
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

京都店閉店売りつくしセールの概要について 

平成１８年１１月８日 

株式会社近鉄百貨店

報道関係者各位 



 

 

大正９年「京都物産館」として創業以降、「丸物」を経て今年で８６年の

京都店は、来年２月２８日（水）をもちまして閉店いたします。長年のご

愛顧への感謝の気持ちを込めて開催する閉店セールの概要が決まりました

のでお知らせします。  

１． タイトル 近鉄京都店 閉店売りつくしセール 

２． 期 間 平成１８年１２月１日(金)～平成１９年２月２８日(水) 
※期間を４期にわけて実施します。 

  〔期間･タイトル〕 
 第Ⅰ期 平成１８年１２月１日（金）～１２月３１日（日） 

「京都店閉店 売りつくし第一章 ８６年ご愛顧感謝セール」 

 第Ⅱ期 平成１９年１月２日（火）～１月３１日（水） 

「京都店閉店 売りつくし第二章 全館驚異の大処分セール」 

 第Ⅲ期 平成１９年２月１日（木）～２月１８日（日） 

「京都店閉店 売りつくし第三章  

いよいよラストスパート 売りつくしファイナルセール」 

 第Ⅳ期 平成１９年２月１９日（月）～２月２８日（水） 

「京都店閉店 売りつくし最終章  

ラスト１０日間ファイナルカウントダウンセール」 

３． 売上目標 約１００億円（期間計増収目標） 

４． セールの概要  

 セール期間中は、閉店売りつくしセールならではのビッグス

ケールで、お買得品満載の全館セールを開催します。  
京都店の店頭商品の処分セールを中心に、近鉄百貨店全店の

総力を集結した特別な企画セールも交え、百貨店らしい上質な

商品をお買得価格で展開します。  

３カ月にわたるセールを４つの期間にわけ、全館で大規模な

バーゲンコーナーを設置し、様々なお客様の生活スタイルに合

わせたご奉仕セールをぞくぞくと開催します。  
また、期間中はセールだけではなく、クリスマスや福袋、バ

レンタインなどシーズン商品の展開や、季節のイベントも開催

します。同時に抽選会や、なつかしい京都丸物時代の記念グッ

ズの販売、昔、開催した人気の売出しを復活させる等、楽しい

企画満載でお客様をお迎えします。  

1 



 

 

 
  平成１８年１２月１日（金）～１２月３１日（日） 

京都店閉店 売りつくし第一章 ８６年ご愛顧感謝セール 

  他社に先がけて１２月よりお買得品満載のセール「８６年ご愛顧感

謝セール」を開催します。百貨店ならではのブランド品や上質の商品

を、早くもお買得価格で展開します。  
 

    

  
・１２月１日（金）～６日（水） ※価格は税込み  
【1 階】アクセサリー売場  

花珠パールネックレス・イヤリングセット  
（鑑定書付)限定３０       88,000 円

【１階】婦人くつ売場  
ロングブーツ・ハーフブーツ 限定 10  各種 5,250 円

【３階】婦人服売場  
＜有名ブランド＞ロングコート 限定 50   21,000円

【４階】呉服売場 西陣織袋帯 お仕立て別  
限定 50  31,500 円

【４階】特選紳士服売場＜有名ブランド＞スーツ各種  
 限定 50 50,000 円  

・１２月７日（木）～１３日（水） ※価格は税込み  
【２階】ハンドバッグ売場  

＜有名ブランド＞ショルダーバッグ  
限定 30  6,650 円  

【４階】トラベルバッグ売場  
＜有名メーカー＞スーツケース  

限定 50 13,000 円  
【４階】婦人プレタポルテ売場  

＜セリザワ＞レザーリバーシブルジャケット  
限定 10 39,900 円  

【４階】宝飾サロン  
現品限りお値打ち宝飾 50%OFF 大奉仕  
・Ｋ１８ホワイトダイヤモンドネックレス  

(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 1.00ct)  168,000 円  
      ・PT ブラックダイヤモンド ダイヤモンドリング
              (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 1.20ct)  283,500 円  

【４階】紳士フォーマルウエア売場  
フォーマル３点セット(ｽｰﾂ､ﾜｲｼｬﾂ､ﾈｸﾀｲ)  

限定 30 28,000 円  
【６階】絨毯売場 中国製ウール段通  

(毛 100% 約 244×244cm)  限定 10  63,000 円
【７階】美術工芸品売場 稲垣雅彦「赤富士」  73,500 円  

  

第Ⅰ期 

各階の主な商品展開例 
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１２月１日（金）～平成１９年２月２８日（水） ２階 特設会場

《ガールズコレクション》（330 ㎡） 

CECIL MｃBEE、ｍｉｍｉｌｙ、Ｒｉｓｔｙ、ＬＩＰ  Ｓ
ＥＲＶＩＣＥ、ＬＩＺ  ＬＩＳＡ、ＳＰＩＧＡ、ｇｏａなど
東京･渋谷のセクシー系１８ブランド

．．．．．．
を展開。  

  《マルイ アウトレット》（165 ㎡） ★関西初 

ｒｕ、タスタス、マルイのオリジナルブランドなどのエレ

ガンス系７
．
ブランド
．．．．

のヤングレディスファッションからバ

ッグや靴などの雑貨までをアウトレット価格で展開。  

《パル アウトレット》（165 ㎡）  
ファッションメーカー･パルグループのレディスファッシ

ョンをアウトレットならではの価格で展開。Ｄｏｕ Ｄｏｕ、
ＣＩＡＯＰＡＮＩＣなどカジュアル系８

．
ブランド
．．．．

を展開。 

 
   

 
  

 
○夢見るクリスマスレシート抽選会 

１２月２１日（木）～２５日（月） 全館（一部対象外売場有）  

期間中、お買いあげレシートのラッキーナンバーが１１、

３３、５５、７７、９９（奇数のぞろ目）になれば、７階

の抽選会場で、ペア海外旅行やクリスマスソングのＣＤ等

豪華景品が当たる抽選会にご参加いただけます。 

 
  

 
○販売員によるバルーンサンタ 

１２月２４日（日）～２５日（月） 全館 

期間中、サンタクロースに扮した販売員が館内に登場。楽

しいバルーンアートをお子様にプレゼントします。 

 
 
 

特 別 催 事 

感 謝 企 画 プラッツ最後の楽しいクリスマスイベント 

９０日間限定ｼｮｯﾌﾟ「ガールズスクエア」を特設 
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 平成１９年１月２日（火）～１月３１日（水） 

京都店閉店 売りつくし第二章 全館驚異の大処分セール 
  

冬のクリアランスセールを含め、全館規模での売りつくしに規模を

拡大して展開します。また新春にふさわしい楽しいイベントや、福

袋もご期待下さい。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月２日（火） 全館 

先着６００名様に抽選で、液晶テレビなど豪華な景品が当

たる新春初笑い福袋を販売。また各階のブランド福袋も、

京都店オリジナル切手セットなどの景品が総勢 1,000 名に
当たるスクラッチカードがもれなく付いています。  
また、１月２日初売り開店時には、開店前から並ばれるお

客様に金運があがるといわれのある鎌倉銭洗弁天でお清め

した５円入りの記念オリジナル「カイロ」を 1,000 名様に
プレゼントします。   

   

  １月２日（火）  

お祝い事やお祭りなどでお馴染みの獅子舞がやってきま

す。笛や太鼓の音色と共に店内をねり歩き、今年一年のお

客様の厄払いをします。  
 □時 間＝１１時／１３時／１５時 

 
   

  １月１１日（木）～１７日（水） ７階催会場 

昭和２９年頃の京都丸物の名物特売「活端市」は、“活かし

て使える半端ものを集めた格安市”として人気の催しでし

た。この催しを復活させお買得品を展開すると同時に、日

本酒『カッパ黄桜』のイラスト画家・小島功氏の原画も展

示します。 

第Ⅱ期 

最後の初売り 

特 別 催 事 丸物名物「活端
か っ ぱ

市
いち

」閉店売りつくしセール  

新春イベント 獅 子 舞  

新 春  初 笑 い 福 袋 等
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  １月２日（火）～３１日（水） ４階サービスカウンター

京都の皆様に“再びご縁がありますように“との想いを込

めて、５円の入ったオリジナルの福財布を期間限定で販売

します。財布は京縮緬（ちりめん）製で丸物時代のシンボ

ルマーク「若い木」をデザイン。５円は金運があがるとい

われのある鎌倉銭洗弁天でお清めします。  

なお、この売上による収益は、京都新聞社会福祉事業団に

寄付し、京都の地域福祉に役立てていただきます。 

 
 

平成１９年２月１日（木）～２月１８日（日） 

京都店閉店 売りつくし第三章  

いよいよラストスパート 売りつくしファイナルセール 

  
最後の１カ月のファイナルセールでは、冬物売りつくしとして価格

訴求とボリュームでさらなるプライスダウンで展開します。また、

バレンタインフェアでは企画チョコを展開します。 

   

  １月１１日(木)～２月１４日（水） 全館 

最後のバレンタインフェアは、京都店が増床した昭和４９年に

１階烏丸入口の彫刻の広場に設置され、平成７年までお客様を

お出迎えしていたギ

リシャ神話に登場す

る懐かしの像「愛と

美の女神アフロディ

テ」「光明の神アポロ

ン」をチョコレート

で再現します。また、

期間中、地階のバレ

ンタイン特設会場でチョコレートをお買いあげのお客様で、ご

希望の方には丸物時代の包装紙でお包みします。 

 

第Ⅲ期 

バレンタインフェア

感 謝 企 画 ありがとう京都 チャリティーグッズ販売 

【写真上】 
昭和 49年、１階烏丸入口に設置された「愛と美の女神アフロディテ」「光明の神
アポロン」のチョコレート像  
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 平成１９年２月１９日（月）～２月２８日（水） 

京都店閉店 売りつくし最終章  

ラスト１０日間ファイナルカウントダウンセール 

  閉店までのラスト１０日間では、オールシーズンものの最終処分価

格の売りつくしなど最終ご奉仕を実施します。またカウントダウン

日替わり目玉などで最後のセールを盛り上げます。 

 
 
５． その他  

 
   

  ８６年の感謝の気持ちをシンボライズ

したハートとともに、“最後まで笑顔で

おもてなしいたします”の気持ちを込め

た従業員の笑顔の写真でデザインした

オリジナルショッピングバッグ（紙製）

を作成し、１２月１日（金）から商品を

お買いあげのお客様にお渡しします。 

 

 

   
 

○ タイトル 丸物懐古展 

○ 期   間 １１月２３日（木･祝）～１１月２９日（水）

○ 場    所 ７階催会場 〔入場無料〕 

○ 内    容 京都店の前身･丸物（大正９年～昭和５４年）を

ご紹介する催しです。お客様から募集した館内

の思い出の写真展示、丸物グッズの販売などで、

当時を振り返ります。なお、この催しは、本年

３月に開催した京都駅前の変遷と丸物京都店の

歴史を振り返る「京都駅前と丸物懐古展」の好

評を得て、引き続き開催する懐古展です。 
 

第Ⅳ期 

ありがとうスマイル!!ショッピングバッグ 

プレイベント 丸物懐古展  

【写真上】 

ありがとう!!スマイルショッピングバッグ完成イメージ 
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 ①思い出コーナー  

  ■丸物懐古展のために一般のお客様からご応募

いただいた思い出の品展示コーナー 

屋上でのご家族、結婚式風景、当時のエレベーター

ガール、京都物産館時代の売場などご本人、ご家族

に係わる写真や東京丸物記念品、京都物産館時代の

店内鏡、結婚式の杯、お買いあげの品などを展示 

◎ ＜特設＞写真撮影コーナー 

当時の結婚式場、屋上風景写真を拡大し、これ

を背景に自由に撮影出来るコーナーを特設 

 ②丸物グループ紹介コーナー  

  ■丸物京都店・丸物岐阜店・枚方丸物など６店舗

の概要、写真、チラシ展示  
■丸物ボウル、マックストアなど関連施設・法事

の写真、新聞記事展示  
■当時の人気催事の紹介  
ヤクルト特招会、大活端市、呉端市、チャリテ

ィーバーゲンなどの新聞広告、チラシを展示 

 ③販売コーナー  

  ■丸物関連商品の販売  
≪販売例≫  
丸物マーク入り「ロンドン焼き」、飛行塔レプ

リカ、Ｔシャツ、まるぶつサイダー他  

 ④その他  

  ■ミニチュア作品の展示  
京都在住ミニチュア作家･内山正一氏による

「丸物」「旧京都駅」の作品展示  
■京都駅前歴史紹介コーナー  
駅前･鳥居ビルの初代建物や京都タワーの写真

を展示  
■ＫＢＳ京都創立５５周年特別協賛企画  
復刻版「まるぶつＷＡＩＷＡＩカーニバル」

公開生放送【11 月 26 日(日)（場所１階）】  
昭和４４年から昭和５６年まで当店で行われ

た人気のラジオ公開放送を当時のパーソナリ

ティー笑福亭鶴光氏、北村謙氏らで再現。「ば

っくすばにい」の復活コンサートなども開催。

（以 上）  
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閉店セール概要一覧 

期  各階展開商品例 企画セール／イベント等 
 

プレ 

 
○丸物懐古展 

11 月 23 日(木･祝)～11 月 29 日(水)

７階 催会場〔入場無料〕
【P6～7 参照】

Ⅰ 

●12月1日（金）～12月31日（日） 
・京都店閉店 売りつくし第一章  

８６年ご愛顧感謝セール 
 
売りつくしセールのスタートと

して、特別催事、感謝企画も交え

百貨店らしいブランドや上質の

商品をお買得価格で展開 
 

【P2 参照】 

○90 日間限定ショップ 

「ガールズスクエア」を特設 

12月1日（金）～2月28日（水）

2階 特設会場【P3 参照】

○夢見るクリスマスレシート抽選会 
12月21日（木）～25日（月）

全 館   【P3 参照】 

○販売員によるバルーンサンタ 

12月24日（日）～25日（月）

全 館      【P3 参照】

Ⅱ 

●1 月 2 日（火）～1 月 31 日（水）

・京都店閉店 売りつくし第二章  

全館驚異の大処分セール

 
冬のクリアランセールを含め、全

館規模での売りつくしに規模を

拡大して展開 
 

 

※詳細については、

決定次第資料配布

いたします。 

○新春 初笑い福袋等 

1 月 2 日（火）全 館 

【P4 参照】

○獅子舞 

1 月 2 日（火）【P4 参照】

○丸物名物「活端
か っ ぱ

市
いち

」 

閉店売りつくしセール 

1月11日（木）～1月17日（水）

7階 催会場【P4 参照】

○ありがとう京都 

チャリティーグッズ販売

1月 2日（火）～31 日（水）

4 階サービスカウンター

【P5 参照】

 

Ⅲ 

●2 月 1 日（木）～2 月 18 日（日）

・京都店閉店 売りつくし第三章 

いよいよラストスパート 

 売りつくしファイナルセール

最後の１カ月のファイナルセ

ール。冬物売りつくしとして

価格訴求とボリュームでさら

なるプライスダウンで展開 

 

※詳細については、

決定次第資料配布

いたします。 

 

 

 

Ⅳ 

●2月 19 日（月）～2月 28 日（水）

・京都店閉店 売りつくし最終章 

ラスト１０日間 

ファイナルカウントダウンセール

閉店までのラスト１０日間

では、オールシーズンものの

最終処分価格の売りつくし

など最終ご奉仕 

※詳細については、

決定次第資料配布

いたします。 

※詳細については、 

決定次第資料配布いたします。 

 

○バレンタインフェア 

1 月 11 日（木）～2月 14 日（水）

全 館【P5 参照】

 

【別紙】




