
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) 

7月の営業時間：7月 6日（水）まで、10時～20時 30分（日・祝は～20時） 

7月 7日（木）から、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 経営企画室 広報担当 柴井、安藤、福島、深山、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。 
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「浴衣着付け体験」を初企画！ 

訪日外国人に向けた取り組み 

 

日本政府観光局（JNTO）によると、7月は 2015年の 1年間で訪日外国人の数が最も多かった月（およそ 191万人）で

した。2016年も過去最速でその数は 1000万人を超え、訪日外国人は引き続き増加傾向にあります。新宿店の免税売上高も、

4月、5月の 2ヵ月続けて、前年比 2ケタ増と好調に推移しています。 

ところが、外国人観光客の購買行動に変化が見られ、いわゆる“爆買い”と呼ばれる「モノ」消費から、エステなどの美

容関連や神社仏閣へのお参りといった体験型の「コト」消費に興味の対象が移ってきています。そこで、新宿店においても

日本の夏を象徴する浴衣（男性用、女性用）の着付け体験、写真撮影、さらに着用した浴衣セットのプレゼントという体験

型ラッキーバッグを、外国人観光客に向け初めて企画しました。また、昨年 7月と今年 1月に引き続き、「KEIO SPECIAL 

LUCKY BAGS」も展開します。 

 

■「浴衣着付け体験」の概要                                                     ※イメージ  

・開催日時：7月 4日（月）、6日（水）、11日（月）、13日（水）、 

8月 1日（月）、3日（水）、8日（月）、10日（水）、15日（月） ※各日 13～15時 

・場所：新宿店 8階 写真室 

・所要時間：約 40～60分（各日先着順） ※1組につき 2名まで 

・料金：お一人様 9,720円 

・内容：浴衣セット（浴衣、帯、下駄）、着付け、写真撮影、L判プリント写真（1枚） 

     ※ヘアメイクは行いません。その他、撮影オプションについては別途費用がかかります  

 

■昨年も好評！「KEIO SPECIAL LUCKY BAGS」 ◆新宿店各階 

7月 1日（金）～10日（日）※、「KEIO SPECIAL LUCKY BAGS」を販売します。昨年 7月に初めて展開したところ、

商品によっては即日完売になるものも。今年は、新宿店でこの時期に免税件数のシェアが高い 30代、40代の外国人観光客

に向けた人気商品を「LUCKY BAGS」にして、各階あわせて 35種類展開します。※無くなり次第終了 

＜商品の一例＞ 

・「プラレールセット（11点セット）」 5,940円（限定 10点） 7階 おもちゃプラザ 

車両やレール、情景部品など 11点入り。 ※セット内容は袋によって異なります 

・AFC健康ショップ「万田酵素お買い得セット」 48,600円（限定 5点、写真） 8階 リフレピア 

毎日の健康維持に人気の万田酵素をセットで（万田酵素［145ｇ］×3、万田酵素 

ペースト［2.5g×14包］×2）。  
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  初開催！海の日にシーフードを楽しもう 

京王シーフードウィーク 

7月 8日（金）～20日（水）  ◆新宿店中地階 惣菜売場 

  

 海の恩恵に感謝する日として制定された「海の日」、今年は 7月 18日（月・祝）です。この歳時記を身近な海の恵みであ

るシーフードで楽しんでいただこうと、京王百貨店限定商品 7種類を含めた海鮮総菜が期間限定で登場する「京王シーフー

ドウィーク」を初開催します。 

 

■海の日は海鮮を味わおう！  ※京王百貨店限定商品は 7/8～20の販売 

 

・古市庵「海鮮ちらし 華音
か の ん

」（1折） 648円  京王百貨店限定  

 巻き寿司やちらし寿司が人気の古市庵より、京王百貨店限定の海鮮ちらしが登場。マ

グロ、エビ、穴子、イカ、サーモン、とびっこ、北海道産イクラの 7 種類の海鮮に、

玉子ときゅうりを合わせ、華やかに盛り付けました。  

 

・ＰＡＯＰＡＯ「海鮮焼きまん」（1個） 270円  京王百貨店限定  

 青森県産のホタテとぷりっとした大ぶりのエビがたっぷり入った、とろりとした塩ベ

ースのあんがたっぷりの中華まん。生地には小エビを混ぜ合わせ香ばしく焼き目も付

けた、食べ応えのある一品です。 

 

 

・黒龍門「ふかひれ姿煮あんかけチャーハン」（1折） 1,980円  京王百貨店限定  

カニのほぐし身とふかひれの姿煮をまるごとぜいたくに使ったあんを、黒龍門で人気のシンプルな黄金炒飯に合わせまし

た。折箱の中であんと炒飯が仕切られているので、お好みの量をかけながら楽しめます。 

 

・美濃吉「鱧の三色揚げ」（3種各１個入） 810円  京王百貨店限定  

 夏の旬食材である鱧を、京料理の老舗が上品に仕上げました。大葉、海苔、湯葉と

それぞれ合わせて天ぷらにした、夏の新作です。 

 

 

 このほか、旭鮨総本店「穴子の押し寿司」（1本・432円、京王百貨店限定商品）、デッラ クッチーナ「銚子沖水揚げいわ

しのカルパッチョ シトラスソース」（100ｇ・605円）など、海の恵みを味わえるシーフード総菜が多数登場します。 
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  七夕フェア                                          

7月 1日（金）～7日（木） ◆新宿店中地階 菓子売場 

 

七夕の夜は“サマーバレンタイン”として大切な方とのひと時を楽しんでいただこうと、3種類の京王百貨店限定品をは

じめ 15の和洋菓子ブランドから、七夕らしい季節感を感じるスイーツを期間限定で販売します。 

 

■七夕の夜は大切な人と「サマーバレンタイン」を楽しもう！ 

・銀座千疋屋「七夕デザート」（１個） 540円  京王百貨店限定  7/4～7/7の販売 

白いミルクプリンにブルーハワイのゼリーを重ね、中にはパイナップルを入れた 2 層の涼し

げでさわやかなグラススイーツ。上には星形のパッションフルーツゼリー、クラッシュゼリー、  

ブルーベリーをあざやかに飾りました。 

・鎌倉ニュージャーマン「七夕スタースイーツ」（直径約 14cm） 2,160円 

 京王百貨店限定  7/1～7/7の販売 

スポンジにチョコレート、ラズベリー、バニラの 3 層のムースを重ねた星形のかわいらしい

ケーキ。オレンジ、洋梨、キウイ、ラズベリー、ブルーベリー、苺、赤スグリといった 7 種類

のフルーツと、ブルーキュラソー、コアントロー、グレナデンシロップの 3色のクラッシュゼ 

 

 

リーを飾り、ホイップクリームで仕上げました。 

・森八「七夕和菓子セット」（４種類入） 1,080円  京王百貨店限定  7/5～7/7の販売 

 金沢の老舗和菓子店からは 4種の和菓子をセットにした限定スイーツが登場。「織姫」と「彦

星」をイメージした練り切り、「笹の葉」をイメージした上生菓子、「天の川」をイメージした

羊かんが楽しめます。  

 

土用の丑の日 

7月 28日（木）～30日（土）  ◆新宿店中地階 食品フロア 

 

今年の「土用丑の日」は 7月 30日（土）です。定番の蒲焼きはもちろん、ウナギを使った総菜の販売をはじめ、ウナギ

同様スタミナが付く肉弁当も展開予定です。また、近年注目され定番になりつつある「土用餅」も登場します。 

 

■京王百貨店限定メニューも登場！うなぎ総菜 

・美濃吉「鰻豆腐」（1人前） 972円  京王百貨店限定  

さっぱりとした口当たりの豆腐に、国産煮ウナギの短冊切りや野菜をのせた冷製総菜です。このほか、京風だし巻きにウ

ナギを巻き込んだ人気の「う巻き」（1人前 1,080円）も販売します。 

・旭鮨総本店「うなぎ鮨ハーフ」（1折） 1,080円  京王百貨店限定  

脂ののったウナギの蒲焼きの握り寿司。少人数でも暑い夏を乗り切る一品を楽しみたい方向けの、食べやすい 5貫入です。 

 

■丑の日のもう一つの定番「土用餅」 

土用餅とは、暑さに負けず無病息災を願って土用の入りに食べられてきたあんころ餅のこと。お餅は力餅、小豆は厄除け

に通じるといわれ、近年ウナギと合わせて注目を浴びてきています。「叶匠壽庵」「鶴屋八幡」「花園万頭」「塩瀬総本家」「仁々

木」の和菓子店 5店舗から、「土用餅」を 7月 28日（木）～30日（土）の 3日間販売します。 
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今年の夏は猛暑予想！？ 

暑い夏を快適に過ごすグッズ 

◆新宿店 6階 家庭用品フロア 

 

気象庁の予想によると、東日本の今年の 6～8月の平均気温は「平年並みか高い」とされています。そこで、生活雑貨や

調理用品、寝具などを扱う新宿店 6階フロアから、暑い夏を少しでも快適に過ごせるグッズをご紹介します。 

■アウトドア、外遊び、炎天下での草むしり・・・天然由来・原料の虫対策もあります 

・生活の木「シトロネラ ボディ－スプレー」（50ml）972円、（100ml）1,512円 

人間にとってはさわやかな香りのするシトロネラ、ユーカリ・シトリオドラといった成

分は、虫にとっては忌避作用があると言われています。天然由来の原料からできているた

め、小さなお子様をはじめご家族みんなで安心して使えます。お子様との公園遊び、海や

川でのレジャー、山でのキャンプなどに最適。ジカ熱やデング熱などの感染症に対する不

安感もあり、店頭での動きも例年より早くなっています。部屋の中で使用できる「キャン

ドル」（90g、1,944円）、「エッセンシャルオイル」（10ml、1,620円ほか）もあり。  

・鳩居堂「蚊よけ匂袋」（藍色/藤色） 1,080円 ※藤色は 2016年新登場 

大正時代に製造・販売していた「かよけ線香」を現代風にアレンジし、昨年発売をスタ

ート。除虫菊やユーカリの精油など、天然香料だけを使用し、蚊よけ効果だけでなく香り

のさわやかさにもこだわった季節限定商品です。5月 26日からの販売開始ながら、暖か

くなりはじめた 4月ごろから「今年の発売はいつから？」との問い合わせも多数受け、さ

らに今年新登場した藤色は、販売開始後約 3週間で初回生産分が完売となるほどの人気ぶ

り。外出時の携帯にも便利な匂袋型のほか、お墓参りにも最適な「線香型」（75g、1,836

円）などもあります。 

 

 

 

 

■寝苦しい夜も快適に 

・UCHINO「マシュマロガーゼ ワンピース」（女性用） 10,800円 ◆タオル売場 

日中の暑さ以外にも不快なのが、寝苦しい夜。「マシュマロガーゼ」のワンピースは、

特殊な生地を使っていて、柔らかな肌触りと軽さだけでなく、「寝汗をかいてもべたつき

にくい」（吸湿・吸水性）、「蒸れにくくサラっとした着心地」（通気性）、「適度に保温する

寝冷え対策」（保温性）という特徴があります。夏はもちろんのこと、少し肌寒い季節ま

で年間を通じて睡眠をサポート。ご自分用だけでなく、贈り物としても好評を博していま

す。  

■スムージーや冷製スープなど ひんやりメニューで快適に 

・レコルト「ソロブレンダー サンテ」 3,780円 ◆食器 調理用品売場 

夏バテ気味で食欲があまりない、そんな方におすすめのブレンダー。フルーツや野菜、

氷などを入れてスイッチを押すだけの簡単操作で、容量も 300mlなので女性でも飲み切

りにちょうどいいサイズです。ボトル部分をそのままグラス代わりに使えたり、パーツを

取り外して洗えるといった利便性もあり、気温が上昇した今年 5月は好調に推移しまし

た。  
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写真は藍色の「蚊よけ匂袋」 


