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今秋の注目ファッションはコレ！ 01

～Welcome SHIBUYA！～  

外国人旅行者向け“SHIBUYA 発”のお土産を強化します 

02

屋上でお子さま向けイベント開催 ～ご家族みんなで楽しめます～ 

「おじいちゃん・おばあちゃんの似顔絵展」開催 

03

「渋谷美食祭」 ～秋の食べたい総選挙開催～ 04

催物 PickUｐ 05

美術情報 06

2014 

９

※価格はすべて税込み価格で表示しています。 
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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

４階
アートサロン

８階
催物場

磯部　光太郎　日本画展

８階
美術ギャラリー

３階
催物場

８階
美術サロン

前田　泰昭　作陶展

TOP＆ClubQカード会員さま限定
秋の特別セール

第５回
寺門　由紀

絵画展
J・トレンツ・リャド　版画展

第３回　山形県の観光と物産展
第２３回
日本の
職人展

武蔵野ボロ市

銀座マギー
秋冬新作受注会

今泉　尚樹　作品展

近代陶芸展

魅惑のオルゴール展

たまプラ「いい値」市

ヨーロピアン・アンティーク・
ジュエリー展

ワコール　ビッグバザール

欧羅巴アンティーク逸品展

第2回
九州浪漫紀行　第１弾

＜福岡・大分・佐賀・長崎＞

３階
イベントサロン

平野　はるひ　絵画展/
藤原　亜南　油絵展

草間　彌生
作品展
内覧会

８階
美術画廊

シャガール
大ポスター

展

西欧近代絵画逸品展/
草間　彌生　作品展

正田　徳衛　油絵展/
Eri　Tsutsumy　絵画展

畑中　優　油絵展

棟方　志功　展

     【各店の催物スケジュール】

9月

西館８階
催物場 食品

ギフト
セット
処分

セール

第２回
なごや・なにわ味巡り

北海道物産展
婦人服クイーン＆

レギュラーサイズバザール

紳士E02着よりどり
ECOセール

東　勝廣　木彫展

メンズビッグバーゲン

第２回
九州浪漫紀行　第２弾

＜熊本・宮﨑・鹿児島＞
ワコール　ビッグバザール

銀座マギー　夏物底値市/
クイーン（L・LL)サイズ

婦人服バーゲン

レディス　アデランス
おためしフェア

期間限定　オーダーメイド・
ウイッグ展示試着会

生田　宏司
展

青木　恵美子　絵画展

銀座花菱
スペシャル

セール

錦裳会
インターナ
ショナルブ

ティック販売
会

ほまれ×ふみえ
～絵付け作陶展～
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■今秋の注目ファッションはコレ！ 

東横店西館６階 ＜C.P.クローゼット＞  

 

近年、ファッションは多様化し続けており、個性を表現する方法の一つとなっています。東横店婦人服の自主編集売

場＜C.P.クローゼット＞では、今年の秋の注目アイテムをバリエーション豊富に紹介します。遊び心のある“アート” “７

０年代” “クラシック要素”を取り入れ、自分らしさを楽しく表現します。 

 

○進化系セットアップのバリエーション                  ○タイトスカートのバリエーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来のジャケット×ボトムスのセットアップから進化して、

ニット素材やハイテク素材を使用した、「プルオーバー×ス

カート」スタイルが登場。今秋イチオシのアイテムです。 

 

  

 

遊び心のある幾何学柄やクラシック要素をミ

ックス。選ぶ柄や素材、丈によってコーディネ

ートの印象が一気に変わります。 

○ソフトジェントルアイテムのバリエーション 

マスキュリンの流れから、男性的 

なアイテムを自分らしく取り入れ 

るスタイルが今秋のトレンド。その 

中で当社が特に注目している、「ビ 

ッグストライプ」や「ペンシルストライプ 

柄」のボトムスを集め、展開します。 

 

 

 

 

19,440 円 15,120 円 

※9 月中旬から展開 

18,360 円 

※9 月中旬から展開

17,280 円 
15,120 円 

※9 月中旬から展開 

17,280 円 

※9 月中旬から展開

10,800 円 

※9 月下旬から展開 

14,040 円 

※9 月上旬から展開

15,120 円 

※10 月上旬から展開 

11,880 円 

※9 月中旬から展開

15,120 円 

※9 月中旬から展開

19,440 円 18,360 円 

※9 月上旬から展開
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■～Ｗｅｌｃｏｍｅ ＳＨＩＢＵＹＡ！～  

外国人旅行者向け“ＳＨＩＢＵＹＡ発”のお土産を強化します  

 昨年、訪日外国人旅行者数が１千万人を超え、今年１０月からは消費税免税制度が変更になり、外国人旅行者誘

致の機運がますます高まっています。当社もショッピングの魅力向上として、９月４日（木）からの約１ヶ月間、外国人旅

行者に向けた日本ならではのお土産の提案を強化するキャンペーンを実施します。また同じ９月４日（木）には、ＳＨＩＢ

ＵＹＡならではのお土産として、今年４月誕生した当社のマスコットキャラクター“東横ハチ公”をモチーフにし、雑貨や

お菓子などを一堂に集めた「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＯＵＶＥＮＩＲ ＳＨＯＰ（シブヤスーベニアショップ）～渋谷みやげ屋～」が

新たにオープン。外国人旅行者が急増する“ＳＨＩＢＵＹＡ”の新しい名所が誕生します。 

 

○お土産好適品＆ショップを１００チョイス！ 「ＳＨＩＢＵＹＡ ＭＩＹＡＧＥ ＷＥＥＫＳ」   

会期：９月４日（木）～１０月８日（水）   実施店舗：本店、東横店  

本店、東横店からお土産好適品やオススメのショップをチョイス。ファッションからコスメ、フードまで幅広く提案しま

す。 

＜濱文様＞ 東横店 ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＯＵＶＥＮＩＲ ＳＨＯＰ～渋谷みやげ屋～ 

“新しい和”を発信するテキスタイルブランド。伝統技法で染め上げた手ぬぐい、和

小物が揃います。 

＜飾り皿（新富士桜）＞ ７，０２０円   本店 特選和食器売場 

金・銀・銅などの金属素地に細かく粉砕したガラス質のうわぐすりを、繰り返し何度も

焼き付けた七宝焼の飾り皿です（写真）。 

 

○お土産買うならココ！ 「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＯＵＶＥＮＩＲ ＳＨＯＰ～渋谷みやげ屋～」が新たにオープン  

オープン日：９月４日（木）  場所：東横店西館２階 ＳＨＩＢＵＹＡスクランブルⅡ 

これまでも外国人旅行者向けに和雑貨や東横ハチ公をモチーフにしてオリジナル

商品を紹介していた「シブヤスーベニアショップ」が移設し、新たにオープンします。和

コスメや新しい東横ハチ公グッズを増やし、手ぬぐい、升など日本ならではのアイテム

も新たに加え、“ＳＨＩＢＵＹＡ発のお土産”として発信します。 

＜米織（よねおり）小紋＞ 

“東横ハチ公” フラットミニバッグ、巾着、丸型がま口  １，０８０円～ 

山形県の米沢織から作られ、東横ハチ公がワンポイントプリントされた当社オリジナ

ルアイテムが新たに登場。巾着はサイズ違いもあるので幅広い用途に使えます。 

 

 

 

 

 

～ようこそ本店へ～ オリジナルの手ぬぐいをプレゼント！！ 

本店へご来店いただき、免税手続きをした外国人旅行者に、日本を象徴する 

富士山をイメージしたオリジナルデザインの“手ぬぐい”をプレゼントします。 

〔日時・場所〕 ９月１４日（日）から  地下 1 階免税カウンター （限定１，０００枚、なくなり次第終了） 

NEW
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■屋上でお子さま向けイベント開催  ～ご家族みんなで楽しめます～  

９月１３日（土）～１５日（月） 本店屋上特設スペース  １０時～１６時  入場料 無料 

 

本店では夏休みに続き、９月の３連休にも親子孫の３世代ファミリーにご来店

いただき、楽しんでいただける各種イベントを開催します。 

９月１３日（土）、１４日（日）は「ふわふわで遊ぼう」を、１５日（月・祝）は「親子で

動物園」を開催します。「ふわふわで遊ぼう」は、エアーを注入した大きな遊具を

屋上特設スペースに設置し、そこで飛び跳ねたりして楽しく遊べます。また「親子

で動物園」は、うさぎやヤギなどかわいい動物たちが屋上に集合。触れ合い体験

やポニーに乗馬したりと、こちらも楽しいイベントです。 

６階子供服玩具売場では、９月１１日（木）～２４日（水）に、「秋のキッズフェステ

ィバル」を開催、お客さま参加型の各種イベントをお楽しみいただけます。是非、

ご家族皆さまでご来店ください。 

 

※ 「ふわふわで遊ぼう」は身長制限：９０～１３５cm、屋上イベントは、雨天の際は

中止、親子で動物園は、雨天の際は規模を縮小して開催します。 

 

 

■「おじいちゃん・おばあちゃんの似顔絵展」開催   

９月９日（火）～１５日(月･祝) 本店６階 子供服特設スペース   

９月１５日（月・祝）の敬老の日に向けて、「おじいちゃん、おばあちゃんの似顔絵展」を開催します。小学校６年生ま

でのお子さまで、描いていただいた似顔絵を同売場内の特設スペースに展示します(お預かりした作品は、展示終了

後に返却します)。似顔絵を描いてくださったお子さまには、参加賞を差し上げます。 

また、敬老の日と孫の日の連携イベントとして、今回、ご参加されたお子さまが、１０月１９日(日)の「孫の日」に、おじい

ちゃん、おばあちゃんとご一緒にご来店されると、記念の粗品を差し上げます。 

 

※展示期間：９月９日(火) ～ １０月１９日(日) 

 

 

 

 

 

 

写真はイメージです 
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■「渋谷美食祭」 ～秋の食べたい総選挙開催～ 

９月２５日(木)～１０月８日(水)  東横店地下１階 東急フードショー・東横のれん街  

東急フードショーと東横のれん街の２大食品売場が合同で開催する「渋谷美食祭」。 季節ごとの旬の食材を使った

特別企画品や限定商品など、東横店でしか味わうことの出来ない、さまざまなおいしさを多数取り揃えました。 

美食祭恒例の「食べたい総選挙」。今回は「秋のどんぶり」部門、「栗スイーツ」部門、「日本酒冷やおろし」部門の３

つのテーマを設けました。投票は、①当社フェイスブックで９月１２日（金）～１８日（木）に実施する事前投票と、②会期

中の店頭での投票の２通りで人気を競います。また会期中参加店舗では、該当商品をお買い上げのお客さまに応募

券を配布、人気ＮＯ．１商品をお買い上げのお客さまには抽選でプレゼントを差し上げます。秋のおいしさとともに、参

加する楽しみの両方を味わえます。 

 

○「秋のどんぶり」部門 

季節の食材を､これでもかと盛り込んだ､各店舗が自信をもっておすすめする､食欲の秋にふさわしいどんぶりです｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「栗スイーツ」部門 

秋のスイーツを代表する食材といったらやっぱり「栗」。和洋菓子からベーカリーまで名店の腕の見せどころです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「日本酒冷やおろし」部門 

今回初開催部門。全国から２０銘柄をエントリーし、９月１２日（金）～１８日（木）の事前投票により上位１０品を決定、

９月２５日（木）からの本会期に和洋酒売場で販売する、お客さま参加型の特別販売会です。 

【エントリー銘柄（一例）】 

都道府県 蔵元 銘柄 都道府県 蔵元 銘柄

秋田 鳥海山 純米吟醸ひやおろし 岡山 燦然 ひやおろし

山形 初孫 秋あがり 山口 獺祭 純米大吟醸50

福島 金宝 穏 純米吟醸 ひやおろし 香川 金陵 ひやおろし 純米原酒生詰

福井 一本義 伝心 秋 純米生詰原酒 佐賀 七田 雄町7割5分磨き ひやおろし  

＜イーション＞北海道産鮭とチキンの欲張りＤＯＮ ７１０円 

北海道産の鮭をど～んと主役に、秋の味が盛りだくさん。（写真①）

＜米八＞牡蠣とホタテの秋味どんぶり  ９８０円 

カキ､ホタテの甘辛煮や秋野菜をおこわにのせた限定丼です。（写真②

＜ラ・テール セゾン＞濃厚栗プリン ４８７円 

丹波産の栗をぜいたくに使った濃厚な栗プリンです。（写真②） 

＜銀座立田野＞秋の小路 ３２４円 

マロングラッセのようかんにきざみ栗をふんだんに使いました。（写真③）

＜ディーン＆デルーカ＞秋刀魚の炙り丼 １，０８０円 

脂ののった旬の秋刀魚の味をお楽しみください。(写真③) 

＜銀座あけぼの＞栗ひろい ３０３円 

栗の餡をようかんで包み、かわいい栗の形に仕上げました。（写真①） 

 

 

 

 

＜周防＞鮭の親子丼 カニ棒添え １，２９６円 

たっぷりのイクラとサーモンの刺身を豪華に盛り付けました（写真④） 

＜ブールミッシュ＞マロンプリンのパフェ ４５４円 

マロンペーストのプリンをマロン煮､モンブランクリームで仕上げました。 

（写真④） 

①

④ ③

② 

④ ③

② ①
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■催物ＰｉｃｋＵｐ 

 第２回 なごや・なにわ味巡り   東横店西館８階催物場 

会 期  ９月４日（木）～９日（火）  １０時～２１時 ※最終日は１８時閉場 

内 容  今回は名古屋名物ひつまぶし、みそかつ、手羽先、 

 大阪名物たこやき、串カツなど、初出店を含む食料

品店舗を一挙に集め、店舗数を拡大して展開します。

会場内にはフードコートスペースを設け、あんかけス

パゲッティや豚まんなど、出来たての味が楽しめます。

また、＜キャナレット＞パリパリモナカや＜箕面ビー

ル＞ブラウンエールなど、“東横ハチ公”コラボレー

ション商品５種類も販売します。会期中には、名古屋おもてなし武将隊や大阪府のマスコットキャラクターも来

店し、物産展を盛り上げます。 

 第２回 九州浪漫紀行   東横店西館８階催物場  

［第１弾 福岡・大分・佐賀・長崎］  

会 期 ９月１１日（木）～１６日（火）  １０時～２１時 ※最終日は１８時閉場 

内 容  第１弾は「九州北部の名店」が大集結。今回は、長崎中華街の名店＜蘇州林＞ 

がイートインとして４年ぶりに登場し、五島産の剣先イカや島原産の芳寿豚などこ

だわりの食材を使用した東横店限定の上ちゃんぽんが楽しめます。他にも、初出

店の佐賀県＜馬郡蒲鉾＞では、テレビなどで話題のミンチ天を販売します。また、

工芸品では、福岡の久留米餅の＜久留米絣山藍＞や、長崎県のべっ甲＜坂本べ 

っ甲店＞など、おなじみの人気店舗が一堂に集まります。 

［第２弾 熊本・宮崎・鹿児島］    

会 期 ９月１８日（木）～２３日（火・祝）  １０時～２１時 ※最終日は１８時閉場 

内 容 第２弾は「島の逸品」の数々をご紹介します。奄美大島の郷土料理である鶏飯の 

名店＜ひさ倉＞、黒糖焼酎の＜弥生焼酎醸造所＞、また、喜界島の黒糖サター

アンダギー＜南村製糖＞が初出店します。工芸品では、大島紬の＜仁左ェ門工

房＞やハブ皮製品の＜奄美観光ハブセンター＞など、島の逸品が勢揃い。その

他、鹿児島県名物＜天文館むじゃき＞の白熊アイスがイートインコーナーで楽しめます。 

＜箕面ビール＞ブラウンエール 

（３３０ｍｌ） ４６４円 

＜長崎中華街蘇州林＞ 

上ちゃんぽん 1,188 円 

【名古屋おもてなし武将隊による演舞】             【大阪府のキャラクターがやってくる】 

日時：９月６日（土）・７日（日）                   日時：９月４日（木）   

    各日１２時から・１５時から                      １１時から・１４時から・１７「時から 

    （各回３０分程度） 

場所：東横店 西館１階前特設会場                場所：東横店 西館１階 

     ※荒天の場合は中止することもございます。 

＜天文館むじゃき＞ 

白熊（大） ８３２円 

大阪府のキャラクター「モッピー（改名予定）」

が大阪の PR を行います。 

徳川家康、豊臣秀吉、前田慶次などが出演。 

＜キャナレット＞パリパリモナカ 

（ミックスジュース味）１個 ３５０円 

※各日限定５０個。 

 

©2009 Nagoya Omotenashi Busho‐Tai Secretariat 



TOKYU DEPARTMENT STORE NEWS  

 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/ 

－6－ 

 

■美術情報         

 西欧近代絵画逸品展  本店８階美術画廊 

会 期  ９月４日（木）～１０日（水）  ※最終日は１７時閉場 

内 容  西欧近代美術史上に名を残す巨匠、ヴラマンク、ユトリロ、藤田嗣治、シャガール、荻 

須高徳、ビュッフェ、ウォーホルなどの作品約２０点を展示販売します。 

 

 

 

 

 

 前田 泰昭 作陶展  本店８階美術ギャラリー 

会 期  ９月４日（木）～１０日（水）  ※最終日は１７時閉場 

内 容 辰砂、瑠璃、窯変天目など、日本に伝えられた釉薬を、独自に探求し続ける陶芸

家・前田泰昭。独自の辰砂釉を中心とした作品の味わい深い色彩は、作者の心の

風景を表し、見る者に感動を与えます。今回は、日展の出品作を中心とした力作

約５０点を展示販売します。 

 

 

 

 

 欧羅巴アンティーク逸品展  吉祥寺店８階美術サロン・工芸品 

会 期 ９月１１日（木）～１７日（水）  ※最終日は１７時閉場 

内 容  ガレ、ドーム、ラリックのガラス作品をはじめとする西洋美術工芸品、ミュシャのグラ 

フィックアートなどの、アール・ヌーヴォー期の作品から繊細優美なアンティークジ

ュエリーまで、約４０点を展示販売します。 

 

 

 

 

 

 ほまれ×ふみえ ～絵付け作陶展～  たまプラーザ店４階アートサロン 

会 期 ９月１８日（木）～２４日（水）  ※最終日は１７時閉場 

内 容  新進気鋭の若手男女２名の画家が、陶に絵付けというスタイルで絵画表現をはじ 

め、さまざまな場所で展示会を行い、高い評価を得ています。今回は、最新の作 

品約１５０点を展示販売します。 

 

モーリス・ド・ヴラマンク 「花瓶の花」 

「2013 –曙光」

ミュシャ ポストカード 「４月」

伊藤 誉 「Space」 


