2017 年 11 月 14 日
Ｊ.フロント リテイリンググループ

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸創業 300 周年イヤーのフィナーレ

クリスマスチャリティーwith ロブ・ライアン

未来へのバトンリレー
2017 年 11 月 15 日(水)～12 月 25 日(月)
実施店舗：大丸心斎橋店・梅田店・東京店・京都店・神戸店・札幌店
松坂屋名古屋店・上野店・静岡店にて開催 ※内容は店舗により異なる
特設サイト URL：https://dmdepart.jp/xmas/ ※11 月 14 日(火)14 時公開
大丸創業300周年イヤーのフィナーレ、大丸・松坂屋の2017ファンタスティッククリスマスは、
「未来へのバトンリレー」をテーマに、未来を担っていく子どもたちのためのさまざまな
チャリティーを企画しました。その中でもメインになるのは、大丸・松坂屋の考えに賛同
してくれたロブ・ライアン氏の協力を得て、クリスマスビジュアルの原画をチャリティー
オークションにかけて、その落札金額を寄付するというものです。未来を担う子どもたちに
役立つよう、認定NPO法人「世界の子どもにワクチンを
日本委員会（JCV）」に寄付します。
大丸創業300周年となる本年は、(株)大丸と(株)松坂屋ホールディングス
が共同持株会社J.フロント リテイリング(株)を設立し、経営統合して
から10周年となる節目の年でもありました。10年前、両社が統合して
初めてのクリスマスを迎えるにあたり、
「つながること、その絆」を表現
できたらと考え、切り絵の手法を使ったアートで有名なロブ・ライアン
氏にクリスマスのビジュアルを依頼しました。以来、今回で11回目を迎 2017 年ロブ・ライアン氏のビジュアルを用いた
ショッピングバッグ
えます。
ロブ・ライアン氏自身が、チャリティー活動に積極的であることから、過去、2011年、2012年、2013年の3回、
協力を得て、原画チャリティーオークションなどを開催し、その売り上げの一部などを寄付につなげました。
本年は、原画チャリティーオークションを中心に、AR（拡張現実）アプリを活用してのチャリティーなど、より
多くのお客様に参加していただける5つのチャリティー企画を実施します。
12月には、ロブ・ライアン氏の来日も予定しています。

1.ロブ・ライアン原画
チャリティーオークション

ロブの原画作品を店頭に展示し、チャリティーオークション
を実施します。落札金額の全額を寄付します。
入札期間：11 月 29 日(水)～12 月 25 日(月)
※展示期間は店舗により異なります（入札は上記期間）

2013 年原画作品(3 点)展示
大丸神戸店「2 階イベントスペース」
展示期間：11 月 22 日(水)～12 月 25 日(月)

2014 年原画作品(3 点)展示
大丸梅田店「3 階西出入口横イベントスペース」
展示期間：11 月 15 日(水)～12 月 25 日(月)

2016 年原画作品(2 点)展示
大丸札幌店「1 階正面玄関内」
展示期間：11 月 29 日(水)～12 月 25 日(月)

2017 年原画作品(2 点)展示
大丸心斎橋店「北館 1 階 特設コーナー」
展示期間：11 月 15 日(水)～12 月 25 日(月)

入札は店頭の入札用紙または WEB で。※WEB での入札期間も 11 月 29 日(水)～12 月 25 日（月）
各店に設置したフォトスポットや撮影 OK スポットで撮影した写真などに
ハッシュタグ（＃大丸のクリスマス ＃松坂屋のクリスマス）をつけて
インスタグラムもしくはツイッターに投稿していただくと、１投稿につき
100 円（上限総額 30 万円）を大丸・松坂屋が寄付します。
期間：11 月 15 日(水)～12 月 25 日(月)

2.ハッシュタグ
チャリティー
キャンペーン

《フォトスポット設置場所》
大丸心斎橋店：北館 1 階特設コーナー
北館地下 1 階アンテナプラス U
大丸梅田店：3 階西出入口横イベントスペース
大丸東京店：10 階 JR 側エレベーター前
大丸京都店：地階錦入口
大丸神戸店：2 階イベントスペース
大丸札幌店：1 階正面玄関内

松坂屋名古屋店：南館 1 階北入口特設
松坂屋上野店：本館 1 階北口アーケード
松坂屋静岡店：北館 1 階東入口
フォトスポット設置期間：
11 月 29 日(水)～12 月 25 日(月)
※一部店舗は期間が異なります。

3.募金をするとノベルティをプレゼント！
店内に募金箱を設置しています。募金してくださった方はロブの
イラストを使ったオリジナルミニメッセージカード （なくなり次第終了）
をお持ち帰りいただけます。
期間：11 月 29 日(水)～12 月 25 日(月)※心斎橋店は 12 月 13 日(水)～
※募金箱設置期間・場所は店舗により異なります。
※神戸店については、寄付金額の半額がルミナリエに寄付されます。
4.スペシャル動画

再生回数連動チャリティー

「大丸・松坂屋のクリスマス/ロブ・ライアンが語る 10 年の思い出」
（11 月 14 日公開予定）
「2017 大丸・松坂屋クリスマスショッピングバッグができるまで」
（11 月 28 日公開予定）
の 2 本の動画をクリスマスサイトで公開します。再生回数に応じて、1 回あたり 10 円
（上限総額 30 万円）を大丸・松坂屋が寄付します。
5.AR アニメーション

再生回数連動チャリティー

ロブ・ライアンクリスマスショッピングバッグ、神戸店外観にスマートフォンをかざすと、
ロブのイラストが動き出す AR アニメーションを作成しました。再生回数に応じて、1 回
あたり 10 円（上限総額 30 万円）を大丸・松坂屋が寄付します。
※あらかじめアプリ「COCOAR2」のダウンロードが必要です。
※神戸店外観は 11 月 22 日(水)～、クリスマスショッピングバッグは 11 月 29 日(水)～アニメーションをご覧いただけます。

ロブ・ライアンが来日します!！
12 月 2 日(土)：大丸神戸店
12 月 3 日(日)：大丸心斎橋店
12 月 6 日(水)：大丸札幌店
12 月 8 日(金)：松坂屋上野店

1 階メインステージ
午後 2 時～
北館 1 階特設ステージ
午後 2 時～
6 階グリーンパティオ
午後 1 時～
本館 2 階上野 HA・NA・RE 午後 2 時～

プロフィール
1962 年キプロス生まれ。現在はロンドン在住。
1984 年にイギリス、トレント工芸大学でファインアートを学び、
その後、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでプリントメイキング
を専門に学んだ。2002 年より切り絵の手法を使って作品を制作。
たった一枚の紙から切り出されるその緻密で繊細な作品で広く知ら
れることとなる。

※トークショーやサイン会などを
行う予定です。くわしくは、各店に
お問い合わせ下さい。

※イベントは予告なく変更になる可能性がございます。
※ショッピングバッグは 11 月 29 日(水)～店頭でギフトラッピング用に展開いたします。

お問い合わせ先
大丸松坂屋百貨店

広報担当

杉谷・五味・長野 TEL:03-6895-0816

大丸 心斎橋店

営業推進部 広報担当 長谷川 TEL:06-7711-7235

大丸 梅田店

営業推進部 広報担当 樋口

TEL:06-6343-5699

大丸 東京店

営業推進部 広報担当 宮川

TEL:03-3212-8011(代表)

大丸 京都店

営業推進部 広報担当 上田

TEL:075-241-6974

大丸 神戸店

営業推進部 広報担当 吉本

TEL:078-333-2266

大丸 札幌店

営業推進部 広報担当 中井

TEL:011-828-1075

松坂屋 名古屋店

営業推進部 広報担当 山田

TEL:052-264-7471

松坂屋 上野店

営業推進部 広報担当 藤井

TEL:03-3832-1111(代表)

松坂屋 静岡店

営業推進部 広報担当 濱野

TEL:054-205-2555

