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株式会社大丸松坂屋百貨店

「ノルディック・クリスマス」をテーマに、より贅沢なこだわりの商品を拡充

2013 年

大丸・松坂屋のクリスマスケーキ
10 月 12 日(土)からご予約承りスタート

大丸松坂屋百貨店では、10 月 12 日(土)から、大丸・松坂屋の各店及びインターネットの大丸松坂
屋オンラインショッピングで、クリスマスケーキのご予約承りを開始いたします。
近年、クリスマスやお正月など、大切な人と過ごす場への支出については増加する傾向にあります。
昨年は、有名ホテル・有名パティシエが手がける高額ケーキや、ファンタジーをテーマに意匠を凝ら
したケーキなど贅沢感やこだわりを感じられるケーキが人気を集め、当社のクリスマスケーキ平均売
上単価は 120 円アップしました。今年はアベノミクスによる消費マインドの好転も追い風となり、よ
りいいもの、より贅沢なものを求める気運がますます高まると予想されます。
大丸松坂屋百貨店では、今年は「ノルディック・クリスマス」をテーマに、サンタクロースのふる
さとである「北欧」を感じさせる、雪の結晶や赤いとんがり帽子の小人(森の妖精)などをモチーフに
したこだわりのケーキや、アドベントカレンダーなどクリスマス気分を盛り上げるクリスマススイー
ツの品揃えを充実させました。さらに、より贅沢な 7 千円以上の高級ケーキの品揃えを 5 点増加し、
売上は対前年 5％増を狙います。
＜大丸・松坂屋限定＞ クリスマスケーキ
<ルワンジュ東京>

初登場

JARDINS NOBLE(シャルダン ノーブル) 2013
約 20×20cm 税込 15,750 円
ドンペリニョン 2002 が優雅に香るシャンパ
ンムースと、厳選素材を使ったショートケー
キの夢のコラボレーション。
至福の味わいを楽しめるケーキです。

<渡辺おさむ×アニバーサリー>
聖夜のかわいいスイーツハウス
約 13.5×13.5×13.5cm 税込 10,500 円
渡辺おさむ氏のロマンチックなお家の作品
が、そのままケーキに。可愛らしさとおいし
さで、しあわせいっぱい！
渡辺おさむ氏は、食品サンプル技術を用いてさまざま
なものにデコレーションを施す“フェイク・クリーム・アー
ト”を展開する話題のアーティストです。

<アニバーサリー>
北欧のクリスマス
径約 19cm 税込 9,450 円
生クリームをたっぷり絞ったピンク
ハウスや、赤いとんがり帽子の小人
たちがメルヘンの世界に誘います。

<マンダリン オリエンタル 東京>
小さな森のクリスマス Small Forest Xʼmas
径約 18cm 税込 7,350 円
雪に覆われた北欧の森をイメージ。
しっとりしたチーズケーキに、ゼリーとクッキ
ーのアクセントをプラス。

<ピエール・エルメ・パリ>
フロコン モンテベロ
径約 14cm 税込 5,250 円
“パティスリー界のピカソ”による、高貴
な味覚のコンビネーションを。
いちごの酸味とピスタチオの香ばしい風味
が口いっぱいに。

<イリナ> 初登場
ロールタワー クリスマスオーナメント付き
径約 4cm×25 個 税込 5,670 円
ふわふわスポンジと多彩なクリームのコン
ビに注目。カラフル＆ポップなロールケーキ
を自由に重ねて、豪華なタワーに！
※この商品は、お客様ご自身で組み立てていただくロール
ケーキキットです。
トッピングの果物・生クリームは含まれておりません。

＜大丸限定＞ 〜大丸が贈る贅沢な特別プラン！〜
<リーガロイヤルホテル> 初企画
ホテルで過ごす、女子だけのパーティーナイト
1 組 4 名様

税込 40,000 円(サービス料込み)

心斎橋店、梅田店、京都店、
神戸店の各店 1 組 4 名様限定

大丸と名門ホテルのコラボ企画が実現。お部屋で最高のロケーションとともに、とびきり豪華な
クリスマスケーキ、おいしいワインやお料理を楽しめる、お得な女子会プランをお届けします。
＜プラン内容＞
日程：12 月 23 日(月･祝)
1泊2日
宿泊ホテル：リーガロイヤル
ホテル(大阪 中之島)
デラックスフロアーの
スイート＆ツイン(コネクト)
／1 室 4 名様利用
チェックイン午後 3 時〜
／チェックアウト翌日午前 11
時まで
応募方法：10 月 12 日(土)〜11
月 15 日(金)に、心斎橋店、梅
田店、京都店、神戸店の各対
象店舗の店頭に備え付けの応
募用紙に必要事項をご記入の
上、応募 BOX へご投函下さ
い。
定員：各店 1 組 4 名様
(計 4 組 16 名様)
条件：20 歳以上の女性限定で
4 名 1 組様
ご当選後 12 月 1 日(日)までに
店舗にてご入金が可能な方。
当選発表：厳正なる抽選の上、
ご当選された方にはお電話に
て連絡させていただきます。
[発表は 11 月 18 日(月)以降]
ご連絡後、期日までにご応募
先の店舗にてご入金いただき
ます。なお、ご入金後のキャ
ンセルによるご返金はいたし
かねます。
〜夕食〜
●プチディナー 午後 6 時よりスタート
・クリスマスオードブル(冷製)：鯛・サーモンと帆立貝のマリネ、赤いグレープフルーツ添え
・スープ(温製)：鴨脚肉のコンフィと根菜のポトフ
・メインディッシュ：若鶏の塩パイ包み焼き 温野菜添え
・パン：バゲット・バターロール
●ケーキ「クリスタルシャトー」
(約径 36×高さ 30cm:カットケーキ 12 個)
●飲み物：スパークリングワイン(白)､コーヒー･紅茶
〜朝食〜
●和洋ビュッフェ「オールデイダイニング リモネ」または和食「なだ万」

〜クリスマスを迎えるまで、少しずつ楽しむクリスマススイーツ〜
<アンファン>
アドベントカレンダー
税込 3,675 円
クリスマスまでの楽しみが詰まった
アドベントカレンダー。
クリスマスモチーフが可愛いスイーツ
などを、飾って･眺めて･味わって、ク

60 個(クッキー､キャンディー､マシュマロ､チョコなど)
くつ下 24 足､ロープ 3m

リスマス気分を思い切り楽しんで♪

<フランス菓子 16 区>
シュトーレン
約 32×12cm 税込 6,300 円
ドイツの伝統菓子“シュトーレン”
吟味したドライフルーツ 7 種をたっ
ぷり閉じ込め、時間をかけてしっと
りと焼き上げた、フランス菓子の名
店の逸品。

【取り扱い店舗】大丸・松坂屋

15 店舗

大丸･･･心斎橋店、梅田店、東京店、浦和パルコ店、京都店、山科店、
神戸店、須磨店、芦屋店、札幌店
松坂屋･･･名古屋店、豊田店、上野店、静岡店、高槻店
【承り期間】 店頭：10 月 12 日(土)〜

（浦和パルコは 10 月 7 日(月)〜）

インターネット：10 月 12 日(土)〜12 月 12 日(木)
※取り扱い商品・承り期間は店舗によって異なります
【売上高】対前年 5％増

【大丸松坂屋百貨店限定商品】63 点（対前年 18 点増）

【予想平均単価】4,200 円（対前年 300 円増）

【中心価格帯】4,000 円（前年並）

お問い合わせ先
大丸松坂屋百貨店 販売促進部 佐藤・宮川 TEL 03-3820-7110 FAX 03-5646-7114
関西販売促進担当 ＰＲ広報 荻野・樋口 TEL 06-6343-5699 FAX 06-6343-5738
広報部
間瀬
TEL 03-6895-0816 FAX03-6674-7565

