500 円

川越達也 氏

↑[タツヤ カワゴエ]

ロールケーキセット

税込 3,990 円

プロフィール 悠美[ゆうみ]

1978年東京生まれ。ファッション雑誌『DOMANI』(小学館)の専属モデル。

ジュニアベジタブル＆フルーツマイスターの資格を所有。美と食にこだわる

ライフスタイルは、同世代の女性から熱い支持を獲得。

夏におすすめ。

◆「ご自宅限定品ベストセレクション」の強化（約 70 点増、売上：対前年１５％増目標）※詳細は別紙

◆ 30～40 代女性顧客層への訴求強化⇒初企画【モデル 悠美さんおすすめ】特集の実施

◆ お客様の声を反映した「美味リクエスト便（カタログギフト）」新コースをご用意

◆ 東北地域のギフト商品もギフトセンター内で販売いたします！（6 月 1 日以降 予定）
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族構成の変化や個食対応に適したギフト。

食ずつの食べきりサイズも魅力的です。
悠美さん おすすめ商品

写真左： 生姜エキスがぎゅっと凝縮され、血行や新陳

代謝が良くなりそう。風味にインパクトがあります。

写真右：極上の南高梅をお酒とシロップに漬け込んだ

大人好みの味わい。クエン酸を豊富に含む梅は、

NEW
2011 年お中元初企画

幸、老舗の逸品、話題の味などを豊富

えたグルメカタログに「もっと買い求

いもの」というお客様の声を反映し、

税込 3,675 円のコースをご用意！

ｰｽから選べ、予算に

てより選びやすく

した。

味リクエスト便]

ｽ 税込 3,675 円
NEW



初企画！ご自宅限定品に

「ご当地グルメ」

「人気のおとりよせ」登場
場所：大丸松坂屋百貨店各店「お中元ギフトセンター」

期間：６月１日(水)～８月６日(土)

J.フロントリテイリンググループ
２０１１年５月１２日

ご当地グルメ特集

宇都宮餃子、甲州鳥もつ煮、静岡おでん、横手やきそ

ば、青森生姜みそおでん、浜松餃子、八戸せんべい汁、

盛岡冷麺、仙台牛タンカレーなど全２６点。

人気のお取り寄せ特集

〈モチクリーム〉なまどーなつ、〈てしお温泉夕映〉

てしおＣｈｕＣｈｕプリンなど全１３点。

大丸松坂屋百貨店では、ギフトセンターで年々人気を伸ばしている「ご自宅限定品ベストセ

レクション」にご自宅で人気の味をたっぷり堪能できる「ご当地グルメ」と「人気のおとり

よせ」を初企画、全アイテム数を３０％増やし３１２点を販売します。保存食品の関心の高

さや中食人気を受け、売上目標１５％増を見込みます。

ご自宅限定品「ベストセレクション」基本データ

開始年：２００３年６月

売上目標：対前年１５％増

商品点数：全３１２点(新企画３９点含む) ※２０１０年 全２３８点(約３０％増)

２０１０年人気ベスト１０：〈カゴメ〉野菜生活、〈順造選〉すりおろしりんご汁、〈トノハタ〉紀州南高梅、

〈島原〉手延べそうめん、〈モンカフェ〉ドリップコーヒー、〈井村屋〉あんみつ、〈日清オイリオ〉ヘルシーキャノ

ーラ油、〈ハインツ〉北海道ポタージュ、〈天野〉みそ汁、〈北海道〉カット出し昆布

初
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