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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

2021 大丸・松坂屋 「夏の贈り物」
ひと足早く大丸松坂屋オンラインショッピングにて承りスタート
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/ochugen/
（ギフトセンターの開始日・営業時間等の詳細は各店舗 HP をご覧ください）
【下記につきましては新型コロナウイルス感染症拡大への緊急事態宣言等により変更になる場合がございます】

2021年 大丸・松坂屋 「夏の贈り物」（お中元ギフト）は、6月1日（火）【予定】から各店の店頭で
承りをスタートします。インターネットでは、店頭より先行して5月7日（金）午後2時から受注を開始
いたします。※一部商品は5月31日（月）午後2時から承ります
今年の大丸・松坂屋「夏の贈り物」は、外出を避けて、ご自宅で過ごす時間を充実させたいという需
要が継続している背景から、「家食」志向によるデイリー食材やお取り寄せグルメの企画を充実させま
した。「家食」・「巣ごもり」をキーワードに、食事の時間がいっそう楽しくなるような、親しい方への
贈り物を多彩に揃え、ご自宅にいながら各地のごちそう商材やデパ地下・ターミナル駅で人気が高いス
イーツなどをご提案いたします。また、ご自宅からのインターネット注文が大幅に増えている（歳暮期
は25％増）昨今の状況を踏まえ、食品担当バイヤーが動画でおすすめ商品を紹介する「バーチャルギ
フトセンター」を5月31日（月）午後2時から展開いたします。今年の食のトレンド、いちおし商品を
いち早く動画でチェックしていただけます。
品揃えの面では、『自宅で家族と楽しむ』ための【おウチご馳走ギフト】を強化。『ご自宅から安全に
インターネットでご注文』をお勧めいたします。また、店頭での商品陳列やパネル展⽰につきまして
は、⼗分に感染防⽌の対策をした上で一部店舗を除き展開させていただく予定です。

1. 美味厳選
厳選したブランド・料理店の、ワンランク上の贅沢で家食を楽しめる商材を特集いたしました。
〈賛否両論×オステリアルッカ 東 4 丁目
×4000 Chinese Restaurant〉
三巨匠 肉惣菜バラエティセット
税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）

1

賛否両論

オステリア ルッカ

笠原 将弘 氏

東 4 丁目

4000 Chinese
Restaurant

桝谷 周一郎 氏

菰田 欣也 氏

〈焼肉矢澤〉
おうちで矢澤
税込 28,000 円

〈Z's MENU〉
リブロースステーキ ディナーセット
税込 9,180 円（本体価格 8,500 円）

2．新・日本の贈り物／おうちで楽しむギフト編
従来、新規商材、発掘商材を中心にセットアップした巻頭企画「新・日本の贈り物」を家食企画に
リニューアル。カラフルで楽しく、話題性ある食の贈り物を豊富に揃えました。

〈福井/天たつ〉
〈京橋千疋屋〉
雲丹とうふ〜濃厚たれ雲丹添え〜
フルーツカクテル杏仁
税込 5,400 円（本体価格 5,000 円） 税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）

〈パピュ・アン・フェット〉
うな重のパイ包み
税込 8,640 円（本体価格 8,000 円）

3.ザ・プレミアム・セレクト
産地や素材・製法にこだわり抜いた、真に価値ある美味をご提案いたします。

〈北三陸ファクトリー〉
〈京都𠮷兆〉
〈鈴香食品〉
UNI＆岩手産バタースプレッド・
びっくりメロン
富山湾産 白えびさしみ
税込 21,600 円（本体価格 20,000 円） 税込 10,800 円（本体価格 10,000 円）UNI&北海道産帆立スプレッド
税込 8,964 円（本体価格 8,300 円）
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4. 新・日本の贈り物／スイーツ編
見て楽しい、食べておいしい夏のスイーツ。ご自宅用にもおすすめです。

〈メゾンジブレー〉
清水白桃のアイスケーキ
税込 4,968 円（本体価格 4,600 円）

〈AU GAMIN DE TOKIO〉
miyakoji MACARON（ミヤコジマカロン）
12 個 BOX 入
税込 4,860 円（本体価格 4,500 円）

5．愛されいちごの夏ギフト
研究者、生産者、パティシエの熱い想いが詰まったブランドいちごやスイーツ。
夏にも、おいしい国産いちごをお届けします。

〈苺のお店 メゾン・ド・フルージュ〉

〈苺一愛®〉

苺と木苺の葛饅頭

夏いちご 真心

税込 5,400 円（本体価格 5,000 円）

税込 7,992 円（本体価格 7,400 円）

3

6．地域応援企画など
震災復興支援・素材廃棄ロスなどに配慮した、地方の銘品名産をより深く発掘いたしました。

〈GINZA TOTOKI〉
福島ビーフ入り
コラーゲンタップリ牛筋カレー
税込 10,800 円（本体価格 10,000 円）

〈桂新堂〉
サステナブルえびせんべい
税込 2,700 円（本体価格 2,500 円）

◆初登場！バーチャルギフトセンターを開設◆
ご自宅からのインターネット注文が大幅に増えている昨今の状況を
踏まえ、食品担当バイヤーが動画でおすすめ商品をご紹介する
「バーチャルギフトセンター」を 5 月 31 日（月）午後 2 時から展
開いたします。今年の食のトレンドやいちおし商品をいち早く動画
でチェックしていただけます。
（ブース入場後、床面の発光ポイントをクリックしてお進みいただ
きお楽しみください。
）
サイトでは気になる商品をクリックすると、画面がジャンプしその
ままネット注文が可能です。また、サイト上にご用意したデジタル
カタログで、ご自宅でゆったりと商品をお選びいただけます。

動画はこちらからご覧いただけます。
→ https://youtu.be/S0fpnzwFsFs

＊会場内を移動してパネルや動画を閲覧するには、画面の床に表⽰されます「ビューポイント」をクリック（タップ）ください。
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◆店頭限定プレゼント◆
オリジナルマルシェバッグ
～テイクアウトしたお弁当が入れやすく倒れにくい！～

全店合計
先着

大丸・松坂屋アプリ／大丸・松坂屋のカード いずれかの会員様限定

5 万名様

※大丸・松坂屋各店ギフトセンターで
大丸・松坂屋アプリまたは大丸・松坂屋発行のカードをご利用
またはご提⽰のうえ、レシート 1 枚につき税込 10,000 円以上
（商品券・金券は除く）をお買いあげいただいたお客様対象
※お一人様 1 点限り
※ご来店によるご注文のみ対象
※京阪神・東海・首都圏・札幌・下関の大丸・松坂屋各店の
合計先着 50,000 名様
※サイズ：幅約 26.5cm×高さ約 30cm
（ハンドルは含まず／平置きした場合のサイズ）

イラストレーター・またよしさん描き下ろし

オリジナルイラスト ポストカード

全店合計
先着

※大丸・松坂屋各店ギフトセンターで

10 万名様

お買いあげいただいたお客様対象
※京阪神・東海・首都圏・札幌・下関の大丸・松坂屋各店の
合計先着 100,000 名様
※お一人様 1 枚限り
※品切れの際はご容赦ください

「夏の贈り物」 概要
＜承り期間＞

店頭

6 月 1 日（火）～8 月 6 日（金）※予定
※松坂屋 豊田店は 7 月 27 日（火）終了

インターネット

5 月 7 日（金）午後 2 時～8 月 7 日（土）午前 10 時
※一部商品は 5 月 31 日（月）午後 2 時から

＜カタログ掲載点数＞ 約１，９００点
インターネットでは

約２，７００点

＜売れ筋予測

ベスト 5＞

2021 年(予測)

2020 年実績

1位
2位

洋菓子
ビール

洋菓子
ビール

＜受注ピーク（予想）＞7 月 3 日（土）
・4 日（日）※店頭・EC とも

3位

食品カタログ
ギフト

食品カタログ
ギフト

＜予想平均単価＞

4位
5位

飲料水
和菓子

和菓子
飲料水

＜売上目標＞

＋2.5％
（※うち、インターネット売上目標 対前年比 20%増）

３，８１０円（前年から微増）

※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 広報担当 長野・南 TEL：（03）6895-0816 E-mail：kouhou@jfr.co.jp
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