2019 年 5 月 8 日
Ｊ.フロント リテイリンググループ

株式会社大丸松坂屋百貨店

～想いをつなぐ～

令和初のお中元

2019 大丸・松坂屋 「夏の贈り物」
2019 年 ６月１ 日（土）から大丸・松坂屋各店、店頭で承りスタート
（インターネットでは、５月８日（水）からご注文いただけます※一部商品を除く）
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ochugen/
平成から令和へと新元号を迎えた２０１９年、大丸・松坂屋「夏の贈り物」は『心ときめく 新・にっぽん
の贈り物』をテーマに、新時代にふさわしい見た目に華やかで味わいの深い『特別企画商品』をさらに充実いた
しました。また、今回より若年層の方々に人気のイラストレーターまたよし氏を起用して、カタログなどのデザ
インを刷新し、新たなマーケットの取り込みを目指します。そして、昨今意識が高まりつつある社会貢献へのニ
ーズに対応し、地域とのつながりを大切にしたギフトを強化。今年もさらに厳選した商品を揃え、贈る方の想い
に作り手の思いも重ねて、日本各地のおいしいものを大切な方へお届けいたします。

＜ＮＥＷＳ＞
新元号『令和』初めてのお中元、カタログのメインビジュアルデザインを刷新いたします！
令和元年⇒新しい時代の幕開けにあわせて、カタ
ログデザインが生まれ変わりました。人気のイラスト
レーターまたよし氏を起用し、新規のお客様・若年
層のお客様にも親しみを持っていただけるビジュアル
に。
またよし氏

プロフィール

イラストレーター。線を重ねた独自の質感が特徴で、人物の表情
などを繊細に描き出す。書籍の装画や挿絵、絵本、ゲームイラス
トなど幅広く活動している。主な仕事に、辻村深月「オーダーメ
イド殺人クラブ」（集英社／2015 年）、白鷺あおい「ぬばたま
おろち、しらたまおろち」（東京創元社／2017 年）、博報堂
WEB サイトアートワーク（博報堂／2017 年）など。

https://twitter.com/matayosi

＜インターネット限定お買いあげ特典＞
税込 10,800 円以上お買上の方から、オリジナルハードカバー
ノート『夏を想う自由帳』を抽選で 3,000 名様にプレゼントい
たします。
抽選応募期間：６月 1 日(土)→7 月 31 日（水）
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ochugen/campaign2/
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＜ピックアップ特集＞
１. おいしい、は

きっとチカラになる

～がんばる西日本のうまいもの～

『食べて応援する』気持ちを込めて、復興に向けてがんばる西日本の産品を特集いたしました。

〈岡山/RQM

ヴェレゾンスクエア〉

葡萄の宝石箱
税込 10,800 円(本体価格 10,000 円)
岡山の彩り豊かなぶどうがぎっしり。約 30 品種の
中から色・形・大きさを見極め、おすすめの品種を
4~6 種類詰め合わせました。
さまざまな品種の食べ比べをお楽しみください。

〈愛媛/辻水産〉宇和島の鯛めし
税込 4,860 円(本体価格 4,500 円)
活け〆した鯛の切り身を、卵を溶いた特製タレをかけていただく、
宇和島の郷土料理。真鯛の風味と特製タレが絶妙に絡み合います。

２．思わずシェアしたくなる！見た目の楽しさ・美しさいろいろ
～心ときめく

新・日本の贈り物～

〈丹匠〉錦鯉の姿寿司
税込 10,800 円(本体価格 10,000 円)
薄切りイカで仕立てた錦鯉の姿寿司は、今にも
泳ぎだしそうな佇まい。
うにやサーモン、玉子などで本物そっくりの模様を
演出し、口に入れると大分名産のカボスが香ります。

新元号を祝して、令和の文字を
かたどった姿寿司もご用意い
たしました。目も舌も楽しアー
ト寿司でサプライズを。
（オンラインショッピングでのみ販売）

税込 20,190 円
(本体価格 18,695 円)
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〈ケーキハウス

ショウタニ〉涼玉

＜メルヘン日進堂＞色えんぴつバウム
税込 7,560 円（本体価格 7,000 円）

税込 4,320 円(本体価格 4,000 円)
カラフルなビー玉をイメージした、ぷるんと涼しげ＆ころんと可愛い

バウムクーヘンが日本に上陸して今年で 100 周年。能登地

スイーツ。山形のラ・フランス、国産のさくらんぼや甘夏みかんをは

どりの卵とチョコレートを使ったキュートな一品を本物の
鉛筆のように削って、ひと口ずつ楽しみながら召しあがれ。

じめ、産地にこだわった果物のおいしさをゼリーに閉じ込めました。

〈一力屋〉赤いとまて箱
税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）
温めてかけるだけのインパクト大な、
丸ごとトマト。岐阜県美濃白川のトマ
トの中に、くり抜いたトマトと国産豚
のミンチを閉じ込めました。トマトの
濃厚さが引き立つパスタソース＆キ
ーマカレーの詰め合わせです。

〈花山うどん〉彩麺～冷製おろしジュレ添え～
税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）
国産小麦 100％にこだわったコシのあるもっちり麺が、人参や枝豆な
どの野菜ペーストを加えることで華やかに変身。つゆには、ほどよい
甘みと酸味が効いたおろしつゆと、さわやかな和風ジュレを。見た目
から涼を呼ぶジュレうどんです。
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３．未来へつなげたい、味と技

～美味厳選～

日本を代表する銘店・老舗が仕立てた特別あつらえのギフトです。

〈ミティーク〉飲むケーキ
アートスムージー
税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）
仙台の人気カフェから、目にも鮮やかなスムージ
ーの登場です。フレッシュな「ストロベリー」、
食感が楽しい「ずんだ」、伊達家の水玉陣羽織を
イメージした「ブルーベリー」。
“ 素材本来の味 ”
を華やかに、爽やかに重ねた魅力溢れるスイーツ
をお届けいたします。

〈京都/菊乃井〉彩り野菜と魚介のゼリー寄せ

〈福井/天たつ〉冷漬け～雲丹の冷やしだし茶漬けの素～三種詰合せ

税込 6,696 円（本体価格 6,200 円）

税込 10,800 円（本体価格 10,000 円）

料亭の技を凝らした魚介と、色とりどりの野菜のゼリー寄せ。

４．新企画！おいしくてからだ想い

「越前仕立て汐うに」に福井で獲れた甘えびや天然のあわび真鯛を合わせて。

ナチュラル＆ヘルシーギフト

〈アイドルシェフ〉名古屋コーチンサラダチキン

〈PRECIOUS TREASURE〉

税込 5,184 円（本体価格 4,800 円

ピーチパイン果汁 100％ジュース５本セット

しっかりした歯ごたえとうまみが魅力の名古屋コーチンが、ヘルシーな

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）

サラダチキンに。

沖縄・西表島で丹精込めて育てられた、甘く濃厚なピーチパインを
贅沢に使用。
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５．夏にも、おいしい国産いちごをお届け！

～愛されいちごの夏ギフト～

〈苺一愛®〉夏いちご 真心

〈愛知/糀屋三左衛門〉糀屋三左衛門のあま酒 福岡いちご

税込 7,992 円（本体価格 7,400 円）

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）

冬いちごのジューシーさを夏秋にも！という想いで、信州大学が生み出

室町時代から続く〈糀屋三左衛門〉。まろやかな甘みとすっきりした後味

した品種です。

のあま酒に、福岡産いちごを加えました。

＜店頭限定お買い上げ特典＞
大丸・松坂屋カード会員様限定でオリジナルハンドル付き保冷バッグを
店頭で税込 10,000 円以上お買い上げの方から先着全店計 70,000 名様に
プレゼントいたします。
実施期間 ：６月 1 日（土）～ (なくなり次第終了)

「夏の贈り物」 概要
〈承り期間〉
〈カタログ掲載点数〉

店頭では

６月１日（土）～８月６日（火）

インターネットでは

５月８日（水）～８月６日（火）※一部商品は６月 1 日（土）から

約１，９００点 （対前年 約１００点増）
インターネットでは 約 2,320 点 （対前年 約１５０点増）

〈売上目標〉

2019 年（予想）

前年並み

（※うち、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ売上目標

対前年 10％増）

〈受注ﾋﾟｰｸ（予想）
〉６月２９日（土）６月３０日（日）

〈予想平均単価〉

〈売れ筋予測ベスト５〉

3,700 円（前年並み）

2018 年実績

1 位 洋菓子

洋菓子

2 位 ビール

ビール

3 位 カタログギフト

カタログギフト

4 位 和菓子

和菓子

5 位 缶詰等保存ギフト

ハム類

※画像の食品盛り付けは一例です。容器は商品に含まれません。掲載の一部食材も商品に含まれていないものもございます。

お問い合わせ先
大丸松坂屋百貨店 広

報 部 長野

TEL ： 03-6895-0816
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e-mail ： kouhou@jfr.co.jp

