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ｑコーポ 

コロナ禍を経てお中元はよりカジュアルなギフト習慣へ 

夏に嬉しい思いがけないギフトから、神奈川の名店・老舗の味まで多彩に 

６月３日（金） 午前１０時スタート 

２０２２ そごう横浜店「お中元ギフトセンター」オープン 
 
そごう・西武は２０２２年のお中元に「おうちグルメ」を提案いたします。コロナ禍を経て定着したご自宅で人気店

や各地のごちそうを楽しみたいというニーズはお中元にも大きく影響しており、一昨年からの傾向として定番のギフ

ト商品以外にもごちそうメニューの人気が伸長し、気軽に贈り合うカジュアルなギフトも好調に推移。そこでそごう・

西武では新たなお中元のニーズに対応するため、産地や素材にこだわった「夏のごちそう」、「私ならではの思いが

伝わる夏のごあいさつ」をテーマに提案し、加えて関心の高まっているサステナビリティに配慮した「アラスカシーフ

ード」も特集いたします。お世話になった大切な人への贈りものや、気のおけない親しい人への嬉しいギフトまで充

実のラインナップでお中元をご提案いたします。 

また、そごう横浜店ではそごう・西武共通商品に加え、今年のお中元においても地元・神奈川の名産品を揃えた

「おすすめギフトセレクション」をご用意。今年注目されている観光地・鎌倉の名産品をクローズアップするほか、神

奈川のグルメ、ビール、横浜中華、スイーツなど約３００アイテムをご紹介してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今年のおすすめ品＞  

そごう・西武 共通ギフト  

■産地や素材にこだわったデパ地下ならではの「夏のごちそう」（全７ＳＫＵ） 

魚・肉・野菜・フルーツと産地や素材にこだわった夏にぴったりのごちそうをご提案。温めるだけで簡単にこだ

わりの味が楽しめるものから、あえて素材にスポットを当て調理の工程もお楽しみいただける品々などお贈り

先に合わせてお選びいただけます。 
 
代表商品 
●うなぎ坂東太郎 蒲焼  ２１,６００円  送料込み・冷凍 
［蒲焼×２（計２７０ｇ） 蒲焼ハーフ×６（計４２０ｇ） 
＜うなぎは国産＞タレ１５ｍｌ 山椒×各８］  
職人が備長炭で１枚ずつ焼きあげた、香ばしくふっくらとした蒲焼です。 
利根川の天然鰻に近づけた素材の「国産の養殖鰻ブランド・うなぎ坂東太郎」 
のうまみをご堪能ください。 

 

●九州産黒毛和牛 T ボーンステーキ用 ２１，６００円  送料込み・冷凍 

[２枚計１０００ｇ（牛ロース肉・ヒレ肉・骨含む）＜九州産＞ 刻みわさび３０ｇ] 
国産黒毛和牛の２つの部位を１度で味わえるＴボーンステーキです。Ｔ字形の骨の 
左右には、サーロインとヒレが並びます。 
素材のうまみが生きたぜいたくな味わいをぜひお召しあがりください。 

そごう横浜店 ２０２２お中元ギフト 概要 

■お中元ギフトセンター 会期：２０２２年６月３日（金）～７月１９日（火） 

※営業時間はそごう横浜店の営業時間に準ずる。 ※最終日は午後５時閉場 

■展開場所：そごう横浜店 ８階=お中元ギフトセンター 

■お中元ギフト取り扱い点数：約１,９００点 (そごう・西武共通カタログ＋横浜店カタログほか合計) 

 （店頭には約１,３００点を展示） 

■＜ネットでラクラクギフトショッピング＞ 西武・そごうのショッピングサイト「e.デパート」  

会期 ：２０２２年５月１２日（木）午前１０時～８月４日（木） 午後４時５９分まで＞ 

URL：https://edepart.omni7.jp/basic/a10010000 

■売上目標(そごう・西武)：既存店前年比１００％［内インターネット 前年比１０５％］ 

 

※本リリースの画像はイメージ、商品価格はすべて税込です。 
 

https://edepart.omni7.jp/basic/a10010000
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●高知産 藁焼き生かつおタタキ １０，８００円 配送料込み・冷蔵 

[生鰹タタキ〈高知産〉２節（計７００g）、タタキタレ１００ｍｌ×２、 

土佐の塩丸(粗塩)３０g、和からし３０ｇ、薬味ほか] 

土佐で親しまれる郷土の味。高知で水揚げされたかつおを 

朝の市場で目利きし、職人が１本ずつ状態を確かめて捌き香ばしく焼あげます。 

 

●新潟 佐藤大農園 りんごあめ ３種の茄子とピクルスのセット ５,１８４円 

配送料込み 

[白茄子４個 ゼブラ茄子３個 十全茄子５個 ピクルス×１（茄子は新潟産）] 
土作りと栽培方法にこだわったブランド茄子・りんごあめは、甘く柔らかな果 
肉が楽しめる自慢の茄子。こだわりの 3種類の茄子とピクルスをセットにしました。 

 

■従来のお中元の形にとらわれない。「私ならではの思いが伝わる夏のごあいさつ」 

（全８ＳＫＵ） 

パフェアイスやカレーパンなど、今までのお中元では選択肢としてなかった商品もおうちグルメニーズの高まり

で人気に。かしこまった季節の挨拶ではなく、身近な人へのカジュアルなギフトとしてオススメです。 
 
ひんやり甘い、涼味にやすらぐ夏の昼さがり 

代表商品 

●伊藤久右衛門 抹茶パフェアイスバー８本入 ６,０００円  配送料込み・冷凍 

[まっちゃ・いちご・とろぴかる×各２ さくら・もんぶらん×各１] 

京都・宇治。伊藤久右衛門の抹茶パフェを手軽に食べられるアイスバーに。 

いちご、さくら、トロピカル、モンブランの季節の味わいを詰め合わせました。 

 

ピリッと辛い、刺激に華やぐ夏の団らん 

●代官山シェ･リュイ 代官山カレ-パンセット ５,４００円   

配送料込み・冷凍 

［カレーパン辛口５個入×２ レギュラー５個入×１］ 

代官山の名店シェ・リュイのカレーパン詰合せです。 

福神漬けを加えた味わいが楽しめます。 

 

 

 

■天然でサステナブルな美味しさを「アラスカシーフード」（全４ＳＫＵ） 

アラスカ産シーフードの特長は、漁法・漁獲量を厳しく管理し、魚の養殖が禁止されているため１００％天然の

シーフードであることです。アラスカ産のシーフードを贈ることが贈り方のサステナブルなアクションにつながり

ます。 

代表商品 

●湯島丸赤 銀鱈西京漬 ９,９３６円   配送料込み・冷凍 
[銀鱈西京漬〈銀鱈はアメリカ（アラスカ）産〉×５] 
アラスカで育った天然の銀鱈を使用。 
湯島の名店がお店独自の西京味噌に漬け込んで、味わい豊かに仕 
上げました。 
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そごう横浜店 おすすめギフトセレクション (約３００種) 

神奈川グルメから、夏のスタミナグルメまで。 ※商品は一例です。 

 

鎌倉、どの味、贈ろう。 
今年注目の観光地・鎌倉。鎌倉ブランドをご紹介します。 

◆鎌倉豊島屋／鳩サブレ―(２５枚入) ３，２４０円 

 

◆鎌倉紅谷／谷戸めぐり 

(クルミッ子×８、あじさい×５、鎌倉だより×１２) ３，２４０円 

一番人気の「クルミッ子」などが入った詰合せ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆鎌倉ビール／月星花６本セット 

(花[ブラウン]、月[アルト]、星[ペールエール] 各３３０ｍｌ×各２本)   

５，１９２円 配送料込み・冷蔵 

無濾過、生にこだわり、原料の旨みを引き出したビール。 
 

◆奥鎌倉 北條／葉山牛ビーフシチュー  

(神奈川県産葉山牛ビーフシチュー２００ｇ×１[冷凍]、 

デミグラスソース２００ｇ×１[冷凍]) 限定７０セット ８，５７０円 配送料込み・冷凍 

葉山牛の味わい深いコクを堪能できるビーフシチュー。 

 

◆鎌倉御代川／葉山牛しぐれ煮 ３点セット 

(葉山牛しぐれ煮・葉山牛しめじしぐれ煮・葉山牛ごぼうしぐれ煮各８０ｇ) ４，５３６円  

 配送料込み・冷蔵 

建長寺ご用達の鎌倉銘店の味。 
 

◆鎌倉 井上蒲鉾店／蒲鉾詰合せ  

(二色玉子×１、焼蒲鉾×１、梅花はんぺん・小判揚×各５枚、 

静の笛×２袋)  ６，４８０円   

配送料込み・冷凍 

培われた素材と技が織りなすかまぼこの銘店から。 
 

◆ローストビーフの店 鎌倉山／黒毛和牛モモローストビーフ (黒毛和牛モモローストビーフ３００ｇ、 

ローストビーフソース２０g×５、西洋わさび４．５ｇ×６) １０，８００円  配送料込み・冷凍 

  塩・コショウで味付けし、じっくり焼き上げ、肉本来の旨みを引き出しました。 
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◆鎌倉 福来鳥／大根スープセット (ザ・soup 大根２５０ｇ×３、大根スープカレー２５０g×３、かりんとう１３０g×２) 

 ５，４００円  配送料込み・冷凍 

  歴史ある「鎌倉大根」を使ったメニューが人気の銘店。 

 

◆鎌倉珊瑚礁／カレーレトルト (ビーフカレー２２０g×２、ポークカレー２２０ｇ×２、キーマカレー２２０ｇ×１、 

ホタテカレー２２０ｇ×１) ５，２２２円 

１９７２年に鎌倉七里ヶ浜に創業したレストラン珊瑚礁のこだわりカレーセットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、おすすめの神奈川グルメ 

神奈川グルメとクラフトビール 

◆横浜ビール／ラガーセット（ピルスナー・横浜ラガー 各３３０ｍｌ×各３本） ４，２６８円 配送料込み 

 

◆特撰和牛大和(だいわ)神奈川県産横濱ビーフサーロインステーキ用  

 (サーロイン１枚 約１６０ｇ×３枚[解凍]) １６，２００円  配送料込み・冷蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜中華 

◆菜香／中華点心詰合せ ４，００１円 配送料込み・冷蔵 

 （えび入り肉焼売４入、えび蒸し餃子４入、小籠包４入、ニラまんじゅう４入、えびワンタン１０入）   

 

◆聘珍樓／ふかひれ姿煮セット(味付けふかひれ１枚、煮込み用スープ２００g×２) １９，４４０円 配送料込み 

 

◆萬珍楼／点心詰合せ”感謝”  ３，６０１円 配送料込み・冷凍 

(豚肉焼売３８ｇ×４、海鮮蝦焼売３３ｇ×４、蝦蒸餃子３０ｇ×４、肉小籠包３０ｇ×４)  
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神奈川・横浜スイーツ 

◆マーロウ／プリンとジュレの涼菓セット  ５，９９４円 配送料込み・冷蔵 

 （北海道フレッシュクリームプリン×２、片浦レモンとはちみつのブリュレプリン×２、有田みかんのジュレ×１）  

◆タカナシ／横濱馬車道あいすセット ４，３２０円  配送料込み・冷凍 

 (カスタード・バニラ・渋皮栗・緑茶みるく・みるく大納言各１１０ｍｌ×各２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、そごう横浜店の美味セレクション 

◆京らく製あん所／水ようかん ９個入(水ようかん×９個)  ４，６４４円 配送料込み 

◆ザ・ペニンシュラブティック&カフェ／ヴェリーヌ６種 ５，３００円  配送料込み 

 (マンゴープリン・チョコレートプリン・杏仁豆腐・マンゴー&パッションフルーツセリー・ストロベリー＆ライチゼリー・ 

 グレープフルーツゼリー×各１個) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと華やぐおうち時間を贈る 
◆牛鍋処 荒井屋／仙台黒毛和牛 すき焼用自家製割下付 

(宮城県産ロース５００ｇ、牛脂、割下１８０ｍｌ)  １０，００１円 配送料込み・冷蔵 

※６月２２日(水)～７月中旬のお届けとなります。 

 

◆牛兵衛 草庵／黒毛和牛 六種焼肉セット  １０，８００円 配送料込み・冷凍 

（ヘッドバラ・ウラバラ・カイノミ・フランク・中落ちカルビ各１００ｇ、 

カルビ〈ダイヤモンドカット〉１５０ｇ×１、つけだれ１５０ｍｌ×１、 

もみだれ１５０ｍｌ×１、コチュジャン５ｇ×３、牛脂付き）  

 

◆浜名湖うなぎ／長蒲焼２枚入 ６，４８０円 配送料込み・冷凍 

（うなぎ蒲焼１２０ｇ×２、たれ〈山椒付き〉 １０ｍｌ×４）  

 

◆滋賀・近江今津 西友(にしとも)／うなぎ炭火焼蒲焼 １０，８００円  

配送料込み・冷蔵 

（うなぎ蒲焼３尾[合計４００ｇ]、 

たれ２０ｇ・粉山椒×各３〈うなぎは国産：養殖〉）  
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サービス面など 

ギフトセンターでのお得なミレニアムメンバー限定特典 

●お中元ギフト 早期特別ご優待会 会期： ６月３日（金）～６月３０日(木)  ８階=お中元ギフトセンター 

※店頭での早期特別ご優待会は、ミレニアム／クラブオン 会員限定企画となり、会員のお客様は期間中 

９２６品目の商品が５％～１５％ＯＦＦとなります。 

 

●西武・そごうオリジナル 「おかいものクマ ドリンクカップカバー」プレゼント  

会期中、お中元ギフトセンターにて、１回のお会計につき税込１５,０００円以上お買い上げの 

先着４，４００名さま（そごう横浜店合計）に「おかいものクマ ドリンクカップカバー」を 

１点プレゼントいたします。 ※無くなり次第終了となります。 

 

西武・そごうのショッピングサイト「ｅ.デパート」での特典  

●e.デパートお中元ギフト 早期特別ご優待会：５月１２日（木）午前１０時～６月３０日（木）午後１１時５９分まで 

インターネットでは、９２１品目の商品が５％～１５％ＯＦＦとなります。 

   

●西武・そごうのショッピングサイト「ｅ.デパート」（インターネット注文）なら、どなたでも特別ご優待。 

ご優待割引後の１件のお届け先につき、３，０００円（＋消費税）以上の商品は送料無料となります。   
※ 配送料込みギフトは対象外となります。 

※ お中元ギフトカタログに掲載のｅ.デパートマークの付いているお品物、およびインターネットに掲載されている 

お品物が対象となります。 

※ｅ.デパートご利用には、オムニ７サイトでの会員登録（無料）が必要となります。 

 

 

 

■お中元ギフトセンター 店頭の混雑・密集回避に向けた取り組み 
コロナ禍で店頭混雑などに不安のあるお客さまに向けて、今回の中元ギフトについても継続してお客さまが安心して 

お買い物ができる環境をご提供します。 
 
・少人数でのご来店を推奨（会場内が混雑した場合は、入場を制限させていただく場合がございます。） 

・会場入り口などに消毒液を設置 

・お客様への手指のアルコール消毒及びマスク着用のご協力のお願い 

・ご希望のお客様に検温を実施 

・混雑時のソーシャルディスタンス確保のお願い 

・混雑が見込まれる時期を避けてのご来店の推奨 

・販売員はマスク着用 

・承りカウンターのお客さまとお客さまの間の座席間隔拡大 

・承りカウンターのお客さまと承り係員の間に飛沫感染防止対策としてアクリル板を設置 

 

 

 

 

 

 


