
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) 
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今年の夏は西新宿でブラジル気分！？ 

京王アサヒスカイビアガーデン 

5月 19日（木）～9月 24日（土）  ◆新宿店屋上 

 

毎年夏の風物詩として好評の「京王アサヒスカイビアガーデン」を、今年も開催します。西新宿の高層ビル群のネオンが

きらめく夜景を見ながら屋外でビールを飲むことができる開放感、そして新宿駅の駅上という利便性も重なり、毎年多くの

お客様でにぎわいます。 

 今年のビアガーデンには、この夏大注目の国・ブラジルの料理が初登場。日本人の口にも合うようにアレンジしたメニュ

ーとして提供します。また、昨年「ビアガーデン 50回開催記念」として提供したワンコイン（500円）メニューも、好評

につき品数を増やして今年も継続展開。ドリンクメニューは、女性に人気のカクテルやサワーなどを中心に拡充します。 

■今年の夏は日本の裏側がアツい！ブラジルメニューが初登場 

・ブラジル風ローストチキン【ガレット】（850円、写真①） 

塩、コショウとリーペリンソース（ウスターソース）で味付けした鶏も

も肉。お好みでピリ辛のチャンキーサルサソースをつけて楽しめます。 

・ブラジル風揚げ物盛り合わせ【サルガジーニョス】（950円、写真②） 

ライスコロッケ、オニオンリング、ポテトフライ、スイートポテトフラ

イの 4種が一皿に。 

① 

 

② 

 

・ブラジル風ソーセージと豆の煮込み【フェイジョアーダ】（950円、写真③） 

3種の豆とソーセージ、ベーコンなどを煮込み、ブラジルの国民食を食

べやすくアレンジしました。 

・アサイーボウル［フローズンマンゴー、パイン入り］（450円、写真④） 

食後のクールダウンには女性に人気のアサイーを使ったスイーツを。 

③ 

 

④ 

 

■手軽に楽しむ ワンコイン（500円）メニュー 

少人数や短時間でも楽しみたい「ちょい飲み派」にもおすすめ。 ※☆印は新作メニュー 

＜フードメニュー＞ 

・香り枝豆           ☆鶏皮チップス（おろしポン酢添え） ［写真左］ 

・おしんこ盛り合わせ  ☆いか焼き（冷製） ［写真右］ 

・ポテトフライ       ☆春巻き 

・たこ焼き         ・焼鳥＆つくね  

 

 

ドリンクメニューでは、日本酒や芋焼酎、カクテル、ハイボールなど常時 8種に加えて、香ばしい薫りとまろやかで豊か

な味わいが特徴の琥珀色をした生ビール「琥珀の時間
と き

」も、5月 19日（木）～7月 31日（日）までお試し期間（※）とし

て 500円でお楽しみいただけます。 ※8月1日（月）以降は 600円で販売します。 
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■今年のおすすめメニュー ※☆印は新作メニュー 

☆ムール貝とあさりの白ワイン蒸し バケット添え（1,600円、写真①） 

ガーリックソースののったバケット付きでボリューム満点。 

☆牛リブステーキ（1,800円、写真②） 

約 150ｇのステーキを焼き立てで鉄板にのせて提供します。 

・牛タン塩焼き（1,680円、写真③） 

昨年 50 周年記念メニューとして販売したところ、好評につき今年

も再登場します。こちらもアツアツでご提供。 

  

   

 

■みんなでワイワイ！女子会＆宴会メニュー 

・女子会プラン（各日限定 5組、1組 4名以上の女性のみのグループ、要予約、2,980円） 

「冷製オードブルの盛り合わせ」「ローストビーフサラダ」「チキンと豆の煮込み、皮

付きポテトとサフランライスと共に」「アイスケーキ＆ロールケーキ」など全 6品に、

サワーやグラスワイン、ソフトドリンクなど 17種類が選べる飲み放題（90分）が付い

たお得なプランです。 

  

・宴会プラン（1組 8名以上、要予約、3,980円） 

「揚げ物＆つくね・ソーセージの盛り合わせ」「牛肉のスタミナ炒め」「揚げ鶏の油淋

ソース」など全 6 品に、17 種類のドリンク飲み放題（90 分）付き。さらに、19 時ま

でに終了する宴会（＊）は「宴会 5 時割サービス」として、1 名 500 円引きの 3,480

円で楽しめます。 ＊17時30分までの受付が必要です。  

 

■営業時間・概要 

・営業時間：5月 19日（木） ～ 31日（火）     17時 ～ 21時 30分 

6月 1日（水） ～ 9月 24日（土）  17時 ～ 22時 

※7、8、9月の土日祝日は 16時～営業 

※ラストオーダーは閉店の 30分前、飲み放題プランは終了時間の 30分前。 

荒天の場合は営業中止、8月 16日（火）は店休日。 

・予約お問い合わせ：03-5321-5349（直通） インターネット予約 http://www.res-keio.co.jp （レストラン京王ホームページ） 

                  

新宿西口方面が望める開放感！ 
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商戦の前倒し傾向は今年も続きます 

2017 京王のランドセル 

5月 26日（木）～  ◆新宿店 7階 こども用品売場 

 

新宿店では、5月 26日（木）より、2017年春入学用のランドセル販売を本格的にスタートします。 

ランドセル商戦が年々早まっている傾向は今年も継続。これは、「ゆっくり、じっくり、早めに検討したい」「数量限定の

ものや人気ブランドモデルは品切れになる前に買いたい」というお客様の声が多いことによるものです。当社でも、昨年は

5月末から展開を始めたところ好評だったため、今年も昨年とほぼ同時期からの展開としています。取り扱う商品バリエー

ションも昨年より拡充させ、売場立ち上がり時には約 100種類（昨年は約 80種類）、最盛期となる 8～9月には約 150種類

（同約 120種類）を取りそろえる予定です。 

 

■担当バイヤーに聞く① 親の意向？子供のこだわり？ ランドセル選びの特徴 

男児と女児で、選ぶポイントが異なります。まず男児は、ブランドのランドセルが人気です。「ナイキ」や「アディダス」、

「プーマ」といったお子さまにもなじみのあるスポーツブランドが特に人気を集めている一方で、「オロビアンコ」のよう

にご両親が普段使っていたりなじみのあるブランドということで、お子さまに薦められる光景も多く見受けられました。 

それに対して、女児はブランドよりもデザイン重視。本体の素材やカラー、カブセ（ふたの部分）のデザインなど、複数

箇所のデザインが選べる「パターンメイドランドセル」は、「ほかの子と一緒ではつまらない」「自分だけのランドセルがい

い」という、こだわりの強い女児に特に好評。売上は前年比約 1.4倍を記録しました。また、昨年初めて展開した「プチカ

スタマイズランドセル」も、「パターンメイド」よりも手軽にカスタマイズできるとあって、こちらも好調に推移しました。 

■担当バイヤーに聞く② 今年の傾向あれこれ 

・人気カラー 

男児は「ブラック×コンビカラー」。定番のブラックをベースに、ステッチや縁巻きなどにブルーやレッド、ゴールドなど 

をワンポイントで使ったものがおすすめ。女児では、レッドに近いピンクの「ビビッドピンク」とナチュラルな色合いが 

人気の「ブラウン」、ここ数年の人気上位で光沢感が特徴の「パール系」が人気を三分しそうです。 

・サイズ 

  A4クリアファイルサイズ対応ランドセルに代わって、より収納力の高いA4フラットファイル（バインダー）が入る 

サイズがシェアを伸ばし、主流になりつつあります。 

・ランドセル商戦のピーク 

  展開スタートが早まっているのと同じように、商戦のピークも 10月（2013年）→9月（2014年）→8月（2015年） 

とこちらも早期化。その背景には、早い時期からの下見を経て、夏休み期間を利用して子供の両親だけでなく、祖父母も

連れだった 3世代での来店が増加傾向にあり、その際にランドセルを祖父母に買ってもらうケースも多いためです。今年

も昨年と同様に 8月、特にお盆が最大商戦になると予想しています。そこで、8月 4日（木）～17日（水）には、イン

ターネット販売で人気の「シブヤ文房具」が手掛けるランドセル約 100種類を展示販売します。売場には通常展開分とあ

わせて計約 250種類が並び、幅広いニーズに応えられる品ぞろえを図ります。 

 

 

 

オロビアンコ キューブ 

（A4フラットファイル対応） 

75,600円  

 

 

森ガール リボン 

（A4フラットファイル対応） 

68,040円 
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「家族で楽しむ」をテーマに 

ゴールデンウィークフェスティバル 

4月 28日（木）～5月 8日（日）  ◆新宿店各階 ※イベントにより異なる 

 

今年のゴールデンウィークは、5月 2日（月）と 6日（金）を休めば 10連休。楽しみ方は人それぞれですが、当社では

大人も子供も、ファミリーも、みんなが楽しめるイベントや商品をご用意します。 

 

① お子様の笑顔あふれる！ゴールデンウィークこどもフェスティバル 

◆屋上特設会場◆ 

■動物戦隊ジュウオウジャーショー  ★京王百貨店初開催  

4月 30日（土） 11時～・14時～〈各回約 30分〉 

小学校低学年の男の子に人気の戦隊もの、「動物戦隊ジュウオウジャー」が屋上に登場。

ショーの後には握手会を行います（雨天時は握手会のみ）。参加費は無料。 

 

■為末大学ランニング部 かけっこ教室  ★京王百貨店初開催  

 5月 5日（木・祝） 10時 30分～・12時～〈各回約 60分〉 

元陸上競技選手の為末大氏が主宰する「為末大学ランニング部」所属で、アテ

ネオリンピックリレー競技で 4位の伊藤友広氏（写真右）をはじめとする合計 4

名の「かけっこマイスター」が、運動会で速く走るための走り方レッスンを行い

ます（雨天時は中止。ご予約は 4月 28日（木）から、お電話または７階こども用

品売場にて承ります）。対象年齢は小学校 1年生～4年生のお子様。参加費は 1,000

円。各回 30名限定。   

■こどもバーベキューキッチン  

 5月 3日（火・祝）～5月 5日（木・祝） 11時～・15時～（各回約 2時間）       ※イメージ 

 本格的なアウトドアの機材や調理器具を使用した料理体験教室を開催します。専

任の講師による指導の下、料理に挑戦するお子様を応援したりできあがった料理を

一緒に味わったりと、ご家族で楽しめるイベントです。小学 4～6 年生のお子様と

ご家族が対象で、参加費は一家族 15,000円（4名様程度の食材を含む）。各回 5組

限定。 

※4月 21日（木）～5月 8日（日）は「屋上バーベキュースポット」を開催。 

 

 

◆７階特設会場◆                                            ※イメージ 

■段ボール迷路 5月 5日（木・祝）・6日（金） 

こども服売場内の特設会場に、段ボールで作られた迷路を設置。迷路の中にはトンネ

ルなどの仕掛けがあります。各日 10時～18時。参加費無料。 
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■バルーン＆マジックショー 5月 7日（土） １3時～・15時～〈各回約 40分〉 

バルーンパフォーマンスや本格的なマジックを軽快なトークとともにお届けするショー。シ

ョーの後にはバルーンアートの作り方をレクチャーします。 

 

パフォーマーとして登場する 

俳優やお笑い芸人などの経歴を持つファルス・ル・グラン氏    

そのほか、7階おもちゃプラザでは、水がなくても固まる不思議な砂「スナ・スナ」で砂遊びを楽しめる「ぎゅっ！とか

たまるスナ・スナ体験会」［4月 29日（金・祝）・30日（土）、各日 13時～15時、参加費無料］、子供だけにとどまらず親

も熱中してしまう方が多い「簡単！鉄道模型ジオラマ教室」［5月 4日（水・祝）、10時 30分～・13時 30分～・15時 45

分～の 3回、各 90分、3,500円］などをお楽しみいただけます。 

 

② 家族皆で「おいしい！」を楽しむ おすすめの帰省土産 

◆地下 1階、中地階食品フロア◆ 

 食品フロアには、京王線と JRの駅改札が近いことから、電車や待ち合わせの時刻を気にされているお客様がご来店され

ます。そんな方々の「喜ばれるものを手軽に早く購入したい」という声に応える手土産をご用意。また、週替わりで食のイ

ベントを開催するエキサイティングスポットでは、常設ショップにないうまいものが手に入る「てみやげ＆行楽グルメ ゴ

ールデンウィークフェア」を開催します。 

 

■銀のぶどう「ザ・フルーツ・ダルジャン」（全 7種、1ピース、648円～908円）  ★京王百貨店限定  

 3月 24日（木）にオープンした「銀のぶどう」では、ギフトに最適な「フルーツ・ダル

ジャン」を販売中。その中でも、京王百貨店限定のピースタイプが 7種類あり、そのひと

つが「ザ・フルーツ・ダルジャン」。高級ブランデーV.S.O.Pに漬け込んだ 8種の果実のふ

っくらと丸みを帯びた味わいを重ねており、しっとりと柔らかな焼き菓子に仕上げました。

そのほか、「甘夏とアプリコット」や「ピスタチオ・ベリー」も限定商品として販売中。  

 

■ヨックモック「クッキーアソート（東京缶）」（3種計 20個入、1,404円）  

 手土産の定番ブランド、「ヨックモック」から、東京のビル群などの名所が描かれた缶の

ギフトをご用意。東京らしいデザイン缶は 5月 8日（日）までの期間、新宿地区の百貨店

では京王百貨店のみでの販売となります。バターの風味と軽い歯触りが大人気の「シガー

ル」、スライスアーモンドをのせた「ピエ オ ザマンド」、ミルクチョコレートをサンドし

た「ドゥーブル ショコラ オレ」をセットにしました。 
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■エキサイティングスポット「てみやげ＆行楽グルメ ゴールデンウィークフェア」開催 ［4月 28日（木）～5月 5日（木・祝）］ 

 「鎌倉レ・ザンジュ」の人気商品・湘南鎌倉バームクーヘン（1個、1,512円、写真）は、

レモンの名産地として知られる広島県尾道市瀬戸田町で栽培された、防カビ、防腐剤不使

用で皮ごと食べられる“せとだエコレモン”を使用したバームクーヘン。レモンの成熟具合

や季節などによってレモンの皮や実の部分を使用する量を調節しているという、こだわり

のある一品です。 

 

  

そのほか、東京都練馬区のスイーツ店「Benia
ベ ニ ア

」から春季限定で販売される「いちご雪大福あまおう」、愛媛県松山市にある

1867年創業の和菓子店「山田屋」の「山田屋まんじゅう」、「麻布十番 杵屋」の揚げパスタなどといった和洋菓子や、「が

んこ屋」の若鶏半身揚げ、「大名寿司」のにぎり寿司など、バラエティに富んだ 9店舗が登場します。 

 

③ 遊び上手な大人向け！アウトドアにおすすめグッズ 

◆5階 スポーツ用品売場◆ 

 大人にもうれしい大型連休。「休みの日は好きなことを思いきり楽しみたい！」そんな気持ちに応えます。キャンプやバ

ーベキューなどを仲間や家族と楽しむ方におすすめの、便利で役立つアウトドアグッズをご紹介します。 

 

■マーモット「ライトパッキングシュラフ ビビィ」（34,560円） 

 軽くて暖かいダウンが評判の「マーモット」から新商品が登場。ジャケットと一体型になった寝袋カバーです。

防水加工が施されているためレインコートにもなる上、腰より下の部分を折り畳めば丈の短いレインポンチョに早

変わり。総重量で 243gという、薄手で軽く持ち運べるのも魅力です。 

 

 

■フォックスファイヤー「ＳＣプレイドシャツ」（12,960円） 

ハイキングや釣りなど大人向けのアウトドア商品を取りそろえる「フォックスファイヤー」の夏の人気商品。見

た目は一般的なシャツですが、「スコーロン」という、繊維に虫を寄せ付けない加工が施された素材を使用していま

す。アウトドアにはもちろん、「ガーデニングやお散歩など日常で使える」と初夏～初秋にかけて人気を集める機能

的なシャツです。 
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初開催！古くから親しまれた美味と工芸が集結 

信州・越後 山の幸、海の幸 物産と観光展 

5月 12日（木）～17日（火）  ◆新宿店 7階 大催場 10時～20時 ※最終日は 18時閉場 

 
長野県、新潟県のうまいものと、代々続く工芸品を集めた物産展を初開催。北陸地方を含めた催事は過去に開催しました

が、信越のみに着目した催事は初めてとなります。長野県は松本城や善光寺、新潟県は佐渡金山跡などの観光スポットが定

番で人気な上、今年はさらに、7年に 1度の諏訪大社・式年造営御柱大祭の開催や、テレビの大河ドラマで話題になってい

ることもあり、ますます注目を集めるエリアです。 

当社では、地元の方々に定評のある店舗や、伝統工芸の品々をそろえることで、多くの方に両県の魅力を伝えていきます。

食品は 37店舗、工芸品は 24店舗で、あわせて 61店舗の出店です。 

 

【うまいもの】 

■注目ポイント① イートイン（10時 30分～） ※ラストオーダーは各日閉場の 1時間前 

・【新潟県】佐渡廻転寿司 弁慶
べんけい

 （1皿、216円～）  ★京王百貨店初登場  

新潟県佐渡市の回転寿司店「弁慶」が初出店。地元でも「新鮮なネタがお手ごろ価格で

食べられる」と人気の寿司店が、現地の店舗と同様、回転寿司スタイルにて提供。好きな

ネタを自身のペースで思う存分楽しめるのが魅力です。さらに、隣に設けた日本酒バーに

も回転レーンを延ばし、日本酒と一緒にお寿司を楽しめるように、工夫を凝らしました。

夕方以降の仕事帰りの方々にも楽しんでいただけます。また、日替わりで限定 100 皿を

108円にて提供する企画もご用意します。 

 

※イメージ画像 

 

・【新潟県】らーめん処 がんこ屋「特製がんこラーメン」（1杯、850円）  ★京王百貨店限定  

 豚骨で取った白湯
ぱいたん

と、鰹だしをブレンドした深みのあるスープが特徴の「がんこ屋」。

あっさりしょう油ベースのラーメンが古くから親しまれていた新潟市で、1990 年に店を

立ち上げ、地元ではなじみの薄かった豚骨しょう油のラーメンを根付かせた名店です。豚

骨しょう油とはいえ、くどくないため食事としてはもちろん、締めの一杯にふさわしい一

品です。 

 

・【長野県】戸隠そば山
やま

故郷
ざ と

「旬の山菜てんぷらざるそばセット」（1人前、1,587円）  ★京王百貨店限定  

 岩手県のわんこそば、島根県の出雲そばとともに、日本三大そばの一つとされている戸

隠そば。そばの甘皮を取らずにひく、「挽きぐるみ」のそば粉を使うため、色が濃いのが

特徴です。 

長野市に店を構える「山故郷」は、“練る”“打つ”“切る”の工程すべてを手作業で行

う古くからの手法を大切にし、今回店頭でその工程を実演します。 
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■注目ポイント② 銘酒めぐり 

・【新潟県】日本酒 BAR「飲み比べセット 3種」（500円～） 

 当社では 3回目となる“日本酒BAR”。催事では毎回多くのお客様から好評を得ている

企画です。“日本酒 BAR”とは、銘酒の宝庫・新潟県の日本酒を立ち飲みで楽しめるコ

ーナー。今回は、前回の約 2 倍の面積を割き、ゆったりと楽しんでいただけるようにし

ました。「大吟醸 越乃
こしの

寒梅
かんばい

」をはじめとした 45アイテムの酒を提供し、お持ち帰り用も

販売します。蔵元が店頭で販売する日もあるため、直接こだわりや製法などの話を聞く

ことができるのもポイントです。 

提供するおちょこは、新潟県佐渡市の伝統陶芸「無名
むみょう

異
い

焼（1個 2,160円）」（※）を  

使用。会場内でも販売します。※佐渡金銀山より産出する酸化鉄を含む鉱物を陶土に用いた焼き物。文政年間（1818～1829 年）頃に始ま

った陶芸品 

・【長野県】ワイン BAR（1杯、300円～） 

雨が少なく寒暖の差が大きいという、ブドウを作るのに最適な気候の長野県は、ワイン用ブ

ドウの生産量が全国第 1位。ラインアップは長野を代表する「リュードヴァン」「ドゥ・ローブ・

ヴィオレット」をはじめ約 20 種類。週末の 14 日（土）、15 日（日）は、ソムリエの有資格者

が店頭に立ち、お客様のご要望に合ったワインのご紹介と、それに合うおつまみなどのご提案

をします。席数は 15席。 

 

■注目ポイント③ 日替わりでご提供！500円均一（各日限定 50点） 

期間中日替わりで、税込 500円の特別セットを販売します。5月

12日（木）は、新潟県の日本酒セット（越乃寒梅と麒麟山それぞ

れ 300ml、１本ずつのセット）を、5月 13日（金）には長野県の

信州みそセットを販売。そのほか、新潟県からは新潟限定のハッピ

ーターンヨーグルト味、現地では行列必至と言われる「いち井」の

ラーメン 3食入りセットが登場。また、長野県からは十割そば、五

平餅などを日替わりでご用意します。  

 

 

 

【工芸品】 

・【新潟県】〈加茂桐箪笥〉 石附工芸「衣裳箪笥盆十枚」（594,000円） 

加茂桐箪笥は、1800年代の初めに、大工が製造したものが始まりと伝えられている伝統工

芸品。新潟県加茂市は全国の桐箪笥の 70%を生産し、全国に出荷するほどの産地です。 

加茂桐箪笥を販売するのは「石附工芸」。1986年創業、古くから伝わる技法を生かしなが

ら、箪笥以外にも桐のランチョンマットや鰹節削りなども製作しています。  

・【新潟県】〈村上木彫堆
き ぼ り つ い

朱
し ゅ

〉 藤井漆工「茶托 牡丹唐草 5枚組」（30,240円） 

堆朱とは、木地に彫刻を施し、漆を塗り重ねていく技法。すべての工程が手作業という、江

戸時代から続く伝統工芸品「村上木彫堆朱」。彫りの溝に流れ込まれないように硬めの漆で仕

上げるため丈夫な漆器として有名です。「藤井漆工」は、100年近く受け継がれてきた老舗で、

箸や卓上小物、花器などを製作しています。  
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