
TTOOKKYYUU  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  
SSTTOORREE  NNEEWWSS  

News Release

 

 株式会社 東急百貨店 広報部 
〒150-8019 東京都渋谷区道玄坂 2-24-1 TEL 03-3477-3103（直通） FAX 03-3477-3502 

E-mail：kouho@tokyu-dept.co.jp URL http://www.tokyu-dept.co.jp/ 

 

 

 

－ＩＮＤＥＸ－ 

東横店東急フードショー リニューアルオープン！ 01・02 

夏休み子どもイベント開催 03・04 

Summer Food 特集 ～ピーチデザートフェア～ 05 

催物Ｐｉｃｋ Ｕｐ 06・07 

美術情報 08 

2016 

７

【７月の催物スケジュール】 

※価格表示はすべて税込みです 
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金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

東横店 ＊ １０時～２１時

本店 ＊ １０時～１９時（地下１階、１階は２０時まで、７階＜丸善＆ジュンク堂書店＞は２１時まで）

吉祥寺店 ＊ １０時～２０時

たまプラーザ店 ＊１０時～２０時

７月

西館８階
催物場

高橋　誠　日本画展

創作作家　版画展

フジ子・ヘミング
版画展

正田　徳衛
油絵展

マルク・シャガール　作品展
８階
美術画廊

手のひらサイズの
ガラス・オブジェ展

夏の絵画大市
内覧会

３階
イベント
サロン

佐藤　哲也　日本画展

現代ヨーロッパ　絵画展

島津　豪亮　油絵展

～古伊万里を使う～
ＢＬＵＥ＆ＷＨＩＴＥ

静岡県の伝統
工芸作品展

アール・デコの世界展
８階
美術
ギャラリー

２０１６
サマーギフトセンター

２０１６
サマーギフトセンター

井崎　正治　木工秀作展

８階
催物場

ウォッチ＆ジュエリーフェア２０１６

８階
美術サロン

３階
催物場

レスリー・セイヤー　絵画展

第２３回
吉祥寺手づくり村

大須賀　一雄
透明水彩画の

世界展

渡壁　公義
洋画展

東京ますいわ屋
呉服市

スポーツ＆スイムウエアバーゲン
婦人フォーマル
ウェアバーゲン

２０１６　サマーギフトセンター

２０１６　サマーギフトセンター

第５回
めんそーれ
沖縄物産展レディースファッションバーゲン

４階
アート
サロン

トリンプセール

世界を旅するマルシェ

レオナール・フジタ展

現代洋画人気作家展

アートサロン サマーセール

岩見　健二・佐伯　浩
洋画二人展

古美術骨董展

２０１６　サマーギフトセンター
夏祭り　ねぶた・七夕

青森・宮城物産展

３５ｔｈ　ＳＨＩＢＵＹＡ
アンティーク
バザール

２０１６　サマーギフトセンター
親子のカタチ展

～ワークショップで親子の
絆を深めよう！～
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■東横店東急フードショー リニューアルオープン！ 
東横店地下 1 階の東急フードショーは､３年ぶりにリニューアルを行います。今回の改装では、集客の核となる独自

性や話題性のある店舗を導入、今までも強みであった「食」のさらなる強化を図ります。駅立地の利便性を 大限にい

かし､利用者の生活スタイルにあわせた新しいメニューやサービスを提供することで､既存顧客の利用頻度アップと食

への関心が高い幅広い層の新規顧客の獲得を目指します。百貨店初出店を含む１５ショップを新たに導入し、１５ショ

ップは商品の見直しや拡充、売場の改装を行うなど、全体の３割に当たる３０ショップをリニューアルします。また「でき

たてがすぐに食べたい」というお客さまの要望を受け、スタンディング形式のイートスペースも設けます。 

 

【新規導入ショップ（一例）】 

スイーツゾーン 

行列の絶えない手作りパイやフレンチトーストの専門店がテイクアウト店として初出店。人気の和菓子も充実させるな

ど新たに５ショップが新規オープンします。 

 

＜リトル・パイ・ファクトリー＞（パイ専門店） 新業態 

２０１４年に広尾にオープンした焼きたてパイ専門店の２号店がオープン。店内厨

房を構え、東急フードショー限定の「渋谷チーズケーキパイ」（４５４円）や人気メニュ

ーで砂糖不使用のアップルパイ（４５４円）、チョコレートパイ（４１１円）など限定メニ

ューを含む６種類のできたてパイが楽しめます。 

 

＜アイボリッシュ＞（フレンチトースト専門店） 百貨店初出店 

行行列が絶えない人気のフレンチトースト専門店のテイクアウトショップが初出店。フレン

チトーストプディング「コンテナ ミニ」（２９０ｇ/１，２９６円）は、フレンチトーストを食べやすい

大きさにカットし、チーズプディングと一緒に容器に詰めてフルーツを飾った人気のスイー

ツです。※期間限定出店 

 

＜ヴィタメール＞（洋菓子） 渋谷初 

厳選された素材と確かな技術で生み出される本格ショコラを提供するベルギー王室御用達のチョコレートブランドが

オープン。ベルギーの伝統製法でつくられるプラリネチョコレートから、ギフトに 適な焼き菓子まで幅広いラインアップ

を取り揃えます。 

 

＜ファウンドリー＞（洋菓子） 渋谷初 

契約農家から仕入れる厳選された「旬」の果実を使用したフルーツケーキが人気の店が渋谷初出店。質の高いケー

キとゼリーや焼き菓子などのギフト好適品まで、各種豊富に展開します。 

 

＜菓匠雅庵＞（和菓子） 渋谷初 

中目黒に店を構え、素材にこだわり、手作りにこだわった和菓子店が出店。「優秀

和菓子職」の栄誉に輝く、趣深い味わいが楽しめます。とろけるような食感の「わらび

餅」（２５０ｇ/７３５円）は自慢の一品です。 
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デリゾーン 

高まる和食ブームを受け、和惣菜、弁当の品揃えを拡充します。笠原将弘氏が手掛ける和惣菜のお店や、人気レス

トランのテイクアウト店など、９ショップが新規オープンします。 

 

＜賛否両論 THE ＤＥＬＩ＞（和食） 渋谷初 

予約が取れない恵比寿の名店が惣菜店として百貨店に初出店。旬の食材 

を使った笠原流の和惣菜など、日本料理が気軽に楽しめます。 

 

＜肉山＞（カレーライス）  新業態 

肉ブームの火付け役となった吉祥寺の人気店が､カレー専門店として出店｡ 

コース料理で提供している名物カレーがテイクアウトで楽しめます。 

 

＜青山＞（和食）  新業態 

宮内庁御用達の「懐石 青山」が、カロリーを抑えたメニューを新たに開発し新業

態として出店。健康にも配慮したおいしさを提供します。 

 

＜天のや＞（たまごサンド専門店） 

南麻布の行列ができる人気店。関西風の出汁をたっぷり使用しただし巻き 

玉子と辛子を利かせたマヨネーズソース絶妙なバランスです。 

 

＜バインミーバインミー＞（ベトナム料理）  新業態 

ベトナム屋台でおなじみのバゲットサンド「バインミー」に加え、ブン（米麺）やベトナム

惣菜を楽しめる大人のためのファストフード店です。 

 

 

＜ＴＯＲＡＴＴＲＩＡ ＢＵＢＵ＞（イタリアン）  新業態 

渋谷の人気イタリアンレストランの元シェフが手掛ける本格イタリアンタパス。 

シチリア料理を中心に旬の素材を使った前菜が気軽に楽しめます。 

 

 

 

新しいイートスペース「シブヤＳＴＡＮＤ」 

「買ったものをすぐに食べたい」「できたてをその場で食べたい」という 

お客さまの声にお応えし、スタンディング式のイートスペースを設けます。 

約５０㎡のスタイリッシュな空間に立ちカウンターを設置。その場で買った 

テイクアウト商品を気軽に食べることができます。テーブルや椅子は設置 

されておらず、これまでのデパ地下にはない駅直結ならではの、より気軽 

で新しいイートスタイルを提供します。 
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■夏休み子どもイベント開催～みんなで楽しもう！～ 
   本店・吉祥寺店 

もうすぐ夏休み。本店と吉祥寺店では夏休み期間中に、参加型の子どもイベントや、楽しく遊びながら学べるイベント

を開催します。もちろんお子さまだけではなく、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に楽しめる内

容です。夏休みにはご家族揃ってご来店ください。 

 

【本店】 

怪盗ジョーカー宝探し  ７月１６日(土)～８月３１日(水)  全館 １０時～１８時  

月刊コロコロコミックのコンテンツで大人気の「怪盗ジョーカー」。主人公の怪盗ジ

ョーカーがトリックを駆使して世界各地から宝を盗み出す物語ですが、今回本店で

はこの怪盗ジョーカーをモチーフとした宝探しを開催します。 

参加方法： 

受付時に宝の地図を配布。その地図を解読し、店内に設置されている４つ宝箱

を探します。たどり着いた宝箱にはその発見の証明となるキーワードが記されていて、

このキーワードを集めて組み合わせていくことで 後の４つ目の宝箱の在りかが判

明します。４つの宝箱を発見できればゲームクリアで限定カードがもらえます。 

受付場所：正面口特設カウンター（宝の地図配布） 

受付時間：１０時～１８時 

限定カードお渡し場所・時間：１階コンシェルジュカウンター（先着５，０００名） 

１０時～１９時 

定員・参加費：先着２０，０００名、無料 

 

夏休み「昆虫展」  ８月４日(木)～７日(日) ３階イベントサロン １０時～１９時

（最終日は１７時閉場）  

毎年人気の昆虫展です。普段あまり見ることのできない昆虫の標本や生体を

展示。また昆虫標本作りのイベントや昆虫ふれあいコーナーも設置します。また

自由研究の相談も随時承ります。 

入場料：無料 

協  力：東京農業大学 昆虫学研究室 

 

 

 

 

 

渋谷に出現した「渋谷の森」にパッケージクラフトの昆虫や動物、巨大カブトムシが生息し

ています。デジタルゲームで昆虫を捕まえるイベントも開催します。 

入場料：無料 

協  力：一般社団法人日本パッケージクラフト協会/マイクロアド/キッズスター 

「渋谷の森」探検隊！デジタルゲームで昆虫をつかまえよう！！   

             ８月１１日(木・祝)～１６日(火)  ３階イベントサロン １０時～１９時 （最終日は１７時閉場） 

 

※写真はイメージ 
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【吉祥寺店 ６階子供服 エスカレーター脇特設会場】 

貝殻を貼ってオリジナルフォトフレーム＆黒板を作ろう   ８月３日(水)・４日(木) １０時～１７時  

お好きな貝殻やパーツを選んで、自分だけのフォトフレームや黒板を作って、

夏休みの思い出を飾ろう！ 

参加費： フォトフレーム    １，６２０円 

マグネット付き黒板 ２，１６０円 

 

 

夏を楽しもう！サンキャッチャー水族館と風鈴色付け    ８月４日(木)・５日(金) １０時～１７時   

風鈴のぬり絵と貝殻いっぱいの瓶詰水族館＆リースを手作りして、夏を涼しくするイ

ンテリアに！夏休みの宿題にも！ 

参加費： 水族館・リース 各１，３００円 

風鈴色付け  各２，１６０円 

 

 

 

フラワーヘアアクセサリーワークショップ   ８月８日(月)～１０日(水) １０時～１７時    

好きな花を選んで、オリジナルヘアアクセサリーなどを作ろう！ 

ママとお揃いも素敵です。 

参加費：１，６２０円～ 

 

 

 

蚊遣り(かやり)豚作り   ８月１７日(水)～１９日(金) １０時～１７時    

 素焼きの蚊遣りに色を塗って、粘土で作ったオリジナルの飾りをつけます。 

色付けのみもできます。 

参加費： 飾り粘土無し １，６２０円 

飾り粘土付き １，９９４円 

 

 

オリジナルカチューシャ作り＆オリジナルブレスレット作り   ８月２２日(月)～２６日(金) １０時～１７時   

ハワイアンリボンレイ使用のカチューシャとニット編みで夏使用のブレスレットを

作ります。 

参加費： カチューシャ  １，４０４円 

ブレスレット     ８６４円 

 

 

※写真はイメージ 
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■Ｓｕｍｍｅｒ Ｆｏｏｄ 特集 ～ピーチデザートフェア～ 
  ７月１４日（木）～８月３日（水） 渋谷ヒカリエ ＳｈｉｎＱｓ B2 

今年もいよいよ暑い夏がやってきます。連日猛暑にさらされ、夏バテで何をするのも面倒になります。渋谷ヒカリエ 

ＳｈｉｎＱｓでは、そんなグッタリ気分を吹き飛ばしてくれる、この時期にぴったりな夏のスイーツを特集。なかでも７～８月

にピークを迎える人気フルーツの桃をクローズアップし、ママ友のちょっとした集まりや、ご家庭での食後の夕涼みなど、

さまざまなシーンにぴったりなおいしさを取り揃えました。 

 

桃のおいしさを引き出す夏のデザートです 

＜京橋 千疋屋＞ 

ピーチのヴェリーヌ ６４８円 （各日２０個限定） 

ピーチジュレとピーチムースを重ね合わせた、フルーツ 

専門店が作るピーチづくしのスイーツです。 

＜天平庵＞ 

白桃入りあんみつ ３７８円 

白桃を中心にパイナップル、みかんなどの果物とヘルシ 

ーな寒天、十勝産小豆の餡に求肥餅を添えました。 

 

桃のデザートといえばやっぱりコレ！ 

桃のデザートといえばやっぱりコレ！ 

＜銀座 松濤＞ 

清水白桃ぜりぃ ８９７円 

透明感のある甘味に上品にとろける口あたり、桃の女王 

と呼ばれる「清水白桃」を存分に味わえます。 

＜鹿鳴館＞ 

ローズジュエル ３２４円 

白桃の果汁をベースに仕上げたジュレに、コラーゲン入 

のバラ型ゼリーとグリーンピーチをとじ込めました。 

 

 

シェフ厳選の期間限定の味です 

＜ル パン ドゥ ジョエル・ロブション＞ 

赤桃のクロワッサン ４３２円 

赤桃を使ったジューシーなクロワッサン。自家製フランボ 

ワーズジャムをアクセントに、深みのある味わいです。 

＜リベルターブル＞ 

夏の特選ジュレ（白桃とバラ） ８６４円 

 旬を迎える厳選した白桃とバラを使い、採れたてのフルー 

ツのような香りと、滑らかな食感の特選ジュレです。 

 

 

ピーチのヴェリーヌ 白桃入りあんみつ 

清水白桃ぜりぃ ローズジュエル 

夏の特選ジュレ 赤桃のクロワッサン 
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■催物Ｐｉｃｋ Ｕｐ 
【夏祭り ねぶた・七夕 青森・宮城物産展】 

７月２１日（木）～２６日（火） 東横店西館８階催物場 １０時～２１時 ※最終日は１８時閉場  

 東北の夏と言えば『祭り』。今回は青森の「ねぶた」、宮城の「七夕」という東北を代表する夏祭りにちなみ、両県の物

産展を初めて開催します。会場内で青森の「煮干しラーメン」「本まぐろ・ほたて・いくら丼」、宮城から「牛たん定食」の３

軒で、できたてが食べられます。また、「生わかめ」「さんま丸干し」などの『海の幸特集』、「虎鯖棒すし」「仙台牛横綱弁

当」などの『弁当特集』、そして「りんごシャーベット」「りんごパイ」など青森の『りんご特集』など盛りだくさん。工芸品は

青森の「津軽手刺しこぎん」(こぎん刺し創作バッグ)、宮城の「サンドブラストアート」(仙台七夕グラス)など、ふるさとの伝

統工芸を集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜津軽完熟りんご研究会＞ 

りんごシャーベット ３７８円 

青森のりんごのおいしさをそ

のままに、果肉もたっぷり使用

した夏ならではのりんごシャー

ベットです。 

＜肉のいとう＞ 

A ランク仙台牛横綱弁当 

            ３，２４０円

『かたい信用やわらかい肉』

がモットーの仙台で５０年愛さ

れてきた肉の専門店より、仙台

牛のおいしさがたっぷり詰まっ

たお弁当をご用意します。 

＜かまぼこの鐘崎＞ 

笹かまぼこ 大漁旗  ３１４円 

『化学調味料不使用』にこだ

わった笹かまぼこ。鐘崎自信

の一品です。 

＜長尾中華そば＞ 

煮干しラーメンこく煮干し      

８５０円 

青森のラーメンといえば煮干

しスープ。地元でも人気の長尾

中華そばがイートインで出品しま

す。 

 

◇お楽しみ抽選会「お祭りくじ」 

会期中会場内で３，２４０円以上

のレシートで、ハズレくじなしの抽

選会に１回参加できます。各店舗

からのプレゼントや両県の名産品

が当たります。 

 

◇青森・宮城 「ゆるキャラ祭り」 

青森から「ねぶたん」「はねとん」

「いくべえ」、宮城からは「むすび

丸」など両県のゆるキャラが大集

合。日替わりで会場に遊びに来ま

す。また土日には「みやぎライシー

レデイ」や「あおもり紀行キャンペー

ンスタッフ」も来場します。 

＜中村農園＞ 

生にんにく 

 （３００ｇ） １，２９６円

７月上旬に収穫された新物

のにんにくが登場。青森の寒

暖差が生んだコクと甘みのあ

るにんにくです。 
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【第５回 めんそーれ沖縄物産展】 

７月２８日（木）～８月３日（水） 吉祥寺店８階催物場 １０時～２０時 ※最終日は１７時閉場  

 南国の美味と伝統の工芸品をご紹介。人気店「がんじゅう堂」で沖縄そばと沖縄家庭料理のゴーヤーちゃんぷるー

定食が楽しめます。南国のパッションフルーツを生かした夏にぴったりのデザートも豊富に取り揃えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜もずキム＞ 

もずキム （３５０g） １，３０１円 

オリジナル商品のもずくのキム

チ漬けをはじめ、歯応えのあるコ

シが強い生もずく、毎日空輸で

直送する海ぶどうなど、沖縄の新

鮮な海産物を提供します。 

＜具志堅商店＞ 

黒糖アガラサー （１個） ２２１円

 

黒糖のコクともっちり食感が楽

しめる蒸し菓子。会場内で蒸し

上げのアツアツ出来立てを楽し

めます。 

＜琉堂＞ 

マンゴー果実パフェ  

１，０８０円 

マンゴーをたっぷりと使用

した贅沢な逸品。ソフトクリー

ムやスムージーなど、地元沖

縄でも大人気の冷たくおいし

いマンゴースイーツも登場し

ます。 

＜がんじゅう堂＞ 

沖縄そば   ８６４円 

公設市場の人気店＜がんじゅう

堂＞からつるっとコシのある生麺と

よく絡む秘伝のスープが絶品の沖

縄そばや他にゴーヤーちゃんぷる

ー定食など沖縄料理がその場で

楽しめます。 

 

＜翁屋＞ 

沖縄県産島野菜・島フルーツ 

時価

ゴーヤー、ナーベラー、青パパ

イヤ、島らっきょう、島唐辛子、アッ

プルマンゴー、ミニマンゴー、島バ

ナナ、完熟パインなど、沖縄の日

差しをたっぷり浴びたミネラル豊

富な島野菜と、ジューシーな島フ

ルーツを提供します。 

 

ユーグレナビアガーデンコース 

 （ドリンク飲み放題）４，５００円

沖縄・石垣島から都内初登場。ユーグ

レナとは藻の一種で栄養価の高さから

今、注目を浴びているミドリムシ。提供さ

れるビールや料理には石垣産ユーグレ

ナを使用し、会場は石垣島のゆったりと

した南国空間を演出。ビールと食事で健

康的な楽しい時間を満喫いただけます。

※写真はイメージ 

[屋上]ユーグレナビアガーデン  
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■美術情報      
 

島津 豪亮 油絵展  本店８階美術画廊 

会期 ６月３０日(木)～７月６日(水)  ※ 終日は１７時閉場 

内容 夏のまぶしい日差しに浮かび上がる白い壁と影、スペインの片田舎

に咲く色鮮やかな花々など、スペイン各地の風景を詩情豊かに描

いた作品約４０点を展示販売します。 

 

 

 

 

 

～古伊万里を使う～ ＢＬＵＥ＆ＷＨＩＴＥ 本店８階美術ギャラリー 

会期 ７月７日(木)～１３日(水)  ※ 終日は１７時閉場 

内容 江戸・明治を中心とした古き良き時代の器たち。その中から藍

 白の涼やかな古伊万里の染付食器を多数展示販売します。 

 

 

 

 

 

レスリー・セイヤー 絵画展  吉祥寺店８階美術サロン 

会期 ７月７日(木)～１３日(水)  ※ 終日は１７時閉場 

内容 「花の画家」として世界中にファンを持つ、現代アメリカ人画家レスリー・セイヤー。

アメリカ西海岸の海・風・光を感じさせてくれる風景画と豊かで鮮やかな色彩の

花々の原画と版画約４０点を展示販売します。 

 

 

 

 

 

アートサロン サマーセール  たまプラーザ店４階アートサロン 

会期 PartⅠ ７月１４日(木)～２０日(水)   

      PartⅡ ７月２１日(木)～２７日(水)  ※いずれも 終日は１７時閉場 

       ※会期中、一部展示替えをいたします。 

内容   日頃のご愛顧に感謝し、２週間にわたりサマーセールを開催します。 

国内外の巨匠の作品から新進作家まで、油彩画日本画・版画など幅広い 

ラインアップで約１００点を集め、特別奉仕価格にて展示販売します。 

 

 

島津 豪亮 「小さな入り江」 

シャガール 「ディオニソファーネの到来」 
ダフニスとクロエ１９６１年より 

レスリー・セイヤー 「スプリングエンチャントメント」 

～古伊万里を使う～ ＢＬＵＥ＆ＷＨＩＴＥ


