
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) 

6月の営業時間：10時～20時 30分（日・祝は～20時） 

※6月 1日（水）は、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、福島、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。 

 

 

 

あの名物催事担当者の選んだ商品が初登場 

2016年 京王のお中元 

6月 2日（木）～7月 26日（火）  ◆新宿店 7階 大催場、聖蹟桜ヶ丘店 7階 催場 

6月 1日（水）～7月 31日（日）  ◆セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、ららぽーと富士見店 

5月 20日（金）～7月 30日（土） ◆インターネット http://www.keionet.com 

昨年の中元・歳暮ギフト商戦では、銘店の味や地域の名品など、高品質でこだわりのある商品が好調でした。今年は、社

内外の食のプロが選んだ、全国の美味をお届けする「京王の地域産品セレクション」が初登場。知られざる逸品を集めて昨

年のお歳暮ギフトで初めて特集し好評を得た「にっぽんのうまい、再発見！」とともに、全国の隠れた商品を集めました。

このほか、贈りたい品物を 12種類から選んで、少量ずつ複数の品種が組み合わせられると好評の「選べる 3段重ねギフト」

が昨年のお歳暮期に続いて登場します。 

■＜初特集＞京王の地域産品セレクション 

北から南まで、美味を発掘する「地域産品プロジェクト」（※）を手掛ける伊藤忠食品と、当社名物催事「元祖有名駅弁

と全国うまいもの大会」などの地方物産展を担当する食のスペシャリストが厳しい目で選びました。 

※伊藤忠食品が中心となって、ものづくりに真摯に向き合う人々を応援し、地域産品の地産全消を目指す取り組み 

・【北海道】小樽海洋水産「海鮮ぶっかけ丼」 4,968円 

粘りのあるメカブと、カニやホタテなど新鮮な海の幸が合わさり、さらに甘エビ魚醤の

特製タレが隠し味になった深い味わいが特徴です。温かいご飯の上にのせて、また冷たい

うどんやおそばとの相性も抜群です（ぶっかけ丼［甘エビ・イカ・カニ・ホタテ］、ネギ

トロ丼［マグロ・サーモン］各 70ｇ）。  

・【富山県】尾崎かまぼこ館「四季揚げセット」 5,397円 

富山特産の「うずまきかまぼこ」や、海の幸・山の幸を練り込んだ揚げかまぼこ「四季

揚」など、ビールのおつまみにもなる多彩な具材がセットになっています（四季揚［薩摩・

イカゲソ・タマネギ・枝豆］各 220ｇ×1、楽味［赤巻・昆布巻・焼］各 135ｇ×1、ます

かま 290ｇ）。  

・【兵庫県】ハンドメイド「シューフォルマッジーノ」 3,780円 

神戸のケーキショップ「ハンドメイド」の人気商品。米粉と餅米粉を使った生地の中に

は、濃厚なチーズクリームがたっぷり。シュークリームのような見た目を裏切るもちもち

感がやみつきになりそうな、新食感スイーツです（シューフォルマッジーノ 5個×3箱）。 
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■にっぽんのうまい、再発見！ 

食通をうならせる厳選素材と熟練の技が特徴の、知る人ぞ知る商品を集めました。 

・築地定松×大隈農園「鉢植えマンゴー2個」 21,600円 ※6/30（木）までの承り 

ユネスコエコパークに登録されている有機農業の町・宮崎県綾町で、「大隈農園」は樹上完熟（実

が完熟して、自然に枝から落下するまで待って収穫すること）にこだわった鉢植え栽培を行って

います。芳醇な香り、ジューシーで濃厚な甘さ、スプーンですくえる柔らかな食感が楽しめます

（宮崎県産完熟マンゴー500ｇ×2）。  

・奥飛騨ガーデンホテル焼
やけ

岳
だけ

「温泉うなぎ」 8,640円  

奥飛騨温泉郷は、豊富な湯量と多様な泉質を誇る名湯の宝庫。その温泉水のきれいな水質で育

ったウナギの特徴は、柔らかな肉質で臭みが少ないこと。料理長こだわりの醤油をベースとした

タレで、香ばしく焼き上げています。暑い夏を乗り切る滋味豊かな一品です（うなぎ長焼 2尾（計

220ｇ）、たれ・山椒各 2）。  

■2015お歳暮でも好評！お好みに合わせて少量ずつ組み合わせができる「選べる 3段重ねギフト」 5,400円（送料込） 

 

 

 

 

 

 

 

①築野食品工業「こめ油」       ⑥金澤兼六製菓「かりんとう」      ⑪麺匠庵「素麺・そば」 

選りすぐりの 12 種類から、お好みの商品を 3 品（同アイテム可）お選びいただき、3 段の専用ボックスに詰め合わせて

お届けします。どの商品を組み合わせても価格は同じで、送料込み 5,400円です。 

【選べる 12種類】 

①築野食品工業「こめ油セット」                  

②ゴンチャロフ「焼き菓子セット」                  

③天野・道場六三郎「フリーズドライ スープ・味噌汁セット」  

 

⑦三田屋「黒毛和牛カレーセット」 

⑧小川珈琲「コーヒーセット」 

⑨銚子屋「甘味セット」（写真下）  

④モロゾフ「スイーツアソートセット」（写真上） 

⑤米匠庵「金賞健康米セット」      

⑥金澤兼六製菓「かりんとうセット」   

■特別な方には「贅沢グルメ」 

⑩不二食品「佃煮・鰹糸けずりセット」 

⑪麺匠庵「播州手延素麺・信州そばセット」 

⑫揖保乃糸「バラエティセット」 

 

希少性の高い、選び抜かれた 30品。特別な方への贈答に最適です。 

・加賀藩御用菓子司 森八×箔一「くずきりプレミアム・特製金箔器セット」 10,800円   京王百貨店限定  

 和菓子の老舗「森八」のくずきりプレミアムは、純度と品質の高さで知られる宝
ほう

達
だつ

葛
くず

をぜい

たくに使用した、弾力ある食感となめらかなのど越しが特徴です。「森八」と同じく金沢で創

業し、金沢箔を地域ブランドに育て上げた「箔一」特製の器がセットになっています。金箔を

あしらった華やかな器にくずきりを押し出し、黒蜜もしくは青梅のピューレをかけ、さらに添

付の金箔を振りかけて楽しむ、ぜいを尽くした一品です（くずきりプレミアム［黒蜜・青梅］

各 4、金箔器 1、限定 50セット）。  

  このほか、専門のマイスターが厳選した銀座千疋屋「マスクメロン（桐箱入）」（1玉、22,680円）なども販売します。 
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暑い日もオシャレに！ 

担当バイヤーに聞く、おすすめクールビズスタイル 

◆新宿店 5階 紳士服・用品フロア 

 

夏本番に向けて、今年もクールビズアイテムの売場展開が本格的にスタートします。 

クールビズが始まった 2005年から 10年以上が経過し、「ノーネクタイ」「ボタンダウンシャツ」といったクールビズな

らではの装いが定着してきました。一方で、「クールビズでも自分らしく」というお客様も昨年あたりから徐々に増加傾向

に。そのような声を受けた、今年のおすすめクールビズスタイルをご紹介します。 

■やっぱりノーネクタイで楽したい派 ⇒ ポケットチーフで印象アップ！ 

ネクタイがないと胸元が寂しげ、時には締まりがない印象にも。そこでおすすめなの

がポケットチーフ。特にリネンでできたものは素材そのものの清涼感もあり、この時期

に最適です。昨年 6～8月のポケットチーフの売上は前年比 40％増と好調。今年は昨年

よりもおよそ 2割増の約 100種類を展開し、無地で単色のものであれば 1,080円からと

比較的手に取りやすい価格で購入することができます。  

ペイズリー ドット チェック  

   

 

■少しくらい暑くてもおしゃれを楽しみたい派 ⇒ ネクタイを締めてタイドアップ！ 

「ノーネクタイでは、あまりファッションを楽しめない」というお

客様の声が、昨年からよく聞こえてくるようになりました。そのよう

な方には、あえてネクタイを締める「タイドアップスタイル」がおす

すめ。今年創業 40周年を迎えるブランド「フェアファクス」から、裏

地がないため一般品より軽量で、生地の端を手縫いで処理する三つ巻

き仕様によって仕上げたネクタイが当社初登場となります。この仕様

は日本でも数人の職人しかできない技法で、すべてハンドメイド。こ

だわりの強い方に着けていただきたい一品です。 

 

 

 

■どうしようか悩んでいる方 ⇒ バイヤー一押しカッタウェイカラーのシャツで決まり！ 

今やクールビズの定番スタイルとも言える「ボタンダウンシャ

ツ＋ノーネクタイ」ですが、同じノーネクタイでも今年のおすす

めは「カッタウェイカラー（襟）シャツ」。その特徴は襟先が 180

度近くまで大きく開いていて、ネクタイをしなくてもすっきりと

した印象になります。ジャケットを着た時に、襟の収まりがよい

のもポイント。タイドアップの時には、ノット（結び目）を大き

めにするとバランス良く見えます。今年はカッタウェイカラーシ

ャツの品ぞろえを、昨年のおよそ 2倍にして展開します。 

 

 

写真右のように裏地がないため、一般的なネクタイと比べて軽量な 

「フェアファクス」ネクタイ 9,720円（ネイビー/ブラック） 

 

2016 

およそ 180度 

無地 

「ロイヤルクルー」 

カッタウェイクルーシャツ 6,804円 

6 

＜バイヤーおすすめ＞ 

チーフの折り方によって、この 1 枚

で無地、ペイズリー、ドット、チェック

の 4 種の柄を楽しめる「イタリア製

ポケットチーフ」5,184円 

 

 
 



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、福島、蓮実、進藤  電話：直通 03(5354)2855 

 

4 

 

頑張るお父さんに、「ありがとう」とこだわりの一品を 

父の日ギフト 

5月 26日（木）～6月 19日（日）  ◆新宿店 5階 紳士服・用品フロア 

 

日ごろ家族のために頑張るお父さんに、日常使いに最適で、ちょっと上質なプレゼントを提案します。「こだわり」をテ

ーマに、製法や素材などに特徴のある商品を取りそろえました。 

■こだわりの製法 

・おしゃれ心を忘れないお父さんへ Koji Yamanishi（コウジ ヤマニシ）「スーパーフィーノパナマ」 216,000円  

 「Koji Yamanishi」は、日本やイタリア、エクアドルの職人技によってオリジナリティあふれる

デザインが特徴の、神戸発の帽子ブランド。「スーパーフィーノ」とは、最高級グレードのパナマハ

ットを指し、1点編むために平均 6ヵ月かかるとも言われ、年間での生産数も限られている逸品で

す。このほかにも、デザイナー自ら南米に足を運んで作り上げたパナマハットなども取りそろえま

す。                                    ※イメージ画像  

 

・うんちくが好きなお父さんへ 白
はく

竹堂
ち く ど う

「京扇子 黄櫨
こ う ろ

染
ぜん

セット」 10,800円  

1718年創業の「白竹堂」は、伝統や技術を継承しながら、今の時代のニーズに応える取り

組みを進める、京扇子の老舗です。黄櫨染とは、太陽の光によって色が変化し、陰影と立体感

が浮き出てくる伝統的な染技法。扇面の一部、扇子袋、くみひも部分に黄櫨染を施しており、

光の変化でいろいろな表情が楽しめる扇子です。 

 当社において、例年の父の日商戦では 5,000～6,000円前後の扇子が売れ筋でしたが、本年

はこだわりのある高価格帯の品ぞろえを強化し、前年比約 1.5倍の扇子を展開します。 

※イメージ  

■こだわりの素材 

・小物にもこだわるお父さんへ Mikado（ミカド）「小銭入れ」 21,600円（写真左） 「名刺入れ」 27,000円（写真右） 

 「Mikado」のものづくりは、国内外の厳選した上質な素材づかいや、日本の伝統と卓越さ

れた技を持つ職人による丹念な仕上げを特徴としています。商品に使われている素材・コー

ドバンは、しなやかで強靭、なめらかで心地よい手触りが特徴。職人が 1枚 1枚の皮を丁寧

に「水染め」と呼ばれる染色法で仕上げ、使い込むほどにつやが増していきます。 

 このほか、自動車のステアリングに採用されている耐摩擦性、耐水性などに優れたハイブ  

リッドレザーを使った革小物などを展開するブランド「ノイインテレッセ」の商品も取りそろえます。 

 

■こだわりの趣味 

・趣味と実益を兼ねたいお父さんへ もちてつ「モバイルバッテリー」 北陸新幹線 6,981円  

「もちてつ」（持ち運びのできる鉄道）のコンセプトは、“大人が使える鉄道グッズ”。細部

まで表現された造形や、ヘッドライトが「もちてつ」への充電時には赤に、スマートフォン

や携帯電話の充電時には白にそれぞれ光る仕掛けが、お父さんの持っている少年の心、遊び

心をくすぐる新幹線型のモバイルバッテリーです。2015年 3月開業の北陸新幹線の車両や、

東海道新幹線の最新モデル・N700A（3,980円）などを展開します。 
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室内（蛍光灯） 白熱灯や屋外など 
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家族の絆、再確認 

父の日～日本酒の陣～ 

6月 16日（木）～19日（日）の 4日間限定 ◆新宿店中地階 エキサイティングスポット 

 

日本酒の需要が高まり、特に直前の一週間は通常の 2倍を売上げる父の日商戦。今年は初めて、食品フロアのイベントス

ポットで蔵元 5社（※）を集める「父の日～日本酒の陣～」を開催します。酒売場は 50代以上のご夫婦や、男性のお客様

が多く来店されますが、30～40代の女性や、普段酒売場に来店されないお客様に向けて幅広く日本酒の魅力を発信します。 

品ぞろえは、蔵元自慢の酒や小瓶のセットで、気軽にお求めいただける 1,000円台から、ギフトとして需要の高い 3,000

～5,000円の価格帯が中心。「お父さんが好きなものをみんなで楽しみながら、感謝の気持ちを表したい」というお客様の声

に応え、家族で分け合ったり、親子で飲み比べを楽しんだり、ぜいたく感を味わえるギフトを約 30種類取りそろえます。 

※出店酒蔵・銘柄：李白酒造「李白」（島根県）、加茂鶴酒造「加茂鶴」（広島県）、小澤酒造「澤乃井」（東京都）、ほまれ酒造「会津ほまれ」（福島県）、

桃川「桃川」（青森県） 

 

■ほまれ酒造 会津ほまれ 父の日セット（6本、各 300ml） 2,808円 

福島県喜多方市の「ほまれ酒造」から 300ml 瓶の飲み比べセットが登場。大吟醸原

酒をはじめ、淡麗辛口を中心とした飲みやすい 6種類を集め、瓶のサイズも通常の約半

分という手軽さが特徴。飲み比べを楽しむ方、お父さんの毎日の晩酌にもおすすめです。

店頭で購入できるのは当社のみ。 

 

 

■李白酒造 李白「詩仙
し せ ん

セット」（3本、各 300ml）4,860円  京王百貨店限定セット  

 3月末の酒売場改装の際に登場した、当社限定のセット。人気の李白から、味わいやキレの

バランスが良い、「大吟醸月下獨
げっかどく

酌
しゃく

」、「純米大吟醸」、「純米吟醸両人對
りょうにんたい

酌
しゃく

」の 3種類を集

めました。いずれも日本酒に最適と言われる米、山田錦を使用していますが、3種それぞれ造

り方が異なるため、繊細な違いを楽しめます。3本が一度に手に入るのは当社のみ。家族で飲

み比べをしながら会話を楽しむシーンを提案します。 

 

■小澤酒造 澤乃井「大吟醸 凰
こ う

」 （720ml） 5,400円  

 東京都青梅市の酒蔵「小澤酒造」は 1702年創業、300年以上続く蔵元です。特A山田錦を 35％ま

で磨いて造った「大吟醸 凰」は、今年 4 月からの新商品で、フルーティーな香りとすっきりとした

甘さが特徴。父の日の祝いの席に合うぜいたくな逸品です。今までの日本酒のイメージを変えるよう

な味わいや華やかなパッケージも、幅広い層に好評を得そうです。 
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6月 1日は「写真の日」。大切な写真、見返していますか？ 

写真整理アドバイザーによるセミナー・ワークショップを実施「フォトウイーク」 

5月 26日（木）～6月 19日（日） ◆新宿店 8階 写真室 

 

 古いアルバム、箱や袋に束ねてしまい込んだプリント写真、パソコンやスマホの中のデジタル写真など、デジカメやスマ

ホの普及で私たちが所有する写真の数は格段に増えています。そのため、大切な写真も、単なるメモ替わりに撮った写真も

混ぜた状態で放置してしまい、すぐに見られない、どこにあるかさえもわからないという方もいます。 

こうした写真を取り巻く変化を受け、新宿店 8階の写真室では、従来の「カメラマンが記念写真や証明写真を撮影するス

タジオ」という機能に加え、「お客様が撮影したプリント写真・デジタル写真」を生かす「写真整理」の提案を始めます。 

■｢写真を見返す｣ことに改めて着目 

「写真整理」の提案とは、写真を上手に整理・保管するノウハウのご紹介だけではありません。また一般に、終活をきっ

かけに整理に着手する場合もありますが、特定の年代に限るものでもありません。 

写真を見返すことは、さまざまな人生のシーンとの再会や、人とのつながり・心の交流が生まれ、明日への活力の源にも

なります。そうした写真の力に改めて着目し、見返しやすくするための整理・保管に適した商品やサービスを導入し、コン

サルティングを得意とする百貨店の写真室ならではの新たな機能として徐々に拡大していきます。 

■「写真整理」の世界をご案内するイベント「フォトウイーク」 

「フォトウイーク」では、記念写真の優待やお子様カメラマン講座、また「父の日」の贈り物としても最適な写真や 3D

フィギュアの特別販売などとともに、「写真整理アドバイザー 上級」資格者 4名を講師に迎え、セミナー等を開催します。 

■写真整理アドバイザーによるセミナー・相談会・ワークショップ 

・「大切な写真の整理術」 定員：各回 12名、無料、予約優先 

5月 27日（金）15時～16時、6月 1日（水）11時～12時 ほか 計 3回 

「写真整理アドバイザー」の資格を創設した一般社団法人パソコープに所属する写真整理

アドバイザーゼネラルマネージャー 浅川純子氏による基本のセミナー。このほかにも写真を

お持ちいただく体験型セミナーやマンツーマンでご相談を承る個別相談会(有料)もあります。 
 

・「簡単！アルバム写真のデジタル化」 定員：各回 12名、無料、予約優先 

6月 3日（金）13時 30分～14時 30分、6月 18日（土）15時～16時  

写真整理に適したスキャナなどを手掛ける株式会社PFUの佐藤菜摘氏による、新製品等

を使ったアルバム写真のデータ化のデモ体験と手軽に注文できるフォトブックのご紹介。 
 

・「楽しく作ろう！フォトブック」 定員：各回 12名、無料、予約優先 

5月 27日（金）11時～12時、6月 10日（金）11時～12時  

フォトブック教室メモアル主宰の徳本雅美氏はこの分野の第一人者。グラフィックデザイ

ナーと 2児のママの立場で作るフォトブックは、誰もが挑戦したくなる魅力がいっぱい。 
 

・「スマホカメラレッスン&写真でキーホルダーを作ろう」 定員：各回 8名、3,240円、要予約 

6月 16日（木）10時 30分～12時 30分、14時～16時 

スマホ撮影の基本からアプリの使い方まで、スマホで写真を楽しむコツをご紹介するのは、

富士フイルムイメージングシステムズ株式会社認定のハッピーフォトアンバサダー、西塔薫

氏。お客様のスマホの画像でキーホルダーを作るワークショップ付き。 
  

少しの工夫で写真が変わります 

6  
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お客様の声に応えたアイテムが充実 

注目のＵＶ対策グッズ 

◆新宿店 1階 婦人洋品売場 

 

一口に紫外線対策と言っても、気温の上昇とともに売れ筋や人気アイテムは変わってきます。春は手袋やストールが中心

ですが、日差しが強くなるにつれ日傘や帽子に注目が集まります。今年の注目グッズをご紹介します。 

 

■京王百貨店限定販売！進化した晴雨兼用傘 

・ショートタイプの長傘なのに折りたたみにもなる晴雨兼用傘！ 「2WAYショート」 9,180円 

 折り畳み傘は、コンパクトで持ち運びに便利な反面、屋内などに入る際や、雨天時に使用した時に傘用ビニールや傘立て

に入れるのに手間取る面もあります。そんな悩みを解消してくれるのが、長短両方使える「2WAY ショート」。長傘よりは

少し短いショートタイプながら、折り畳めてコンパクトにもなる仕様です。中棒を伸び縮みさせて長短を調節でき、骨は繊

維強化プラスチックを使用しているので簡単に折り畳めます。持ち手は安定感のある「曲り手元」を使用。 

① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

ショートタイプの長傘（①）と折り畳んだ状態（②）。スナッ

プを留めて傘袋も短くできる 

パラソルを開いた状態（③）から、中棒を縮ませて短くし、折り畳み傘と同

様に骨を折ることができる（④） 

・片手がふさがっていても安心！ 「楽折スタイル」 9,180円 

一般的な折り畳み傘の傘骨の長さは日傘は 50cm、雨傘は 55cmが中心。しかし近年は高い機能性の晴雨兼用傘が増えている

ことから、雨の日での利用にも便利なものが好まれています。そのため「雨の日は小さくて濡れてしまう」「さっと差せるもの 

がほしい」というご要望を受け、55cm の雨傘サイズで、手元

のボタンを押すことで開くジャンプ式の晴雨兼用折り畳み傘を

企画しました。簡単に開閉でき、片手で持っても開くときに衝

撃を受けにくい「曲り手元」のためしっかりと握れます。 

  

■京王百貨店限定販売！帽子は「つば」のサイズバリエーションに注目 

フリーサイズが多い帽子ですが、バランスのよい好みの形を選べるよう

S・M・Lサイズなどをそろえてきた帽子売場。今年はより高いフィット感を

気軽に選べるよう、S・M のサイズとアジャスター機能に加え、同型で 6cm

と 8cm のつばの広さを企画。同じデザインでも 2cm 違うだけで印象は変わ

ります。セーラーやキャスケットなどの 6種類のデザインで、手洗い可能、

ペーパーやラフィアなどの通気性の良い天然素材を中心に取りそろえます。

価格は 14,040円～15,120円で、つばの広さが異なっても同価格です。 

 

 

 

 

 

セーラー型「つばバリエ帽子」

15,120円 
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  レイングッズフェア                                          

5月 26日（木）～ 6月 22日（水）  ◆新宿店 1階 婦人洋品売場・婦人靴売場 

 

毎年この時期恒例の「レイングッズフェア」。傘やレインコートなどの雑貨は通常の倍以上、靴は通常の約 3 倍に種類を

拡充。雨の日が楽しくなるようなデザインや、機能、サイズなどお客様の声に応えた商品などを取りそろえます。 

   

■軽量や耐風は標準装備の時代、プラスアルファの傘に注目 

・「ワイド折り畳み雨傘」 5,400円 

折り畳み傘はこれまで持ち運びのしやすさが重視され、小型化や軽量化が進んできました。しか

し突然の大雨では 55cmが一般的な女性用折り畳み傘では濡れてしまうことから、「男性用（60～

70cm）やビニール傘（60cm）のような大きな傘が欲しい」との声が多く寄せられました。そこで

サイズに注目し、60cmでも軽量で女性らしいデザインの折り畳み傘をそろえました。 

 

 

■雨の日でも自転車が必須な方に 

・「サイクルレインコート」「サイクルレインポンチョ」 各 6,264円 

昨年の道路交通法の改正で自転車による交通違反の取り締まりが厳しくなり、自転車対応

レインコートへの需要が高まっています。丈が短いと足元が濡れてしまい、長いとこぎにく

くすそがタイヤに巻き込まれてしまう危険もありますが、「サイクルレインコート」（写真）

は足の部分をスナップで留めるとパンツ風になり便利です。また「ポンチョ」は身ごろがゆ

ったりしていて、ハンドルやかごの部分まで覆えるため、手元や荷物が濡れにくくなります。 

 

 

 

※イメージ 

 

■スニーカータイプのレインシューズが新登場 

今年は晴れた日でも使いやすい、スニーカーやウォーキングシューズタイプのレインシューズが豊富に登場。通常の靴と

合わせて選べるよう、パンプスやスニーカーなどの種類別にコーナーを設置し、約 600種類（色・サイズ含）を展開します。 

・アサヒウォークランド「ゴアテックススニーカー（L034GT）」 14,040円 

一見すると普通のキャンバススニーカーのようですが、防水・透湿性の高い「ゴアテックス」を使

った、歩きやすさと日本製にこだわったレインシューズです。ゴム底と靴本体をしっかり結合する接

着方法で作られているので、隙間からの浸水も防いでくれます。金の平箔や金糸で文様を織り出した

「金襴
きんらん

織物」の技術を取り入れた、広島県福山市のメーカーとのコラボタイプ（18,360円）も販売。 

 

 

・パラディウム「パンパ パドル ライト ＷＰ」 14,040円 （写真右） 

フランス生まれのブーツブランドから、スニーカー感覚で履けるレインシューズが登場。外側と内

側にはっ水素材を使用し、アッパーの縫い目にはテープ処理を施しているため、水が靴の中に入りに

くい一足です。マゼンダやオレンジなど、雨の日が楽しくなるカラフルな 7色展開。 

写真左は、イギリスの伝統的デザインがベースの「リバティハウス」レインシューズ（19,224円）。  

 

■持ち運びに便利な折りたためる長靴 

・ワンマイル「コンパクト長靴」 8,640円 

ゴム長靴の専門メーカーが作る長靴が新登場。特殊なゴムを使用しているため、軽量かつとてもやわらかく、動きやすい

快適な履き心地です。くるくると丸めてコンパクトにもなります。携帯に便利なはっ水加工の専用ケース付。 
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  古典柄の現代アレンジに注目                                                    

京王のゆかたコレクション                                         

6月 23日（木）～ 8月 3日（水）  ◆新宿店 6階 和装売場 イベントスペース （東京ますいわ屋） 

 

 新宿店 6階の和装売場の浴衣は比較的年齢層の高い顧客が多いことから、トレンドよりも落ち着いた色柄や“粋”が好まれ

る傾向にあります。しかし近年は古典柄が注目されてきていることもあり、顧客層がより幅広い年代に広がってきています。 

「ゆかたコレクション」ではイベントスペースにて品ぞろえを拡大し、「東京ますいわ屋」の女性用（約 300点）、男性用

（約 50点）、子供用（約 100点）の浴衣と、小物（帯を含め 300点以上）を、約 750点以上集積します。 

 

■古典柄を明るい色づかいで現代風にアレンジ 

浴衣のトレンドは、ラメ入りの柄などキラキラしたものが流行した年もありました

が、近年はシンプルさが注目され「日本回帰」の傾向も相まって古典柄が人気です。

とはいえ、ピンクや黄色などの明るい色使いなどで現代風にアレンジされ新しさもあ

り、「東京ますいわ屋」が得意とする涼やかさを感じさせる色柄使いもポイントです。

価格は 3万円以上が中心ながらも、素材には麻を使うなど快適な着心地と品質の良さ

を感じられるほか、絞りなど日本の職人の手仕事が光る浴衣がそろいます。 

一般的には手軽な既製品（プレタポルテ）を選ばれる方が多いですが、自分の体型

に合わせてお仕立てができる反物もおすすめ。販売員と相談しながら、サイズ感はも

ちろん、「この花の柄が前にくるように」などの多少の要望もかなえられます。一見

敷居が高そうですが、実は仕立て代を含めても既製品とほとんど変わらないことも。

仕上がりまで約 1ヵ月を要するため早めの検討は必要ですが、体型に合わせて仕立て

た浴衣は既製品とは異なる着心地を得られます。着付けがしやすくおはしょりや襟元

の開き具合などの微調整もとても楽になるという利点もあります。 

 

滋賀県の伝統的な技術で織り上げた、細かい凹

凸のある楊柳の生地「近江ちぢみ」は、通気性が

良くさわやかな清涼感が特徴。大正時代の柄を

伝統的技法「型友禅」で染めた「近江ちぢみゆか

た地」（反物）各 54,000 円。帯は麻地の「半巾

帯」各 16,200円 

 

■小物は洋服にも合うバッグが人気 

 浴衣に合わせる小物といえば巾着が一般的ですが、近年はかごバッグなどのバリエーシ

ョンが増えています。特に和装だけでなく普段使いの洋服にも合わせやすい、身の回りの

ものが入る大きめのバッグが人気を集めています。おすすめは、インドネシアに自生する

シダ科の植物「アタ」を編みこんだかごバッグ。網目が美しく軽くて丈夫なのが特徴です。

価格は 8,400円～13,284円。 

 

「かごバッグ」写真左から 16,200 円、

9,720円、9,504円 

■男性、こども用の浴衣も古典的なものに注目 

 近年、女性と一緒に浴衣を着こなしたいという男性が増えてきており、男性用浴衣の一般的なものである無地や細かい縞

以外の、柄物への関心も高まっています。女性用と同じく伝統的な柄をベースに新しい感覚を取り入れた「吉原つなぎ」や

「麻の葉」の柄などを、綿や麻の上質な素材で 15,000円～4万円を中心に取りそろえます。 

 また、お子様向けは、5,000円前後の気軽に着られる浴衣が人気ですが、一方で祖父母などから「伝統的なものを贈りた

い」というご要望も少なくありません。伝統的な型染めの一種である「注
ちゅう

染
せん

」でつくられた、金魚や花火、兜などの古典

的な柄の男児・女児向けの浴衣を 1万円前後でご用意します（100cm～）。 
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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」が、今年も 5月 19日（木）にオープンしました。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、初日である 19日には約 500名のお客様が利用され、スタートからにぎわいを見せています。 

 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。 

■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） 
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