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〜早期限定特別価格ギフトは、11 月 1 日スタート〜

平成 17 年度 大丸のお歳暮ギフトについて
大丸の平成１７年度のお歳暮ギフトは１１月１日（火）から直営１０店舗で一斉にスタートし、
１２月２４日（土）まで承ります。
早期限定特別価格ギフトの承り期間は、１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで。
１１月中に展開する早期限定特別価格ギフト商品は、すべてのお客様に優待価格でお買い求めい
ただけます。
（一般のお客様への優待の拡大を１６年歳暮期から実施しています）
お客様のギフトに対するニーズには大きく２つの傾向、ひとつは「ベーシックな品でよいから
割安に贈りたい」、もうひとつは「こだわった品を贈りたい」があります。
大丸では、お買い得感を重視するなら早期限定特別ギフトを、こだわった品を選ぶならお客様
の声を反映した「カスタマーズ・ビュー」ギフトなど個性豊かなこだわり商品を提案し、幅広い
お客様のご要望にお応えします。

Ⅰ．お歳暮ギフトの売上目標
直営１０店舗合計・・・対前年１％増

Ⅱ．早期限定特別価格ギフト商品について
【承り期間】
・・・１１月１日（火）〜１１月３０日（水） （前年１１月１日〜１１月３０日）
【商品点数】
・・・３４６点（前年３１５点 前年比３１点増）
【内訳】・・・・・食品（ビール、和洋菓子など）２７０点 非食品（石鹸、タオルなど）７６点
【優待価格】
・・・全品本体価格から１５％割引
【送料】・・・・・全国一律２１０円（税込み）
【優待対象顧客】・・・早期限定特別価格ギフト商品を購入されるすべてのお客様
郵便・ファックス・インターネットでのご注文でも優待価格となります。
インターネットのご注文は大丸ウェブサービスへのご入会が必要です。

Ⅲ．お歳暮総合ギフトカタログ商品について
●お客様の声を反映した「カスタマーズ・ビュー」ギフトやお届け先様にお好きな商品をお選び
いただける「美味リクエスト便」など、こだわりのある商品を数多く展開します。
【カタログ掲載商品点数】・・・・１，１００点（前年１，１００点）
【内訳】・・・食品１，０００点
非食品１００点
＜特別企画商品の一例＞

①「カスタマーズ・ビュー」特集・・・３５点 （前年３５点）
「安全で安心なものを先様にお届けしたい」というお客様のご意見・ご要望を反映して開発
した商品です。
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《商品例》
『お客様モニターにお選びいただいたフレーバーを加えた無農薬栽培の紅茶詰合せ』、
『卵・乳製品を使用していない洋菓子詰合せ』、『保存料、着色料、化学調味料を使用して
いないハム・焼き豚詰合せ』 など
②美味リクエスト便
産地直送の果物や海産物から有名店の味まで、お届け先のお客様にお好きな品と配達日をリ
クエストしていただけるギフトです。価格別の９コースからお選びいただけます。
※美味リクエスト便の仕組み･･･（1）お届け先に美味リクエスト便のカタログをお届け（2）先
様がカタログ同封の葉書でご注文（3）産地から直接、商品をお届け
＜お好きな商品を１点選べるコース＞
Ａｺｰｽ 5,250 円 34 点

近江牛すきやき肉、福岡鮮魚一夜干し など

Ｂｺｰｽ 7,350 円 20 点

かにすきセット、神戸浪漫亭とんかつセット など

Ｃｺｰｽ 10,500 円 33 点

神戸牛しゃぶしゃぶ、東京築地魚河岸まぐろ刺身 など

Ｄｺｰｽ 15,750 円 16 点

下関活とらふぐしゃぶしゃぶ、美濃吉かも鍋・鴨の味噌漬詰合せ など

Ｅｺｰｽ 21,000 円 19 点

伊勢えび詰合せ、神戸牛サーロインステーキ など

Ｆｺｰｽ 31,500 円 15 点

吉兆黒毛和牛だししゃぶしゃぶセット など

＜お好きな商品を２点選べるコース＞
Ｈｺｰｽ 10,500 円

上記Ａコースから２点を選択

Ｉｺｰｽ 21,000 円

上記Ｃコースから２点を選択

Ｊｺｰｽ 31,500 円

上記Ｄコースから２点を選択
※価格はすべて税込み

③スイーツ（洋菓子、チョコレート）特集・・・１０２点（前年４６点）
クリスマス、年末・年始など、ご家族・ご友人が集まる機会が増えるシーズンにギフト用・
ご自宅用としても好適な洋菓子、デザートを展開。商品点数も前年度から大幅に拡大しまし
た。人気パティシエやヨーロッパブランドのスイーツやチョコレートなどを取り揃えました。
≪ブランド一例≫
・パティシエブランド・・・＜パティスリークイーンアリス＞＜ミクニ＞＜フラウラ＞
＜テオブロマ＞など
・ヨーロッパブランドチョコレート・・・＜ベルギー／ピエールマルコリーニ＞
＜フランス／ラ・メゾン・デュ・ショコラ＞など
・特選ブランド・・・＜ペニンシュラホテル＞＜ヴィタメール＞など
●優待特選ギフト商品について
お歳暮総合ギフトカタログには、大丸カード会員様、大丸ウェブサービス会員様を対象に優待
価格で提供する「冬の特選ギフト」商品４４０点を掲載しています。
（大丸ウェブサービス会
員様はインターネットでのご注文に限り、優待価格となります）
特選ギフト商品はすべて全国一律送料です。
【商品点数】
・・・４４０点 （前年４３０点 前年比１０点増）
【割引率】・・・・本体価格から８または１０％割引
【送料】・・・・・全国一律２１０円（税込み）※一部、送料込みギフトがあります
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Ⅳ．各店のお歳暮ギフトの承り体制について
●１１月１日（火）〜１２月２４日（土） （前年１１月１日〜１２月２４日）
１１月１日から各店のギフト会場で、早期限定特別価格商品をはじめとするギフト承りをスター
ト。その後、会場を順次拡大します。 尚、郵便・ファックスの承りは１２月２０日（月）まで。
＜お歳暮ギフト会場の最大規模体制の開設日とフロア＞
心斎橋店

11 月 16 日（水）

本館７階

札幌店

11 月 16 日（水）

７階

梅田店

11 月１日（火）

１５階

山科店

11 月 10 日（木）

４階

東京店

11 月１日（火）

１２階

新長田店

11 月 16 日（水）

地下１階

京都店

11 月 16 日（水）

７階

須磨店

11 月 9 日（水）

４階

神戸店

11 月 16 日（水）

９階

芦屋店

11 月 16 日（水）

４階

Ⅴ．商況予想
●売れ筋商品の予想
１位

２位

３位

４位

５位

ビール

美味リクエスト便

ハム

洋菓子

佃煮・昆布

６位

７位

８位

９位

１０位

コーヒー

海産物

和菓子

海苔

清酒

●お歳暮ギフトセンターのピーク予想
関西・東京地区とも １１月２７日（日）〜３０日（水） １２月３日（土）、４日（日）
平均単価予想：３，７５０円（前年３，７５０円）
平均客単価予想：２０，０００円程度（前年２０，０００円）

Ⅵ．インターネットギフト受注について
お客様の利便性向上と新規顧客獲得を目指し、インターネットのギフト受注の取り組みを行って
ています。
① １６年中元期から、インターネットでご注文いただくお客様には、早期限定特別価格ギフト
や特選ギフトを優待価格で提供。
※インターネットの注文は、大丸ウェブサービスへのご入会が必要です。（入会費・年会費は無
料）
② 大手アフィリエイト・ネットワーク「リンクシェア」との提携を継続して行います。
③ 代金の支払い方法は、クレジットカードによる支払いと全国の主要なコンビニエンスストア
１５社での現金支払いから選択できます。
【承り期間】・・・１１月１日（火）〜１２月２３日（金）
【対象商品】
・・・早期限定特別価格ギフト商品 ３４０点
総合ギフトカタログ商品 約１，１００点（金券類他一部承リ除外品あり）
【売上目標】
・・・４億３，０００万円（対前年約４３％増）
16 年歳暮期実績・・・約３億円 17 年中元期実績・・・約３.２億円
ホームページアドレス：http://www.daimaru.co.jp/
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Ⅶ．大丸ピーコックおよび外部企業との提携について
グループ企業の大丸ピーコックや外部企業（コンビニエンスストア、ゆうパック）との提携を行
います。これにより、全国に販売ネットワークを構築し、お客様の利便性の向上と売上の拡大を
図ります。
①大丸ピーコックとの提携
グループ企業のスーパーマーケット「大丸ピーコック」関西・関東の合計６５店舗で大丸のギ
フト商品の販売を行います。
【承り期間】
・・・１１月１日（火）〜１２月２４日（土） （大丸直営店と同じ）
【展開店舗】・・・６５店（関西２７店 関東３８店）
【取扱商品】・・・総合ギフトカタログ商品、早期限定特別価格ギフト商品および大丸ピー
コックが、独自に展開する持ち帰り専用ギフト商品（店舗によって一部、
取扱商品が異なります）
②コンビニエンスストア ㈱サークルＫサンクスとの提携
今歳暮期も、全国に６，３３５店舗（１７年９月末現在）のネットワークをもつサークルＫサ
ンクスとのギフト商品販売の提携を実施します。
【提携内容】・・・今歳暮期のサークルＫサンクスのカタログ内に大丸のギフト商品を４ペ
ージ（商品数３０点）にわたり掲載します
【承り期間】
・・・１０月３日（月）から１２月１７日（土）まで
③「百貨店ゆうパック お歳暮ギフト」の取り組み
近畿２府４県の郵便局で販売する「百貨店ゆうパック お歳暮ギフト」を今中元期に引き続き
実施します。
同ギフトは、百貨店各社のギフト好適品を掲載したカタログを郵便局に設置し、お客様に郵便
局窓口で、お申し込みいただくものです。
【承り期間】・・・１１月１日（火）〜１２月１６日（金）
【商品点数】
・・・カタログ内に１２ページにわたり、２３１点を掲載（ゆうパックギフト向
けの商品として食品、洗剤、タオルなどを掲載しています）
※東京店では従来から、ゆうパックギフトに参加しており、今歳暮期も６３点を掲載。
（ゆうパックギフト向けの商品を掲載。商品内容は食品、石鹸、洗剤など）
以上

お問合せ先
グループ本社広報・ＩＲ部

06‑6281‑9002

グループ本社広報・ＩＲ部（東京） 03‑3217‑4705

心斎橋店 広報

06‑4968‑5702

梅田店 広報

06‑6343‑5699

京都店

広報

075‑241‑6974

神戸店 広報

078‑333‑2266

札幌店

広報

011‑828‑1075
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