
京王百貨店新宿店： 東京都新宿区西新宿 1-1-4  お客様のお問い合わせ先：03(3342)2111 (代) 

4月の営業時間：10時～20時（地下 1階～3階は日・祝を除き～20時 30分） 

お問い合わせ先： (株)京王百貨店 経営戦略室 経営企画・広報担当 柴井、安藤、蓮実、進藤 

電話： 直通 03(5354)2855  FAX： 03(5354)2828     

京王百貨店ホームページ http://www.keionet.com 

価格はすべて税込価格で表示しています。 

都合によりタイトルおよび 

日程、詳細を変更する場合 

があります。 

 

 

 

ビアガーデンを先取り！ゴールデンウィーク特別企画   

屋上バーベキュースポット 

4月 21日（木）～5月 8日（日）  ◆新宿店屋上 

 

毎年夏の風物詩として新宿店では「京王アサヒスカイビアガーデン」を毎年開催（※）していますが、今年はゴールデン

ウィークの特別企画として、ビアガーデンを先取りするバーベキュースポットが新宿店屋上に期間限定で登場します。 

ビアガーデンといえば、西新宿の高層ビル群が作り出す夜景を見ながら、屋外で楽しくビールや食事に舌鼓を打つという

のが醍醐味ですが、今回のバーベキュースポットは昼 12時からの営業開始となります。ゴールデンウィークはご家族みん

なで、お子様とご一緒に、気の合う仲間同士で、女子会で、など様々な利用シーンでお楽しみいただけます。食材や器材も

含めた価格で事前の準備も後片付けもする必要もなく、手ぶらで気軽に、お買い物と一緒に利用できるのもポイントです。 

本企画は当社において、初めての取り組みとなります。新宿駅上という立地を生かし、当社の主要顧客層だけでなく、老

若男女を問わず幅広い世代の集客を図ります。なお、5月 3日（火・祝）～5日（木・祝）には、お子様向けの料理体験教

室も実施します。 ※「京王アサヒスカイビアガーデン」は 5月19日（木）～9月24日（土）の開催予定 

■メニュー 

・【みんなで！】スカイガーデンプラン お一人様 3,480円  

お肉を存分に楽しんだ後は、国産豚脂と隠し味の醤油、ごま油を使ったダッチオーブンで作る

もちもちの焼きそば「極太ダッチ麺」まで楽しめる、ボリュームたっぷりのプランです。 

 

・【お子様と！】キッズバーガーセット お一人様 1,500円   

自分好みにお肉を焼いてハンバーガーを作ることができる、お子様限定（小学生以下）メニュ

ー。ハンバーガーに加えて、フライドポテトとソフトドリンク（1杯）が付いてきます。作って

楽しく、食べておいしい、大満足セットです。  

・【女性向け！】チョコレートフォンデュ 1,800円   

 あまり機会のない“屋外で食べる”チョコレートフォンデュ。フローズンフルーツやマシュマ

ロを、たっぷりとチョコレートにからめてお楽しみいただけます。 

・アルコールドリンク飲み放題 2,000円から（サントリーモルツ、ジムビーム ハイボール、クラフトビール ブルームーンなど）  

■営業時間・概要  

・営業時間：12時～16時、17時 30分～21時 30分 （ラストオーダーは営業終了時間の 30分前） 

※期間中は無休。ご利用は営業時間内最大 3時間まで 

・席数：20卓 100名 事前予約制（4名様より。少人数の場合は要お問い合わせ） 

・予約承り期間：4月 16日（土） ～ 5月 8日（日） 10時 ～ 18時 

・予約お問い合わせ：050-5835-0493  
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日中の屋上から見た 
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今年は娘と楽しむ 

母の日ギフトフェア～国内消費編～ 

4月 14日（木）～5月 8日（日）  ◆新宿店 各階 

 

今年は“母娘で楽しめるギフト”をテーマに定番の“モノ”はもちろん、一緒に楽しめる“コト”の提案を強化します。

娘と一緒ならチャレンジできることや、日常生活を華やかに彩るアイテムをご用意します。 

ターゲットは、当社の強みとする母世代（60～80代）、と今後、さらに支持をいただきたい娘世代（30～50代）。その母

娘が楽しめる“コト提案”として、ネイルサロンや、リラクゼーションの施術プラン、レストラン街でのお食事プランなど

をご提案。母世代の「楽しい時間を共有したい」「娘となら思い切って挑戦したい」という希望に応えるプランを考えまし

た。“モノ”提案としては、母の日ギフトとして根強い人気のバッグや帽子、小物などの婦人洋品を中心に、「いつもよりち

ょっといいもの」をご用意します。 

 

■母の日の定番、「帽子・バッグ・ポーチ」 

1階婦人洋品売場では、4月 14日（木）～5月 8日（日）の期間中、通路に面したディスプレーを全て母の日ギフトの提

案で統一し、フロアの雰囲気を盛り上げます。 

年間でも大きなイベントの一つ「母の日」商戦。特に婦人洋品では大きく売上を伸ばす時期です。そのため今年は、売れ

筋のアイテムに幅を持たせて商品を見せる、という昨年の戦略を変え、「手持ちの洋服や小物に合わせるイメージが膨らむ」

とお客様からご好評いただけるような、提案型のディスプレーを強化します。プレゼントを選ぶ娘が「持っているものに合

いそう」と、想像しながらお買い物を楽しんでいただけるフロアづくりを目指します。 

 

・フルラ「帽子」（右）14,040円（左）16,200円 京王百貨店限定 

 幅広い年代に人気の「フルラ」から当社限定の帽子を販売。シンプルな

かわいらしいデザインで、頭周りのサイズ調整ができ、さらにつばが広い

という、当社でご要望の多いデザインや機能をオーダーし商品化しました。

写真右の帽子は、手洗いでお手入れができます。 

 

 

・アルティザン＆アーティスト 【4月 14日（木）～5月 8日（日）】 

 アルティザン＆アーティストは、機能性とデザインの両方を兼ね備えたポーチやメイ

クアップ用品、カメラバッグなどを提供するブランド。特に、ビューラーがスマートに

収納できるポーチが人気を集めています。母の日のギフトとしては、新作の「ファブマ

エストロシリーズ」のポーチをご提案。使用している生地は、フランスで 100 年以上の

歴史を誇る老舗生地メーカー「リモンタ」のナイロン。発色の良さと光沢感、耐久性に

定評があります。毎日持ち歩くものだからこそ、シンプルな中にもちょっとしたこだわ

りがうれしい一品です。 

※こちらの商品は 4 月 21 日（木）～の販

売。6,804円（予定価格） 
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・エトフ 「バッグ」5,400円～【4月 7日（木）～20日（水）】 ～早めに贈り物を探される方におすすめ～ 

ちょっとしたお出かけやサブバッグに最適な「エトフ」のバッグ。華やかで可愛らしい

色や柄が種類豊富にあり、さらに軽くて汚れが付きにくいという利便性も兼ね備えている

点が人気を集めるポイントです。女性らしさを感じられる花柄を中心にご用意。 

 

※イメージ画像 

 

■京王百貨店で贅沢なひとときをプレゼント～おすすめコース～ 

 「娘がいれば心強い」「娘となら、普段できない体験ができる」という母世代の声に応える“コト”ギフトを提案。当社

でお母様と一緒に楽しめるプランを紹介します。 

 

・3階 ネイルズユニークアルティミッド「母の日プラン」 

以下のいずれかのコースを母と娘の 2人で施術すると、溶かしたロウで手肌を温め保湿する「パ

ラフィンパック」を 1名様 1,500円で受けられるサービスを実施します。 

・アルティミッドネイルケア（60分）1名様 5,940円・・・爪の形を整え、甘皮処理と表面磨き、

ひじ下のハンドトリートメント、カラーリング 1色をセットにしたコース。 

・ジェリッシュカラーコース（60 分）1 名様 7,560 円・・・爪の形を整え、甘皮処理とジェルネ

イル、手首までのハンドトリートメントのコース。 

 

※イメージ画像 

 

・8階 クイーンズウェイ「母の日 母娘コース」12,960円（2名様） 

バラの香りに近いといわれるゼラニウムオイルを使用したオイルリフレを特別価格で提供。フ

ットバスと、ゼラニウムオイルを使用した膝下のリフレクソロジーに、香りが華やかなローズク

リームを使用したハンドリフレがついた約 55分間のコースです。 

 

 

※イメージ画像 

 

・8階 ル・ビストロ・資生堂「シェフのオリジナルコース」6,296円 

毎月メニューが替わる、「シェフのオリジナルコース」を母の日として母娘でご利用の方にシャ

ンパンをサービス。（各 1杯ずつ） 

シェフのオリジナルコースは、「ル・ビストロ・資生堂」で人気のメニュー。メインにはメバル

のアクアパッツアや、きのこソースで仕上げた仔牛のフィレ肉のソテー、デザートは桜と小豆の

ムースやチョコレートケーキなど 5種類から選べるコース料理です。 
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インバウンドも取り込みます！ 

母の日ギフトフェア～インバウンド編～ 

 

 母の日は、国によって日程が異なりますが、免税売上の 4強と言われる中国、台湾、香港、韓国（韓国は父母の日）は

日本と同じく 5月 8日（日）の第 2日曜日が母の日です。ミセス～シニア世代に支持をいただいている当社の品揃えは、免

税売上の中心である 20～40代のお客様の母親世代に最適です。エイジングケアの化粧品、高機能のウォーキングシューズ、

おしゃれ杖、おしゃれカート、健康食品など、美と健康を意識する母親に向けたギフトを外国人観光客にも提案を強化しま

す。 

 

■母の日インバウンド施策 

①母の日ギフト紹介の多言語POP（日・英・中（簡体）） 

 母の日ギフト推奨品、母の日限定品、特別キットなど全館でPOPにてご紹介します。 

②母の日メッセージカードのプレゼント 

 免税手続きをしたお客様にメッセージカードをプレゼントします。 

 

■訪日外国人観光客に人気を集めそうな母の日ギフト 

・1階 化粧品売場 

SKⅡ 「フルライントライアルキットフローラルバージョン」 10,692円（4月 21日

（木）～販売） 

 訪日観光客に絶大な人気を集める SKⅡ。30年以上愛され続ける SKⅡの定番

とも言える、人気の化粧水「フェイシャルトリートメントエッセンス」に、クレ

ンジングと洗顔、はりつや美容乳液と、エレガントなバラ柄の扇子をセットにし

て、母の日ギフトとしてご提案します。 

 

 

・2階 ハンドバッグ売場 かぐらや「バッグ」（右）21,600円、（左）29,160円 

畳縁を使用したバッグを製造する「かぐらや」。畳縁の生産地として全国に知られ

る繊維の街、岡山県倉敷市から生まれたブランドです。 

幅 8cm の畳縁をつなぎ合わせて作られているバッグは、軽さにこだわるために極

力金具を使っていないというこだわりを持っています。和素材を生かしている点や折

り畳んでもしわになりにくい点が国内外問わず人気を集める理由です。訪日外国人観

光客には、明るい色で、目を引くデザインが好評。店頭には、英語と中国語の表記や、

リーフレットをご用意し海外のお客様に向けた告知を強化しています。  
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・8階 ハートフルプラザ 「軽快KウォーカーⅡW」28,080円 

新宿店 8階の「ハートフルプラザ」は、専門知識を持った販売員と、品揃えの豊富さに、多く

のお客様から支持を得ている売場です。国内だと「シルバーカー」といえば、ご年配の方が使用

するイメージがありますが、海外のお客様からは、50代くらいの世代から「モノが入れられて、

疲れたときに座れて、丈夫で便利」という声がよく聞かれます。右の写真は、海外からのお客様

から人気のタイプ。通常は 4kg 前後ありますが、こちらは 3kg 弱と軽量で、鮮やかな柄も好評

を得ています。 

 

 

 

■タイの旧正月“ソンクラーン”に向けた取り組み 

 直近の 2月実績では、タイの免税件数は前年比＋166％。2014年度には韓国を抜いて、当社の国別免税実績では第 4位

を維持しています。日本の四季に対する強い憧れから、3月末～4月は花見目的でタイからの訪日客も増加すると見込まれ

ます。タイ人ブロガーを活用し、「SAKURA FAIR」のほか、3月 30日（水）からの「春の大北海道展」、4 月 21 日（木）

からの「質流れ品大市」など 3月・4月の注目イベントや商品を、ブログや SNSを通じて事前に告知しています。 

 

■その他、当社のインバウンド施策 

① SAKURA FAIR（3月 17日（木）～4月 13日（水）） 

・桜モチーフの日本製アイテムを多言語POPでご紹介。（日・英・中） 

・桜モチーフのおすすめ品を免税カウンターに展示 

・中国最大の SNS「WeChat」アプリの「Shake」機能を使った、春の抽選会（抽選に当選し、かつ免税手続きされた

方に桜モチーフ商品を進呈） 

② 質流れ品大市（4月 21日（木）～27日（水）） 

・We Chatアプリ内で中国人に人気のニュースサイトに記事掲載。来店特典付き。 

・台湾の日本旅行情報サイト「ラーチーゴー」にて事前告知。 
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