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東横店
西館８階
催物場

本店
３階
イベント
サロン

８階
美術画廊

８階
美術
ギャラリー
吉祥寺店
８階
催物場

＊ １０時～２１時
第３１回
福島物産展

ワコール ビッグバザール

たまプラーザ店
３階
催物場

４階
アート
サロン

婦人靴・ハンドバッグ
バーゲン
【同時開催】春の
ファッションウィッグ
フェア

＊ 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）
＜シモンズ＞
ベッド特別販売会

銀座マギー
底値市

有馬 和彦 油絵展

清水 航 日本画展

新進気鋭の作家たち展

熊谷 守一 版画展

棟方 志功 作品展

ヨーロピアン・
アンティーク・テーブルウェア展

銀座花菱
春のエレガンスバーゲン

銀座マギー
春夏新作受注会
紳士服イージーオーダー

メガネ サングラス
フェア

高岡 香苗
絵画展
モダンアート展

大城 真人 油絵展

地中海工芸展

祈りの彫刻展

塚原 貴之
油絵展

若手日本画
作品展

＊ １０時～２０時
武蔵野アウトレット
【同時開催】
婦人服・雑貨
ファッションセール

８階
ユトリロとエコール・ド・パリの
美術サロン
画家展

８階
工芸品
コーナー

第６回 長崎物産展

第7回
北海道 小樽・函館まつり
【同時開催】北の銘菓特集

春の北海道展

西洋骨董逸品展

イロイロガラス ｔｏ ビーズ。３

なるほど！ハンズ市！
【同時開催】
渋谷東急ハンズ４０周年企画/
小鳥雑貨コレクション
～吉兆吉鳥とりづくし２０１９～

ＫＩＣＨＩＪＯＪＩ パンフェスタ

武蔵野ボロ市

一語一絵 宮本 幹太 展

鷲森 秀樹 油絵展

現代絵画
精鋭作家展

島田 琴絵・島田 東秋 二人展

寺門 由紀 絵画展

Ｊ-ＰＯＰ アート展

＊１０時～２０時
クラフト雑貨マルシェ
＜シモンズ＞
ベッドバーゲン

水森亜土の
カワイイ作品展

美味お取り寄せ
人気店と名店の味

デサップ 油彩画展

春のメンズ大市

石井 清 絵画展

宝飾・時計展

４DAYS
婦人服・雑貨
バーゲン

阪井 茂治 作陶展

※価格表示はすべて税込みです

株式会社 東急百貨店 秘書広報部
〒150-8019 東京都渋谷区道玄坂 2-24-1 TEL 03-3477-3103（直通） FAX 03-3462-4689
E-mail：kouho@tokyu-dept.co.jp URL https://www.tokyu-dept.co.jp/

第４４回
日本の職人展

ムラカズユキ
作品展

TOKYU DEPARTMENT STORE NEWS
■催物Ｐｉｃｋ Ｕｐ
【第６回 長崎物産展】
３月１４日（木）～１９日（火） 東横店８階催物場 １０時～２１時 ※最終日は１８時閉場
長崎の新鮮な魚介類を使った、惣菜やお弁当が集合。イートインには対馬で水揚げされた肉厚で脂のりが抜群の穴
子を使用した天丼が召しあがれる＜梅ヶ枝荘＞や名物の長崎ちゃんぽんが味わえる＜長崎中華街 蘇州林＞が出店。
毎年好評の長崎カステラ店舗が集結した「長崎カステラ味くらべ」も開催します。伝統的な食文化や技術に触れること
のできる長崎物産展をどうぞお楽しみください。
○出店店舗数：３２店舗

イートイン

イートイン

初出店

＜長崎中華街 蘇州林＞

＜梅ヶ枝荘＞

＜長田食品＞

長崎海鮮極上 ちゃんぽん

対馬産穴子天丼（吸い物付き）

無添加 あご旨だし

（１人前） １，８０１円

（１人前） ２，７００円

（８ｇ×２０） １，６２０円

長崎でも希少な足赤海老をはじ

大村産うにとヒラス丼（吸い物付き）

めとする海の幸をふんだんに使

（１人前） ２，７００円

ったぜいたくなちゃんぽんをイー

長崎の海の幸を使った、２種類の催

トインコーナーで提供します。

し限定メニューです。ぜひ、この機

良質なあごの漁場として有名な
平戸港で水揚げされた新鮮な
あごの旨みだけを凝縮しただし
パックです。おみそ汁だけでは
なく煮物、鍋料理などにもおす
すめです。

会にご賞味ください。

【イベント】
長崎がんばらんば隊の隊長「がん
ばくん」と副隊長の「らんばちゃん」
が来店
３月１６日（土）・１７日（日）
各日 １３時、１５時
＜松翁軒＞

＜坂本べっ甲店＞

カステラ・チョコラーテ（各０．６号）

各１，１８８円
１６８１年創業の長崎カステラ老
舗＜松翁軒＞。素材にこだわ
り、職人が１枚ずつ丁寧に焼き
上げたこだわりのカステラをお
楽しみください。

本べっ甲「ふくろう」
(本体サイズ：横７×奥行８×高
さ１１㎝、ガラスケース付)

【お楽しみ抽選会】
期間中、「長崎物産展」会場内で

９８２，８００円 ※現品限り

３，２４０円（税込・レシート合算可）

厳選されたべっ甲を巧みに使

以上お買い上げの先着３，０００名

い、羽の１枚１枚を高度な技術

を対象に、ハズレくじなしの抽選会

で張り合わせた逸品です。

を実施します。
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【第７回 北海道 小樽・函館まつり / 同時開催 北の銘菓特集】
３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
北海道屈指の人気スポットである小樽と函館の美味が一同に集結。港町ならではの海の幸をはじめ、大地の
恵みや人気の銘菓も勢ぞろいしました。イートインコーナーでは、函館からラーメンの＜北浜商店＞が出店。
地元函館で２０年間人気ＮＯ.１の「白みそラーメン」や王道のあっさり味の「函館塩ラーメン」をご提供します。
その他のイートインでは、明治１２年創業の老舗レストラン＜五島軒＞をはじめ、＜おたる巽鮨＞、＜やきにくれすとら
ん沙蘭＞＜朝市食堂 函館ぶっかけ＞など、さまざまなお味をお召し上がりいただけます。また、同時開催の「北の銘
菓特集」では＜MORIMOTO＞の「ハスカップジュエリー」や、＜函館志濃里＞の「カマンベールチーズケーキ」など、
北海道ならではの銘菓も勢ぞろいします。
○出店店舗数：２８店舗

イートイン

＜北浜商店＞

＜マルヒロ太田商店＞

＜函館志濃里＞

白みそラーメン

ジャンボタラバガニコロッケ

カマンベールチーズ

（１人前） ９１８円

（１個） ６４８円

（量り売り １００g 当たり） ３５７円

看板商品はこの白みそラーメン。

タラバガニの身がたっぷり入

北海道産のカマンベールをぜいた

あっさりながらコクのあるスープと

った人気商品です。男爵いも

くに使って焼き上げたしっとりタイプ

麺は中太ちぢれ麺。油は少な目

との相性も抜群の一品です。

のチーズケーキです。

で最後まで飽きのこないラーメン
です。
ンです
【特別限定販売】
３月２３日（土）～２５日（月）
＜北菓楼＞夢不思議（３個入） ５４０円 ※一人２点限り
※各日１４時・１８時からの２回販売 ※各回５０点限定
※航空便の到着状況などにより、販売時間が遅れる場合がございます
【ミスはこだて来店！ 世永なつきさん】
３月２１日（木） １０時～１７時 ・ ２２日（金） １０時～１１時半
※不在の時間帯がございます
各日先着１５０名に粗品をさしあげます。
【名産品が当たる！ お楽しみ抽選会】
期間中、会場内で５，４００円（税込・レシート合算可）以上お買い上げの先着３，０００名を対象に、名産品
が当たる抽選会を実施ます。
※一人１回限り、なくなり次第終了とさせていただきます。
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【春の北海道展】
３月７日（木）～１３日（水） 吉祥寺店８階催物場 １０時～２０時 ※最終日は１７時閉場
＜ロイズ＞の人気の「生チョコレート」をはじめ、初出店の＜ラ・パナデリーア ドッツ＞のもちもちとした食感のドーナ
ツなど北海道で話題のスイーツが東急百貨店吉祥寺店に到着。豪快な海鮮弁当の実演販売や、素材のおいしさを生
かした惣菜の量り売りなど、物産展ならではの楽しみも満載です。また３月９日(土)・１０日(日)の２日間、１階南口では、
２０１８年９月６日に発生した北海道胆振東部地震により甚大な被害に見舞われた「むかわ町」の応援企画を行いま
す。
○出店店舗数：４４店舗

初出店
＜ロイズ＞

＜ラ・パナデリーア ドッツ＞

＜ポケットピザ＞

生チョコレート[桜フロマージュ]

シュガードッツ

タラバ蟹のベシャメルソース

（２０粒入） ７７８円 ※数量限定

（１個） ２５０円 ※各日６０個限定

（１個）５０１円

クリームチーズといちごが香るホワイ

“パンで世界を旅しよう”世界を提案

トチョコレートに、春を感じる桜フレ

するベーカリーをコンセプトに、海外

ーバーを加えました。

の本格パンを提供するパンのセレク

イタリア南部地方発祥の「包み揚げ
ピザ」を北海道の食材で作った「ポ
ケットピザ」。外はサクサク、中はモ
チモチの生地に、濃厚なクリームと
チーズ、たっぷりの蟹をぎっしり詰め
ました。

トショップ＜ラ・パナデリーア＞。もち
もちとした食感が他にないドーナツ
です。

【「むかわ町」応援企画】
３月９日(土)・１０日(日)
１階南口特設ブース

＜ファットリアビオ北海道＞

＜道の駅なかがわ＞

イタリア職人がつくるカチョカヴァロ

猿払産ホタテと北海道牛食べ比べ

（５００ｇ） ２，９７０円

（１折） ２，１６０円

コクのあるミルキーな味わいが特徴

猿払産の大ぶりなホタテと北海道牛

のカチョカヴァロ。焼き目をつけて食

を同時に楽しめる豪華弁当です。

べても絶品です。

２０１８年９月６日に発生した北海道
胆振東部地震により甚大な被害に
見舞われた
「むかわ町」の
復興支援グッズを
販売します。
「春の北海道展」期間中、会場内の
むかわ町＜カネダイ大野商店＞商
品を３，０００円（税込）以上お買い上
げの先着１００名にプレゼントをさしあ
げます。
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【KIＣHIJOJI パンフェスタ】
３月２１日（木・祝）～２６日（火） 吉祥寺店８階催物場 １０時～２０時 ※最終日は１７時閉場
第２回目となる大人気パン催事を開催！銀座の行列店＜俺のＢａｋｅｒｙ＆ｃａｆé＞や、地元で人気＜石窯パン ふじ
み＞といった有名店も初登場。また、第１回目にも人気を博した＜ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション＞からは季
節限定商品もお目見えします。２３日(土)・２４日(日)には普段は地元でしか食べることのできない、福島県小野町のご
当地スイーツが登場。さまざまなパンをお楽しみいただける６日間をお届けします。
○出店店舗数：・・パン２５店舗 その他４店舗

初出店

初出店

＜俺のＢａｋｅｒｙ＆ｃａｆé＞

＜ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロ

＜石窯パン ふじみ＞

銀座の食パン～香～

ブション＞

林檎酵母の天然酵母食パン

（１本、２斤・９００ｇ) １，００１円

[初出品]

（１斤） ５６１円

岩手県中洞牧場の完全自然放牧

苺とクリームチーズのクロワッサン

石窯で丁寧に焼き上げた食パン。

「山地酪農」で育てられた牛から採

（１個） ４８０円

小麦と林檎の酵母によって醸し出

れる牛乳をたっぷりと使用したミル

ミシュラン三つ星のジョエル・ロブシ

される上品な甘さと香りを、ふんわ

ク食パン。

ョンによるブーランジェリーから季

り食感でお楽しみください。

節限定品も登場！

【福島県ご当地バーガー 期間限定出店】
３月２３日(土)・２４日(日)限定

初出店

初出店

＜佐世保バーガー ビッグマン＞

＜ベアホリック＞

元祖ベーコンエッグバーガー

ベアケーキ

（１個） ７０２円

（１パック、１５個入） ６８０円

地元で人気Ｎｏ．１！自家製パテ

厳選バターを生地に練り込ん

ィに香り高いベーコン。かぶりつ

だかわいいテディベア型のひと

きたくなる、１品です。

くちサイズホットケーキ。

トーストした焼きたてのバンズに冷たい

会場で焼き上げたアツアツをお

アイスを挟んだアツアツ・ヒンヤリな逸

召し上がりいただけます。

品です。

＜小野町商工会青年部＞
おのまち小町バーガー
（１個） ４００円
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■美術情報
清水 航 日本画展 本店８階美術画廊
会期
３月７日（木）～１３日（水） ※最終日は１７時閉場
内容
日本画の伝統的な装飾性を生かしながら、新しい日本画を創造
する清水航。その作品は、四季の移ろいやきらめく花々、動物
たちの息遣いが感じられます。今回は、色鮮やかに描かれた
命の美しさを描いた作品約３０点を展示販売します。
「雪中散歩」

大城 真人 油絵展 本店８階美術画廊
会期
３月２１日（木）～２７日（水） ※最終日は１７時閉場
内容

フランス・ナントに在住し、独自の技法でヨーロッパの四季折々の
変化を細やかに描く大城真人。今回は、紺碧の地中海を臨む
コートダジュールから北の海に浮かぶ神秘的なモンサンミッシェル
まで、フランスの変化に富んだ独自の美しい地方都市の風景を
描いた作品約４０点を展示販売します。
「コートダジュールの浜辺」

西洋骨董逸品展 吉祥寺店８階美術サロン
会期
３月７日（木）～１３日（水） ※最終日は１７時閉場
内容
１９世紀末に誕生し、１００年以上経過した現在でも多くの人々を
魅了する装飾芸術「アールヌーヴォー」「アールデコ」を代表する
エミール・ガレ、ドーム兄弟、ルネ・ラリックのガラス工芸をはじめ、
繊細で優美なヨーロッパアンティークジュエリーを展示販売します。

ミューラー「アネモネ文花器」

水森亜土のカワイイ作品展
たまプラーザ店４階アートサロン
会期
２月２８日（木）～３月６日（水） ※最終日は１７時閉場
内容
日本を代表するイラストレーター水森亜土の版画を中心に紹介します。
今や女性３世代にわたって人気がある「永遠のカワイイ世界」を
お楽しみください。

©水森亜土
「キャワキャワ」
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