
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) 

9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 経営企画室 広報担当 柴井、安藤、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。 

 

 

 

「客層の拡大」に向けて、グランドフロアが変わっていきます 

新宿店1階フロア、段階的改装へ 

◆新宿店1階  

 

＜今回の改装のポイント＞ 

 婦人靴：シニア世代に根強いウォーキングシューズコーナーはそのままに、キャリア～アダルト層の 

顧客獲得に向け新ショップ導入 

 婦人洋品、アクセサリー：雑貨 ⇔ 婦人服の買い回りを促すため、一部商品の他フロアへ移設 

 化粧品：キャリア～アダルト層の取り込みを強化、日本人の次世代顧客の育成を進める 

 

基幹店舗である新宿店の1階フロアを、8月下旬から段階的に改装します。2015年度に定めた中期3ヵ年経営計画

の1つ「客層の拡大」推進に向けて、新規ショップの導入をはじめ、売場の拡大・移設を実施。当社の中心顧客層で

あるシニア世代のお客様に向けた商品提案は維持しながら、1日の乗降客数が約350万人といわれる新宿駅利用者や

新宿西口地区にお勤めのキャリア～アダルト層のお客様獲得を強化。1階での展開商品（婦人靴、婦人洋品、化粧品、

アクセサリー）は変更ありませんが、一部商品は購入顧客の買上データをもとに他フロアへの移設を実施。商品のカ

テゴリーに捉われることなく、お客様の買い回りのしやすさを重視した売場づくりで、既存のお客様にも利用しやす

い環境を整えます。 

 

■婦人靴  

 銀座ヨシノヤ ☆8月17日（水）リニューアルオープン 

店内環境の上質化に加えて、当社の主要顧客層であるシニア層をターゲットに、ヨシノヤ銀座本店でのみ取り 

扱っている高価格帯のラインアップを新規展開。さらに、改装を記念した京王限定商品の販売もあり。 

 銀座かねまつ ☆8月24日（水）ニューオープン 

「上質のエレガンスと、最上の履き心地」にこだわる銀座かねまつを新規導入。キャリア～アダルト層に認知度の 

高いショップを展開することで、新宿西口エリアで働く有職者の取り込みや、婦人服フロア利用客からの誘引を図 

ります。 

 

 

1階グランドフロア改装オープン・・・・・・・・ 
 

秋の絵画市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
敬老の日の贈り物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ワイドパンツに合わせる着こなし・・・・・・・・ 
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シューズとバッグのアンサンブルが 

魅力の「銀座かねまつ」 

http://www.keionet.com/


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、深山、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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■婦人洋品、アクセサリー 

 財布・ポーチ売場 ☆8月20日（土）2階へ移設 

 コスチュームアクセサリー、ヘアアクセサリー ☆9月1日（木）2階へ移設 

 つえ屋、リーディンググラス、ショッピングバッグ、セミオーダーアクセサリー、フォンテーヌ  

☆9月1日（木）4階へ移設 

婦人雑貨アイテムの中でもキャリア層、アダルト層に支持されている財布とポーチ、アクセサリーの一部はキャ

リア層向けの2階婦人服フロアへ、シニア層に支持が高いつえやリーディンググラスなどはミセス向け婦人服を中

心に展開する4階フロアへ。それぞれフロア内で雑貨と婦人服の買い回りを促進します。 

 

 

 

 

■化粧品  

 ＲＭＫ/イプサ/シュウウエムラ ☆8月24日（水）リニューアルオープン 

各ショップとも特に40歳代の売上伸長率が高く、さらなる客層の拡大を図るため、通行客の多いメイン導線沿 

 いに移設。 

 スチームクリーム ☆9月8日（木）ニューオープン 

これまでに期間限定出店の実績があり、好評を得ていた「スチームクリー 

ム」を常設コーナーとして新規展開。自家需要だけでなく、ギフト用として 

の利用も見込みます。 

 

 化粧品売場「お手入れルーム」 ☆10月下旬リニューアル ※一部9月に先行オープン 

スキンケア商品の売上比率が高い当社の化粧品売場において、お客様に商品の良さを実際に体感してもらう場と 

して活用している「お手入れルーム」を、約4年ぶりに改装。商品の使用感、使い方が分かり、なおかつリラック 

スも出来るとあって、予約で埋まってしまうほどの人気です。 

個室数は従来のまま4室※で変わらないものの、1室あたりのスペースは拡大。さらに、室内照明の明るさを自由 

に調整可能にするなど、個室内環境を整備しています。 ※このほか、ブランド併設の専用のキャビンもあり 

 

 

「スチームクリーム」3ステップトライアル

キット（ポーチ付）2,214円。全身用保湿

クリームと、新商品のソープ＆トナーの

キットを先行販売 

2階ハンドバッグ売場へ移設した 

財布・ポーチ。「ジルスチュアート」 

の財布を新たに展開するほか、既

存のブランドも品ぞろえを拡充 
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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、深山、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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 秋の絵画市 

9月15日（木）～20日（火） ◆新宿店7階 大催場  ※最終日は 18時閉場 

 

芸術の秋、新宿店では日本画、洋画、版画など多彩な国内外の絵画を大催場に約500点集積し、展示販売する「秋

の絵画大市」を開催します。昭和期に活躍した作家を中心に、物故から現代まで約 100 名の作家による作品を展開。

普段は常設の6階「ギャラリー」において定期的に絵画作品の展示即売を行っていますが、今回規模を拡大し大催場

で開催することで、絵画へのはじめの一歩としての間口を広げ、幅広い方に気軽に楽しんでいただけるイベントを目

指します。中心価格は40～50万円ながらも10万円を切るものから1千万円超まで幅広く、作家やジャンルに特化し

ない総合的な絵画市です。コレクターの方はもちろん、インテリアとして絵画をお探しの方やなんとなく興味がある

という方まで、宝探し感覚で会場を回遊していただけます。 

近年は住宅事情や生活様式の変化もあり、日本家屋に合う掛軸よりも、マンションや現代家屋の部屋になじみやす

い明るい色合いの油彩画や版画が人気を集めています。中高年の方は手が届くようになった憧れの作家の作品に、若

い方は作家にこだわらず人物や風景、色などの全体の好みで選ばれる方が多い傾向にあるようです。 

 

■棟方
むなかた

志
し

功
こ う

特集 

時代を経ても色あせない魅力を持つ木版画の巨匠、棟方志功の作品を50点近く

集め、特集します。彼の作品は全国で愛され、海外でも流通するほど。半生はド

ラマ化されたこともあり、その名は老若男女に知られています。そのため、資産

価値としても国内外で安定した人気を誇っています。 

（略歴）1903 年青森県生まれ。ほぼ独学で油彩画を手掛け、ゴッホに感銘を受け画家を志し、その後木

版画を制作するようになる。独自の表現スタイルを切り開き、1942 年より自らの木版画を「板画」と呼び他

の創作版画との差別化を図った。1970年文化勲章受章、大衆的な人気を博したが 1975年に死去。 

   
棟方志功「吉祥天妃の柵」 1,620万円 

 

■巨匠版画特集 

昭和から平成にかけて活躍した巨匠、平山
ひらやま

郁夫
いくお

（1930～2009年）、東山
ひがしやま

魁
かい

夷
い

（1908～1999年）、片岡球子
かたおかたまこ

（1905

～2008年）の3作家の版画を中心に特集します。ほかにも、小倉
おぐら

遊亀
ゆ き

、加山
かやま

又造
またぞう

、梅原
うめはら

龍三郎
りゅうざぶろう

などの作品も集積

し、合わせて50点近くを展示販売します。 

  

 

 

 

平山郁夫「平和のキャラ

バン西」140万4千円 
 

東山魁夷「月映」118万8千円 

  

片岡球子「めで多き富士」70万2千円 

 

■9万円・19万円均一特集 

絵画はインテリアとして幅広い方に親しまれていますが、有名作家の作品は手が届かないと思われがちです。初心

者の方にも気軽に絵画に触れていただこうと、10万円を切るお買い得価格の 9万円、トク
・ ・

万円にちなんだ 19万円

の均一価格で、有名作家の版画を中心に展示販売するコーナーを設けます。藤田
ふじた

嗣治
つぐはる

、東郷
とうごう

青児
せいじ

、上村
うえむら

松園
しょうえん

、フ

ジコ・ヘミング、ブラジリエ、カシニョール、シャロワなどの作品を20～30点取りそろえます。 
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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、深山、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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  アクティブライフをサポートします！ 

  シニアライフをより豊かに！敬老の日の贈り物 
9月8日（木）～9月19日（日）※フロアにより異なる ◆新宿店各階  

 

ポイント① 補聴器でもっと活動的に！ ポイント② 小物は鮮やかな元気カラーをギフトに！ 

 

新宿店では、60～80歳代のシニア世代がさらにアクティブに活動できる敬老の日ギフトを取りそろえます。仕事や

趣味に意欲的で「好きなことに挑戦して自分らしく楽しみたい」と考え、ライフスタイルも多様化してきているこの

世代。①日常をより豊かにするモノや、②明るい色に人気が集まる傾向を品ぞろえに反映し、子供世代（40～50歳代）

の購買に向けて提案を強化します。 

 

■①日常をより豊かにするモノ～補聴器が人気上昇中～ ◆8階「ハートフルプラザ」補聴器オーダースタジオ 

お客様の大半が80歳以上の補聴器オーダースタジオ。しかし近年は60歳代のお客様も多く来店されます。なぜ

なら、“目が悪ければメガネをかける”ことと同様、“聞こえにくければ補聴器をつける”といった前向きな考えが

定着しつつあるためです。また、早めに装用したほうが「聞こえ」の低下を抑えられると言われているのも理由の

ひとつ。「会議で広範囲の小さな声まで聞き取りたい」というご要望から、「テレビと家族の声の近距離の音で十分」

というご要望まで、一人ひとりのニーズに合わせたきめ細かな提案や聞こえ方の調整を行います。 

需要の変化に合わせて、商品のカラーバリエーションも豊富に。売上の約80％を占める、髪や肌になじむ目立

ちにくい色（ベージュや茶、黒、グレー）のほかに、イヤホンのようにファッション感覚で着けられる青や緑など

も登場しています。カラー補聴器の売上構成比は5年前と比べ3倍以上に増加しています。 

       

ワイデックスDREAMシリーズ（左）「９タイプ」片耳98,000～360,000円、（右）「FSタイプ」片耳120,000～500,000円 

※ワイデックス補聴器カタログより、いずれも非課税※ 

 補聴器お試しフェア「お気軽にレンタル補聴器」 9月3日（土）～21日（水） 

1ヵ月6,480円で補聴器のお試しができるキャンペーンを開催。「長期間で試して

みたい」「購入後に使い続けられるか不安」というお客様の声に応えます。初開催

した昨年12月には、2週間で約20名のお客様が試され、そのうち6割が購入。同

月の売上高は前年比2倍を記録しました。 

レンタル機種はユニトロンの新製品「Moxi」シリーズの耳かけタイプ。1機種で

全価格帯の性能の違いをお試しできるのが特徴。音楽鑑賞を趣味とするような高機

能が必要な方から、会話のみで十分な方まで、幅広いお客様に好評な機種です。 

←Moxi Fit 

販売価格は、片耳で 

148,000～480,000円（非課税※） 

※福祉用具に分類されるため非課税 

 

 トークイベント「補聴器の早期装用のすすめ」 9月5日（月）11時～12時、8階「くらしサプリ」コーナー イベントスペース 

国内にオーダーメイド補聴器の製造・修理拠点を持つとともに、ユニトロンなど海外ブランドの総代理店でもあ

るニュージャパンヒヤリングエイド株式会社所属、認定補聴器技能者である山内定基氏のトークショー。補聴器の

利点や片耳・両耳装用の違いなど、「聞こえ」に関する話をします。補聴器に抵抗を感じている方や、装用になかな

か踏み出せない方、そのご家族へ向けた内容です。 
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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、深山、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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■②明るい色に人気が集まる～ギフトの決め手は鮮やかなカラー！～ 

 小物やバッグにおいて定番人気の、茶や黒などの落ち着いた色のほかに、赤や青などの鮮やかで明るい色をギフト

として提案。ゴルフや釣り、ダンス、お花、絵画など多趣味で活動的なシニアに喜ばれるものを展開します。 

 

＜カラフルなステッキはプレゼントに最適＞ ◆8階「ハートフルプラザ」 

 ステッキ各種 10,000円～70,000円  展開中 

シルバーカートやステッキ、介護用品を扱う「ハートフルプラザ」では、商品のカラーバリエーションを拡充して

います。ステッキは「明るい色がほしい」「ファッションアイテムとして持ち歩きたい」というお客様の声があること

から、赤、青、紫、花柄、光沢のあるものなど、全体の1割程度から倍の2割近くまで品ぞろえを増やしました。 

  
↑約150種類のステッキが並ぶ8階「ハートフルプラザ」のス

テッキコーナー。関東有数の品ぞろえで遠方から足を運ぶお

客様も多数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

↑定番人気の花柄。カラー

が豊富なので人と同じになる

ことが少ない 

 

↑インテリアでも人気の北欧柄。 

＜お買い物や習い事・・・お供のカートも好きな色で＞ ◆8階「ハートフルプラザ」 

カートを愛用しているお客様のほとんどは、趣味用やお買い物用などと用途によって使い

分けるため、大きさの異なるものを3～5台お持ちです。追加で購入されるお客様にも選び

やすい品ぞろえを目指し、半年間で2～3割増の展開に。ストッパー付きの新商品（写真右）

を含め、店頭で常時30種類以上を展示販売しています。  スワニー「D-243 TS15」22,680円 

斜面で手を放しても動かないストッパーをかけられる新しい機能が人気。 

37×24×15ｃｍと小ぶりなサイズで、習い事用として使用される方が多い  

 

＜賀寿を兼ねたお祝いで華やかに＞ ◆5階 紳士洋品売場 

長寿のお祝いを兼ねて感謝の気持ちを伝える方も多くいらっしゃいます。賀寿の色に合わせたお祝いが人気です。 

 プレリーギンザ「紳士ベルト」 10,800円（グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ネイビー、ブラウン、チョコ、ブラック）展開中 

紳士洋品コーナーでは、昨年9月の改装以来、商品のカラーバ

リエーションを強化。もともと支持を得ていた60歳代以上に加

え、30～50歳代のビジネスマンからも注目を集めています。写真

は、使うほどに光沢が増し、味が出ると人気の牛革を使用したベ

ルト。 

赤のカラーは、還暦のお祝いとしても需要があります。白やネ

イビー、ブルー系のパンツに合わせ、靴は茶系でまとめると、目

立ちすぎず程良いアクセントになります。 
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トレンドはエイジレスに！ ワイドパンツに合わせる今秋の着こなし 
◆新宿店１階 婦人洋品売場、4階 パーツセレクション売場  

 

 昨年人気に火が付いたワイドパンツが、今秋も主流になりそうです。ゆったりとしたシルエットや着心地から年齢

を問わず広まっており、中高年層の多い当社のお客様にも定着してきています。ボトムスのシルエットや丈が大きく

変わったことで、合わせるアイテムにも変化が。この秋におすすめの、ワイドパンツに合わせた羽織物や靴下をご紹

介します。 

 

■シニア定番「シースルーソックス」が今期のトレンド ＜1階 婦人洋品売場＞ 

シースルーソックスはもともと、足の冷えを嫌って夏でも靴下を好むシニア世代の需要に応えるため生まれました。 

ところが、丈の長いワイドパンツやスカートが流行し、それに合わせる形で靴下は若年層の

トレンドアイテムに。今秋は、シニアではなく30～40歳代に向けたシースルーソックスが

登場します。例年残暑が厳しい 9 月、薄手の生地でグレーやブラウンなどの濃色を取り入

れると秋らしい装いに。レースやドットなどの柄があしらわれたシースルーソックスはカジ

ュアルすぎず、大人の女性が取り入れやすい仕様です。中心価格は1,000～1,200円。             

 婦人洋品売場では、9月8日（木）～21日（水）まで、「秋のレッグスタイルフェア」を

開催。通常の2割増の約90種類の靴下や柄物ストッキングを、洋服とのコーディネート方

法とあわせてご紹介します。 

 

★シニアへのポイント 

 素肌を出すのを好まない方が多いため、ストッキングに靴下を重ねて履くことをおすすめ

しています。ボトムスの裾と靴下の間に素肌の色が見えたほうが今らしい装いに。 

 
（上・下） Nプラッツ 

「ソックス」1,296円 

 

■異素材ミックスの「コーディガン」を羽織るだけで今年らしく ＜4階 パーツセレクション売場＞ 

60歳代を主力ターゲットとするパーツセレクション売場は、当社が運営する自主編集売場です。 

9月15日（木）より、昨年人気の出たコーディガン（コートとカーディガンとの中間の羽織物）を、今秋らしい異 

素材ミックスにアレンジして展開します。コーディガンは昨秋、若年層を中心に人気が出ま

したが、Tシャツにジーンズといったシンプルなコーディネートに羽織るだけでトレンド感

が出ること、また温暖化によりコーディガンだけで秋から12月末まで使えること、薄手で

コートの下にも着回せることなど、見た目はもちろん機能面を特に重視する売場顧客にも支

持されました。 

今秋はテーパードパンツ（腰回りがゆったり、足元に向けて細くなるシルエット）や引き

続き人気のワイドパンツが主流になるとみており、それにあうコーディガンを用意。ニット

×布帛
ふはく

、スウェード×天竺
てんじく

といった異素材を組み合わせるなど新鮮なデザインのコーディ

ガンを20種類ほど展開します（中心価格は1万3,000円前後）。また、残暑の9月から着

られる薄手タイプも販売します。 

 

袖の折り返し部分にレースを使用することでワンポイントに。＊参考商品 

★シニアへのポイント 

 デザインは若い層のコーディガンと一見差がないようでも、①顔映りの良い色、②肌に合う上質な素材、③軽い着心地、

④腕の動かしやすさ（アームホールを大きくする）、⑤サイズ（年齢が高いほど小柄な方が多い）、などの工夫が髄所に。 
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