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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 18 年度 大丸のお歳暮ギフトについて
大丸の平成 18 年度のお歳暮ギフトは 11 月 1 日（水）から直営 10 店舗で一斉にスタートし、
12 月 24 日（日）まで承ります。
早期限定特別価格ギフトは、11 月 1 日（水）から 11 月 30 日（木）まで展開します。
対象商品の点数は前年歳暮期より 54 点増の 400 点で、全国一律送料 210 円でお届けします。
11 月中はすべてのお客様に優待価格（ビール等酒類を含む対象商品の全品が表示本体価格から
15％割引）でお買い求めいただけます。
歳暮全期間にわたって販売するお歳暮総合ギフトカタログ商品は、
『先様にこだわりをもったギ
フトを贈りたい』というご要望をもったお客様に対応します。
一例としては、製法・素材を吟味した逸品を集めた「バイヤーが選んだ名品選集」
、お客様の声を
反映し開発した「カスタマーズ・ビューギフト」
、先様がお好きな商品を選べるカタログギフト「美
味リクエスト便」などをはじめとする 1,140 点を多彩に取り揃えています。
また、大丸のカード会員様やインターネットで申し込まれるお客様に優待価格（表示本体価格か
ら 8％または 10％割引）でお買い求めいただける「冬の特選ギフト商品」440 点も展開していま
す。
《18 年度歳暮ギフト スケジュール》
11 月
1日
早期限定特別価格
ギフト商品

お歳暮総合ギフト
カタログ商品
（
「冬の特選ギフト」を
含む）

12 月
30 日

商品点数 400 点 ※①

商品点数 1,140 点
（内、
「冬の特選ギフト」の
商品点数 440 点 ※②）

１日

24 日

優待内容
※①すべてのお客様を
対象に 15％割引
※②大丸のカードホル
ダー、インターネッ
トでお申込みのお
客様に 8％または
10％割引

◆11 月中に注文をいただいても、12 月以降のご希望日にお届けします（一部の商品・お届け地域を除く）

Ⅰ．お歳暮ギフトの売上目標
直営 10 店舗合計・・・対前年 2％増
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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（水）〜11 月 30 日（木） （前年 11 月 1 日〜11 月 30 日）
【商品点数】
・・・400 点（前年 346 点 前年比 54 点増）
【内訳】
・・・・・食品（ビール、和洋菓子など）321 点 非食品（石鹸、タオルなど）79 点
【優待価格】
・・・全品表示本体価格から 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。
（入会
費・年会費は無料）

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」やお届け先様がお好きな商品を選べる
「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】
・・・・1,140 点（前年 1,100 点）
【内訳】
・・・食品 991 点
非食品 149 点
＜特別企画商品の一例＞ ※価格はいずれも税込み
①「バイヤーが選んだ名品選集」
・・・17 点
全国から製法や素材を吟味した、こだわりの逸品を集めました。
『価格は高くても、質の高い
良いもの、本物を贈りたい』というご要望にお応えした企画です。
《商品例》
○紅凰 神韻縹渺「べにほう しんいんひょうびょう」 （10,500 円 250 セット限定）
・江戸時代から変わらぬ製法で醸造し、長期熟成させた滋賀県産の最高級醤油。
○無澱粉蒲鉾「鯛」詰合せ （7,201 円）
・つなぎの澱粉は一切使わず、山陰・九州で水揚げされた鯛類のみを使用した蒲鉾。
○フルーツトマトジュースぎゅぎゅっとフルトマ （5,775 円 500 セット限定）
・糖度を高めたフルーツトマト 100％の濃厚トマトジュース。１瓶に 30〜40 個分のトマトが詰
まっており、ホテルのレストランでそのままソースとして使用されるほど貴重なジュース。

②「カスタマーズ・ビュー」特集・・・26 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。
《商品例》
○有機新そば・めんつゆ詰め合わせ（4,515 円）
・有機そばと有機醤油をベースにしためんつゆのセット。
○カステラ「飛鳥」
（5,250 円）
・全ての原材料を国産の優良材料にこだわったカステラ。
③美味リクエスト便
人気の食品カタログギフト。産地直送の果物や逸品グルメ商品まで、お届け先のお客様にお
好きな品と配達日をお選びいただけます。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
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＜お好きな商品を 1 点選べるコース＞

＜お好きな商品を 2 点選べるコース＞

Ａコース…36 点

5,250 円

Ｂコース…20 点

7,350 円

Ｃコース…33 点

10,500 円

Ｄコース…16 点

15,750 円

Ｅコース…20 点

21,000 円

Ｆコース…16 点

31,500 円

Ｈコース
左記Ａコースから 2 点を選択

Ｉコース
左記Ｃコースから 2 点を選択

Ｊコース
左記Ｄコースから 2 点を選択

10,500 円
21,000 円
31,500 円

●「冬の特選ギフト」について
お歳暮総合ギフトカタログには、大丸のカード会員様、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 440 点）
【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

Ⅳ．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インターネットで注文いただくお客様には、
「早期限定特別価格ギフト」や「冬の特選ギフト」
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入会が必要です。
（入会費・年会費は無料）
②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
5 社での現金支払いから選択できます。
【承り期間】
・・・11 月 1 日（水）〜12 月 23 日（土）
【対象商品】
・・・早期限定特別価格ギフト商品およびお歳暮総合ギフトカタログ商品
※金券類他、一部承り除外品あり
【売上目標】
・・・4 億 5 千万円（対前年 約 11％増）
17 年歳暮期実績・・・約 4 億円 18 年中元期実績・・・約 4.2 億円
ホームページアドレス：http://www.daimaru.co.jp/

Ⅴ．商況予想
●売れ筋商品の予想
１位
２位
ビール
ハム・ソーセージ

３位

４位

５位

地域名産品

洋菓子

美味リクエスト便

６位

７位

８位

９位

１０位

佃煮・昆布

コーヒー

海産物

和菓子

清酒・焼酎

●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 25 日（土）〜11 月 30 日（木）
、12 月 2 日（土）
・3 日（日）
平均単価予想：3,780 円程度（前年 約 3,750 円）
平均客単価予想：20,200 円程度（前年 約 20,000 円）
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Ⅵ．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 66 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（水）〜12 月 24 日（日）
（大丸直営店と同じ）
【展開店舗】
・・・66 店（関西 27 店 関東 39 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 6,311 店舗（18 年 8 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 31 点）にわたり掲載します
【承り期間】
・・・10 月 2 日（月）から 12 月 17 日（日）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（水）〜12 月 18 日（月）
【商品点数】
・・・カタログ内に 12 ページにわたり、221 点を掲載
（ゆうパックギフト向けの商品として食品を中心に、洗剤、タオルなどを掲載
しています）
以上

お問合せ先
グループ本社広報・ＩＲ部
心斎橋店 広報
京都店
広報
札幌店
広報

06‑6281‑9002
06‑4968‑5702
075‑241‑6974
011‑828‑1075

グループ本社広報・ＩＲ部（東京） 03‑3217‑4705
梅田店 広報
神戸店 広報
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06‑6343‑5699
078‑333‑2266

