
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) 

8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） 

※8月 16日（火）は店休日 

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。 

・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。 

 

 

 

東京と鎌倉の手土産を期間限定で集積   

「東京」「鎌倉」てみやげフェア 

   8月4日（木）～15日（月） ◆新宿店 中地階「エキサイティングスポット」 

 

帰省土産や友人との集まり、ご自宅でのおもてなしなどで楽しみたい、おいしく見た目もかわいらしい東京近郊の手土産

が期間限定で登場。東京と、神奈川県の人気観光地「鎌倉」のお菓子にスポットを当て、11店舗を集積します。 

 

■人気観光地「鎌倉」の手土産を特集                                                   

東京から電車で約1時間の鎌倉は、古都の風情や寺社、小町通りを中心としたにぎわいのある商店街などが楽しめ、老若

男女に人気の観光地です。春には鶴岡八幡宮に続く参道、若宮大路の段
だん

葛
かずら

の工事が終了し、約1年半ぶりに通行が可能に

なって、さらなる注目を集めています。そんな鎌倉の、手土産に最適な和洋スイーツを販売します。 

● 鎌倉レ・ザンジュ 

 1982年から鎌倉駅近くに店を構える洋菓子店。創業以来受け継がれた技術で、ヨーロッパ伝統

のお菓子を日本人に合うようにアレンジした、こだわりの焼き菓子がそろいます。塩クッキー「プ

ティ・フール・サレ」（写真、1缶1,620円）やバームクーヘンが人気です。 
 

● パティスリー雪乃下 

見た目も華やかなスイーツが人気の、小町通りにあるパティスリー。グレープフルーツや青り

んごなどのゼリーに、ネーブルオレンジやラ・フランスなどの異なる果肉を合わせた4種類の味

の「ジュレ」（写真、4種類6個入2,650円）や、焼き菓子などを販売します。 

● 鎌倉五郎本店  

小町通りに本店を構える和菓子店。人気の「鎌倉半月」は、ほのかな甘みのせんべいにふんわ

り軽いクリームを挟み、せんべい生地も中のクリームと同じ風味で焼き上げています。定番の「小

倉」「抹茶」のほか、夏季限定の「鎌倉ぴーナッツ半月」（写真、10枚入1,080円）も販売。 

● 鎌倉山ラスク  

専用の小麦粉で焼き上げたフランスパンをじっくり寝かせてから仕上げる、小町通りに本店を

構えるラスク専門店。紅茶やフルーツなど味も見た目も多彩で楽しい「鎌倉山ラスク」は、人気

の味6種が各2枚入ったセット（12枚入1,100円）など、豊富に展開します。 

 

このほか鎌倉からは、ドライフルーツ専門店「鎌倉茶近」と豆菓子専門店「鎌倉源氏庵」が登

場。また東京からは、「御茶ノ水 小川軒」のレーズンウィッチ、「帝国ホテル」の焼き菓子、恵  

比寿「豆園」のきんつば、老舗和菓子店「赤坂雪
せっ

華
か

堂」の甘納豆入りゼリー、焼き菓子店「ピカソル代官山本店」が出店

します。 
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子どもから大人まで楽しめます 

鉄道フェスティバル  

8月11日（木・祝）～15日（月） ※最終日は 18時閉場  ◆新宿店７階 大催場  

 

京王電鉄グループの一員というネットワークを生かし、さまざまな鉄道の魅力を紹介するイベントを開催。鉄道グッズ販

売をはじめ、鉄道模型の運転体験、工作教室や鉄道好きの著名人たちによるトークショーなどを行います。小さなお子様か

ら鉄道好きの大人まで、家族みんなで楽しんでいただけるイベントです。 

 

■無料で楽しめる！鉄道模型の運転体験 

前回に続き、高校・大学の学生が手掛けた各校自慢のレイアウトで、鉄道模型の

運転体験が楽しめます。 

 工学院大学 鉄道研究部による Nゲージ運転体験  初登場  

※各日11時～18時（最終日は 17時まで） 

新宿・八王子と京王線沿線にキャンパスのある工学院大学 鉄道研究部が手掛け

たオリジナルジオラマで、Nゲージの運転体験ができます。お1人様約3分。  

  電気通信大学 鉄道研究会による Nゲージ運転体験 

※8月12日（金）～15日（月） 11時～18時（12日は 12時から、最終日は 17時まで） 

  岩倉高等学校（上野）の生徒によるミニシミュレータ、Nゲージ運転体験 ※8月12日（金）～14日（日） 11時～18時 

 

■連日開催！鉄道好き著名人によるトークショー 

テレビなどでもおなじみの鉄道好きな著名人が、ライブやトークショーで会場を盛り上げます。 

＜初開催の主なイベント＞ ※敬称略 

 「JTB時刻表」大内編集長トークショー（出演：大内学、野月貴弘、南田裕介） ※8月12日（金）13時～（約60分） 

創刊から90年以上の歴史を誇る「JTB時刻表」の編集長・大内学さんが、時刻表制作のこだわりや裏話などをご紹

介。 

 鉄道と音楽の楽しさをお届けします！向谷実トーク＆ライブ（出演：向谷実、オオゼキタク、クリステル・チアリ）  

※8月13日（土）15時～（約45分） 

音楽界屈指の鉄道ファン・ミュージシャンの向谷実さん、鉄道好きのシンガーソングライター・オオゼキタクさん、京

王電鉄はじめ多くの鉄道会社の英語版車内アナウンスを担当するクリステル・チアリさんによるトーク＆ライブショー。 

 ママ鉄による鉄道トークショー（出演：玉川美沙［司会］、豊岡真澄、棚澤明子） ※8月14日（日）13時30分～（約30分） 

ママタレントであり鉄道ファンの「ママ鉄」3人によるトークショー。ママ鉄ならではの視点で、お子様と楽しめる絶

景ビューポイントをご紹介します。 

 

■8/11「山の日」にちなんで「TAKAOブース」が出展 

今年から国民の祝日として「山の日」が施行されます。東京で山といえば高尾山が有名。そ

こで、会期前半の 8月 11日（木・祝）～13日（土）には山の日を記念して、京王電鉄による

「TAKAOブース」も出展し、参加費無料で「ネイチャーガーランド*づくり」などを楽しめま

す。また、京王電鉄キャラクターの「けい太くん」と「プラットガール」も来店し、会場を盛り

上げます。         ＊窓や壁などの周りを装飾するために、紐などに垂れ下がった飾りの総称 

 京王電鉄キャラクター「けい太くん」 

＊写真はイメージです 
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豪雨でもかっこよく決める！ビジネスマン向けレイングッズ  

展開中 ◆新宿店5階 メンズビジネス売場  

 

夏に集中するゲリラ豪雨。急な雨に襲われてもスマートに決めたいビジネスマンにぴったりのグッズが増えてきています。

雨にも負けないビジネスシーン向けレイングッズを昨年より20％増の品ぞろえで展開しています。 

 

■年々大きくなる耐風傘 70cｍに注目！ 

● オーロラ「ａｉ：ｕ(あいう)」5,940円（黒、ネイビー、グレー、カーキ） 

主流の親骨の長さ65cmサイズよりも一回り大きい70cmサイズの耐風傘。流行のリュッ

クスタイルや、背の高い方でも濡れにくいのが利点です。耐風傘の特徴は骨の部分で、曲げ

や衝撃に強いポリアミド素材を使用し、強風に煽られても骨がしなるため壊れにくくなっ

ています。「長く使えそう」と6月の導入以来人気を集めています。 

■折り畳み傘は「壊れにくい」「軽い」が人気 

2～3 年前から折り畳みの耐風傘が登場し支持を得てきましたが、紳士向けの一般的な大

きさ（親骨54cm）よりさらに大きな60cmが注目を集めています（ピエールカルダン「耐

風傘」5,400円）。 

一方、軽さを追求する動きも見られます。一般的な重さは200ｇ前後、軽量をうたうもの

でも 120g ほどあります。そこからさらに 10％ほど軽量になったのが、マッキントッシュ

フィロソフィーの「Barbrella
バ ー ブ レ ラ

」超軽量ミニ傘（55cm、8,640円、約110g）。傘骨の一部に

高性能カーボンファイバーを使用しているため、超軽量が実現しました。 

 

▲左（親骨）65cm、右70cm 

      

 
▲身長180cmの男性がリュック
を背負っていても濡れにくく、 
安心の70ｃｍ傘 

■流行のリュックも撥水加工が人気 

通勤でも増えてきたリュックスタイル。東日本大震災後やスマートフォンの普及により需要が高まり、当社でもビジネ

スリュックを2割増で拡充させてきました。特に雨の日は、手がふさがらないリュックが重宝される傾向を受け、「撥水加

工リュック」の品ぞろえを強化。ビジネスからカジュアルなショルダー2wayタイプまで種類豊富に展開しています。 

 エースジーン「クロスタイド」 20,520円 

                   （黒、カーキ、オレンジ） 

撥水性を持つテフロン加工された「コーデュラナイロ

ン」を使用。耐久性や軽さ、摩擦に強いという特徴も併

せ持つ素材です。ポケット部分は水をはじく樹脂シー

トを（写真A右）、ファスナーにも内部への水の浸入を

最小限に抑える撥水ファスナーを採用（写真 B）する

など、随所に工夫が凝らしてあります。 

(A)   
  

(B)のファスナーは内側に隠れ 
生地に撥水加工が施されている   

(C)は一般的なファスナー   

(B)

  

(C)

 

■本革のビジネスシューズ？いいえ、ゴム靴です 

 ソルボビズ 「レインブーツ」 11,880円（黒、ブラウン／S：24.5cm、M：25.5cm、L：26.5cm） 

今年 6 月より展開を始めたソルボビズのレインブーツ。靴本体と靴底を縫い合わせるので

はなく、一つの型にゴム素材を流し込み成型しているため、水が浸入しにくいのが特徴です。

人気のポイントは、ゴム製の靴でありながら、本革のビジネスシューズのように見える点。履

き心地の良さをかなえるため、インソールのかかと部分に衝撃吸収素材を搭載しています。 
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備えあれば憂いなし！ 

災害に備えておきたい おすすめ便利グッズ  

展開中 ◆新宿店各階  

 

■防災用品フェア 8月17日（水）～9月7日（水） ◆6階 食器・調理用品売場 

  4月に発生した熊本地震を受けて、発生直後は防災用品への関心が高まり、4月の防災用品の売上高は前年の 2倍とな

りました。9月 1日の防災の日に合わせて 8月 17日～9月 7日の期間、水がいらない非常用トイレや長期保存可能な食

品などの防災用品の品ぞろえを通常の倍に拡大し、約30点を販売します。 

 「さわやかトイレ」1,620円 

水がいらない非常用トイレ。凝固剤がセットされているため、被災地で貴重になる水を使う必要がありません。また

簡易に持ち運べるため、状況に応じて使う場所を選べ、プライバシーの問題にも配慮可能です。 

 「MINIM＋AID（ミニメイド）」19,440円 

  「防災用品を詰めたリュックが、災害時にすぐに取り出せなかったら．．．」というリスクを軽減するために開発された 

防災セット。傘立てやコートハンガーなどの玄関周りに

置けるようにデザインされた58㎝の筒の中には、上から

ホイッスル、ランタン、常備薬やメガネなどを入れられる

ケース、手動式充電器としても使えるラジオ、ポンチョが

入っています。ポンチョケースはコップとしても使用可

能。また、本体底に収納されているベルトを付ければ、肩

に掛けられ両手があく設計です。今年発売の新商品。 

03の筒型ラジオは充電器にも 

 

 

■災害で喪失感の大きな「写真」を手軽にデジタル化して保存 ◆8階 写真室 

「いつかは整理したい」と先送りにしがちな写真ですが、自宅が災害に見舞われた際、最初に探すのも写真と言われま

す。「家のリフォームにあわせて断捨離したけれど、唯一手つかずの段ボールが、写真とアルバム」というお客様の声も実

際に聞かれます。写真のデジタル化は「備え」の一つです。 

 「i Phone 専用アルバムスキャナ 『Omoidori』」1,1340円 

 6月に発売されたアルバムスキャナ「Omoidori」(おもいどり)は、iPhoneをセットして使

うミニスキャナ。保護フィルムの上からでもテカらずきれいに写真を読み込みデジタル化し

ます。専用アプリで手軽にフォトブックが作れ、写真整理の第一歩におすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

8 

 



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 

 

5 

 

販売開始以降、好調に推移しています！ 

ランドセル商戦、いよいよ最盛期へ 

展開中 ◆新宿店7階 こども用品・ホビー雑貨売場 

 

昨年よりも4日早い、5月26日（木）から販売を開始した2017年春入学用のランドセル。好調な出足で、売上高・売 

上数量ともに前年の約2倍のペースで推移しています。 

 

 

■売上を牽引しているのは・・・ 

①「クラリーノＦ」使用のパターンメイドランドセル 

本体のカラーやステッチなど、複数箇所のデザインやパーツが選べる楽しさがあること、A4フラットファイル（バイ 

ンダー）が入るワイドタイプでありながら、素材が「クラリーノF」だと1,100ｇ前後と比較的軽量（一般的なものは 

1,200ｇ前後）であることから、特に女児の需要が多くなっています。本年の売上数量は前年の約10倍となっています。 

②ブランドランドセル 

男児は「ナイキ」「アディダス」「プーマ」といった、スポーツブランドのランドセルの売上が前年の約2.5倍と数字を 

伸ばしています。女児も「メゾピアノ」「シャーリーテンプル」「バービー」などのブランドランドセルが好調で、一部カ

ラーはすでに完売となるほどの人気です。 

 

■最盛期の 8月にあわせてイベントを開催 

年々早まるランドセル商戦のピークですが、今年は 8 月、特にお盆のタイミングに合わ

せ、多くのお子様がご両親や祖父母と一緒に来店されると予想。そこで8月4日（木）～17

日（水）＊に、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の、展

示受注販売会を初開催します。映画「アナと雪の女王」をイメージしたシブヤ文房具限定モ

デルなどを展開し、販売会期間のみ取り扱う限定商品と、通常展開商品をあわせて約 70種

類をラインアップ。他ブランドも含め、売場には合計約200種類のランドセルが並びます。  

＊8/16（火）は店休日 
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アナと雪の女王・スペシャルエディション 51,160円 

約100種類以上が並ぶ 

ランドセルコーナー 
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こどもの暑さ対策事情  

展開中 ◆新宿店7階 こども用品・ホビー雑貨売場、8階 リフレピア売場  

 

 気温も高く、紫外線も多い夏休み。かつては「こどもは日焼けするほど健康」と言われていましたが、紫外線対策など、

今のこどもに暑さ対策は欠かせません。母子手帳から「日光浴」の言葉が削除されてから 20 年近くがたち、こどもの生活

もさまざまに変化しているようです。人気商品から見えてくる、子供の暑さ対策事情をお知らせします。 

 

■日焼け止めは常識 

  日焼け止めを集積販売する 8 階「リフレピア」では、日常使い用の SPF30 程度の日焼け止めはほぼすべて母子

で兼用可能な商品です。大人の女性向け商品を扱う「リフレピア」ですが、お母様方から「毎日使うものだから親

子で使えるものが欲しい」とのご要望が多く、現在10種類程度を扱っています（1,000～2,000円程度）。 

 

■赤ちゃん専用サングラス 

紫外線対策は、肌だけではありません。乳幼児の眼に夏の強い日差しは避

けてあげたいもの。そこで人気なのがこども用サングラスです。こども用品

売場では2種類の幼児用サングラスを扱っており、中でもロシャンボーベイ

ビーのサングラスは、ツルの部分に柔軟性のあるプラスチックを使用し、赤

ちゃんの小さなお顔にもフィット。0 ヵ月～18 ヵ月の小さなお子様に使え

ます。 

ロシャンボーベイビー「サングラス」3,240円 

色は白×ピンクのほか、赤、青、黒も  

 

■水遊びも家の中で 

玩具コーナーで夏に人気なのが、水を入れたペンでお絵かきができる玩具。梅雨時や気温の高い夏、日中なかなか外に

出られなくても、手軽に家の中で水遊び兼お絵かきが楽しめます。78㎝四方の大きな布製のシートに、水道水を入れた付 

属のペンを滑らせると発色。シートは水に反応するので、水で濡らした手でも

描くことができ、小さなお子様の初めてのお絵かきにも最適。シート自体も大

きいためのびのび遊べ、ペンがシートからはみ出ても絵具やクレヨンと違って

お部屋を汚しません。 

 

パイロット「スイスイおえかき」3,219円  
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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 
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夏のヒット商品 

展開中 ◆新宿店8階 リフレピア売場  

 

 暑い夏も元気で健やかに過ごせるようにと自衛意識が働く方は多いようです。夏の暑さ対策として購入される、この夏の

ヒット商品をご紹介します。 

＊数値はすべて6月10日～7月10日の期間 

■青いお茶で気分爽快！夏向けハーブティー （ハーブティー専門店「ヴェーダヴィ」） 

  夏の限定商品がヒット中のハーブティー専門店「ヴェーダヴィ」では、直近 1

ヵ月*のショップ売上高が前年比約30％増と好調です。中でも、ヒット商品は「ブ

ルービューティー」。名前の通り、お湯を注ぐと青色のお茶が抽出できます。鮮や

かな青色は天然成分由来のもので着色料不使用。アントシアニンを含むタイの花

「バタフライピー」が含まれるため、お茶には珍しい青色となります。タイでは

昔から天然色素として使用されていましたが、日本ではまだあまり知られていな

いハーブです。 

レモン果汁を注げば酸の影響でピンク色に変化するなど目でも楽しめるほか、

ローズマリーがブレンドされたさっぱりとした味わいでリラックスタイムに好

適。アイスティーでいただくのがおすすめです（110ｇ、4,860円）。 

 
 

6月10日の発売開始から、6月末までで50袋を販売。 
海外でもあまり流通していないため、 

外国人観光客の方が珍しがって購入されることも  
 

■塩味の金平糖 （自然食品の店「F＆F」） 

  契約農家直送の農産物や、安心安全な素材を使った加工品をそろえる自然食品の店「F＆F」では、手軽に塩分を摂れる

ものが暑さ対策に人気です（ショップ売上高は前年比約10％増*）。 

  特に毎年人気を博すのが「塩金平糖」（1 袋、324 円）。藻塩を使用した甘じょっぱい金平糖は、癖になる味わいとかわ

いらしい見た目で幅広い年齢の女性から支持の高い商品。手軽に持ち運べ、スポーツドリンク代わりとして夏のお出かけ

に携帯するお客様も多いようです。製造は、島根県で100年以上続く老舗茶屋「原寿園」。 

このほか、夏は梅干しの需要が高まりますが、中でも人気を集めるのが「梅

ぼしさん」（1個、626円）。梅干しとシソだけで作られた直径 2ミリ程度の粒

がプラスチックケースに入っており、タブレットとして手軽に持ち運べると、

海外旅行用として購入される方も多くいらっしゃいます。 

 

１粒口に入れると、塩気の後に甘みがくる 

6月は80個以上を販売 
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