
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) 

11月の営業時間：11月 16日（水）まで、10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

11月 17日（木）から、10時～20時 30分（日・祝は～20 時） 

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。 

 

 

 

こだわりの逸品や、簡単に楽しめる本格的な味、いかがですか 

２０１６年 京王のお歳暮 

11月3日（木・祝）～12月25日（日）  ◆新宿店7階 大催場、聖蹟桜ヶ丘店7階 催場 

11月1日（火）～12月25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 

                           昭島モリタウン店 ※10月21日（金）オープン 

10月20日（木）～12月24日（土）   ◆インターネット http://shop.keionet.com 

 

＜今回のポイント＞ 

 ・厳選素材とこだわり製法が特徴の隠れた逸品を集めた「にっぽんのうまい、再発見！」 

 ・今夏の中元で初登場の「京王の地域産品セレクション」がお歳暮でも 

 ・多様化する生活スタイルに対応「美味適量 簡単グルメ」は小分けパック＆簡単調理 

 

ここ数年の当社における中元・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

支持される傾向にあります。今回も、日本各地の隠れた商品を集めた「にっぽんのうまい、再発見！」や、社内外の

食のプロが協力して選んだ、全国の美味をお届けする「京王の地域産品セレクション」と、独自の企画を展開。この

ほか、少量ずつパックされ、電子レンジなどで温めるだけの簡単調理で本格的な味が楽しめる「美味適量 簡単グルメ」

や、贈りたい品物を12種類から3品選んで届ける「選べる3段重ねギフト」など、人気の企画も登場します。 

 

■にっぽんのうまい、再発見！  

希少性のある素材、作り手の技やこだわり製法が詰まった逸品を集めました。今回は熊本グルメも取り扱いま

す。 

 佐藤水産「熟成新巻鮭・いくら醤油漬」 7,560円（冷凍便送料込み） 

新宿店で年2回開催している北海道展でもおなじみの佐藤水産。その職人が厳選した北 

海道産の銀毛鮭を使用し、一尾一尾の目方に合わせて尾から頭へ向かって塩をすり込む 

「逆さ塩」と呼ばれる製法を駆使し、さらに時間をかけてじっくり寝かせて仕上げていま 

す。いくら醤油漬もセットになっているので、鮭の親子丼なども楽しめます（熟成新巻鮭 

2.2kg（切身4半身ごと真空）、いくら醤油漬120g）。  

 肉工房三協「熊本和牛 あか牛ハンバーグ」 5,400円（冷凍便送料込み） 

自社牧場で育てたあか牛は、ビール粕の入った飼料を食べて育っているのが特徴。ヘル 

シーな赤身と適度な脂のバランスで、あっさりしながらも肉本来の濃厚な旨みが楽しめま 

す（あか牛ハンバーグ120g×8）。 
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■京王の地域産品セレクション  

全国の美味を発掘する「地域産品プロジェクト※」を手掛け、全国各地にネットワークを持つ伊藤忠食品と、当社

名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」をはじめとした地方物産展を担当する食のスペシャリストがタッグ

を組んで選びました。 ※「地域産品プロジェクト」は、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です。 

 【岡山県】福井堂「生クリーム大福バラエティセット 10個入」 3,240円（冷凍便送料込み） 

明治4年創業の老舗菓子店が、和菓子に「洋」の菓子文化を重ねて生み出した生ク 

リーム大福の詰め合わせ。大福の中身は岡山の清水白桃、瀬戸内レモン、いちごの3 

種とチーズ風味の生クリームで、マシュマロのようなふわふわ食感のおもちで包んで 

います（生クリーム大福いちご×5、瀬戸内レモン×3、清水白桃×2）。 

 

 

 【鹿児島県】さつま屋産業「鹿児島黒豚3点セット」 5,400円（冷凍便送料込み） 

脂がさっぱりしていて歯切れのよい鹿児島県産六白黒豚のみを使った焼き目付きハ

ンバーグや、1mm以下にスライスした豚肉を約60層巻き、旨みと肉汁を閉じ込めた

黒豚ロールステーキなどのセット。黒豚を存分に味わえる一品です（黒豚焼き目付きハ

ンバーグ100g×2、黒豚コロッケ90g×6、黒豚ロールステーキ60g×6）。 

 

 

■美味適量 簡単グルメ 

電子レンジなどで温めるだけで簡単に楽しめたり、個包装になっていて食べたい分だけ食べられると好評の特集。 

 丸萬本家「丸萬の鯛めしセット」 5,400円（冷凍便送料込み） 

1864年創業、大阪名物の「魚すき」で人気の丸萬本家が作る鯛めしは、当社初登場。 

大阪府が創設した「大阪産（もん）名品」（＝大阪の特産と認められる加工食品）にも選 

ばれています。魚すきと同様に秘伝のだしを使った逸品が、簡単調理で手軽に楽しめます 

（鯛めし118g×6）。  

 和食倶楽部「煮魚・おかず詰合」 5,400円（冷凍便送料込み） 

日本橋の老舗・にんべんの本格だしを使った、さば味噌煮や和風仕立てのロールキャベ 

ツなど、家庭での調理に少し手間のかかる煮魚と肉料理のセット。調理は湯せんするだけ 

なので、時間のない時や食卓にプラス1品したいときなどにおすすめです（さば味噌煮2、 

かれい煮付・金目鯛煮付各1、しょうが焼き・すき焼き各2、和風ロールキャベツ1）。 

 

 

■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） 

2015年の歳暮で初登場。今年の中元では、2015年歳暮比で 2ケタ売上を伸ばした好調企画。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新潟魚沼 ゆのたに「杵つき餅セット」 

⑨MCC「スープセット」 

 

④銚子屋「甘味セット」 

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」   

⑩不二食品「佃煮・鰹糸けずりセット」 

⑪麺匠庵「讃岐うどん・信州そばセット」 

⑫小川珈琲「ドリップ京珈琲セット」 

11 
2016 

お届け時は専用ボックスに入れて 
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楽しい食の提案を 

11月3日、食器・調理用品売場が改装オープン 

◆新宿店6階 食器・調理用品売場 

 

 近年、家での「食」の楽しみ方が変化しています。家族や友人との気楽なホームパーティーが一般的なものになり、

料理を作る調理器具、盛り付ける食器、食卓を飾るファブリックなどは単なる道具ではなく「食」を楽しみに変える

ツールとして捉えられています。そこで、調理器具はより専門性を高めたショップに、ご要望の多いファブリックは

拡張し、食器はコンサルティング体制を強化。調理器具は提案スペースを設けて道具の使い方などの実演を行い、フ

ァブリックでは季節に応じたテ―ブルコーディネイトの提案を行うなど、キッチン・ダイニングでの「楽しい時間」

の提案を行います。 

■調理器具・小物を扱う専門店 キッチンショップ道具屋 by「金山新吉」 

 家庭料理が見直される中、和・洋・中・エスニックと多様化する現代の食卓に対応すべく、日本伝統の道具から便

利グッズまでを取りそろえます。また、提案スペースを設けて鍋などの調理器具の使い方の実演も定期的に実施しま

す。 

 無水鍋（22㎝）9,504円 

 広島県広島市で職人がひとつひとつ手作りする 1953 年発売のアルミ厚手鍋。グッドデザイン賞も受賞した機能

美と、煮る、炊く、蒸す、炒める、焼く、茹でる、揚げる、オーブン代わりにと 1台で8役をこなす使い勝手の良

さから親子3代にわたって愛用されることもある、ロングセラー商品です。 

■カットクロスコーナー 

ご自宅のテーブルのサイズに合わせてカットする「カットクロス」を扱う店舗。ダイニングの印象を大きく左右し、 

またテーブルの汚れ防止など実用性にも優れる「カットクロス」へのご要望が多かっ

たため、今回の導入となりました。テーブルランナーやランチョンマットを扱う隣接

ショップ「テーブルレシピ」に加えての登場となり、ファブリックカテゴリーを拡張し

ます。中心価格は3,780円／1m。 

 

■食器では、食卓提案コーナーを設置 

食器コーナーでは、現在もニーズの高い和陶器を中心に展開します。通行量の多い個所に提案コーナーを設け、食

卓の作り方を提案します。 

 波佐見焼 

 長崎県波佐見町のブランド。古くは有田焼の下請けとしての役割を担ってきま

したが、窯元が共同でブランド化。伝統に裏打ちされた確かな技術と、ポップな

デザインで近年注目を集めています。和陶器でありながらカラフルな色彩を持ち、

和・洋・中と幅広い料理に対応でき、ホームパーティーなどのおもてなしにも活

躍します。 

価格例：プレート（27㎝）8,640円、ボール（15㎝）3,240円 
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  日本ワインに注目！ 

  11月3日（木・祝）は「山梨ヌーボー」の解禁日です 
◆新宿店中地階 酒・進物売場 11月3日（木・祝）～11月9日（水）  

 

日本ワインと言われる、ブドウづくりからビン詰めまで全工程を日本で作られるワインが人気を集めています。

ブドウのフレッシュな味わいが特徴の日本ワインは、「産地を地理的にもイメージしやすい」という身近さや「和食

にもよく合う」という飲みやすさから幅広い世代に人気です。日本のワイナリー巡りを好む30～40代の女性も多く

見受けられます。当社では約10年前から日本ワインに注目し、展開を強化。現在の展開シェアはワインの中で約

12％を占めます。売上も好調に推移し、10月は16日現在で、前年比+17.4％を記録しています。 

■「山梨ヌーボー」を販売します 

 日本ワインの約3割を生産している山梨県ですが、その中で「山梨ヌーボー」と呼べるのは、日本固有のブドウ品

種「甲州」と「マスカットベーリーＡ」で造られた新酒ワインのみ。期間中は、ワイン担当者が厳選した「山梨ヌー

ボー」を6種類販売します。今年のブドウの出来を試したいお客様に人気を集めそうです。 

 ［ルミエール］ 

フレール  

マスカットベイリーＡ   

750ml 1,728円 

イチゴなどのベリー果

実の香りが印象的な、口

当たりがやわらかく、フ

ルーティーな味わいが特

徴のワイン。すき焼きや

トマトソースのピザやパ

スタに合います。 

 

 ［蒼
そう

龍
りゅう

葡萄酒］ 

ベーリーＡ 初しぼり

720ml 1,296円  

山梨県産マスカットベ

ーリーＡを使用した、酸

化防止剤無添加で醸造し

たワイン。渋みが少な

く、すっきりとした辛口

の味わいです。 

 

 ［中央葡萄酒］ 

セレナ 甲州 2016 

   750ml 1,620円 

1923年創業の中央葡萄

酒より、もぎたてのナシ

やリンゴ、ハーブなどの

フレッシュな香りが特徴

のワインが登場。酸味と

甘みのバランスが良く、

炊き込みご飯やさんまの

塩焼きなどの和食にも合

います。 

 

■山梨ワインに合わせたいお菓子 

 11月のヌーボーに始まり、クリスマスや年末年始にかけてのこれからの時期はパーティーやイベント等でワイン

が注目される時期でもあります。食事や惣菜だけではなく、お菓子と一緒に楽しむ方も増加傾向に。ワインとの食べ

合わせを意識した商品がお菓子売場にも増えています。 

 坂角総本舖 「ゆかり」 12枚入り 1,080円 

坂角総本舖の代表商品「ゆかり」は、お茶請けとしての定番ですが、1枚にエビが7尾も入

っていて味が濃厚だと人気です。ワインに合うエビせんべいとしても注目を集めています。ノ

ンフライのためヘルシーなのも人気の理由の一つ。自社のWebサイトで、ゆかりの上にチー

ズや野菜を載せて焼き、ピザのようにしたり、ラザニアのパスタの代わりにしたりと調理して

楽しむレシピも紹介しています。 

 

 ガトーフェスタ ハラダ「グーテ・デ・ロワ ソムリエ」 15枚入り 972円 

土日や夕方は店の外まで行列ができるラスクが人気の「ガトーフェスタ ハラダ」。「ワイン

に合う」をコンセプトにした甘くないこのラスクはおつまみやオードブルの一品に最適です。 

材料にこだわり、ポルチーニや、パルミジャーノ・レッジャーノチーズ、トリュフフレーバ

ーオイルなどを使用した、旨み、香り、食材の味が凝縮された奥深い味わいです。 
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  福島のおいしさを伝えたい 

  秋の美味満載～福島編～を開催 
◆新宿店地下１階、中地階食品フロア、8階「新宿Keioダイニング」 11月3日（木・祝）～11月16日（水）  

  

新宿店中地階・地下1階食品フロア、8階レストランフロアでは、11月3日（木・祝）より福島県の誇るお米や

牛、豚、鶏などの畜産物などで作った、福島のうまいものを販売します。今回が2回目の開催で、「福島にはおいし

い食材がたくさんあることを、お客様に知ってほしい」という思いのもと企画しています。 

■福島の新エース米「天のつぶ」を販売 

福島県が新しく開発したブランド米「天のつぶ」を期間限定で販売します。小売店での取り扱いはめずらしく、春

に初めて販売した際、お客様から好評を得た商品です。地下1階紀ノ国屋にて1袋5kg（2,355円）で販売。 

＜「天のつぶ」とは・・・・＞ 

 2011年から発売を始めた「天のつぶ」は、福島県が15年の歳月をかけて開発したオリジナル品種。粒がそろって

いて光沢があり、上品な甘みが特徴のお米です。ヨーロッパや中東アジアなど海外にも出荷しています。 

＜販売に至るまでの長い道のり＞ 

 15 年の歳月をかけて開発してきた「天のつぶ」。発売前にちょうど東日本大震災が発生し、思うように販路を確保

できないことや栽培の下地を整えることなどに苦労しました。 

「天のつぶ」をよりおいしい米にしようと、精力的に活動している小板橋敏弘さん（福島県猪苗代町役場 農林

課、47歳）は、「このお米の良さをもっと引き出せるような、土壌と米の特徴に合った栽培法の勉強会を農家に向け

て定期的に開いています。稲作面積を広げて、もっと全国的に認知されるブランド米にしていきたいです。今年は9

月の気温が高めに推移し雨量も理想的だったため、良好な米が収穫できました」と話します。 

「天のつぶ」の販売に、小売業のなかでいち早く手を上げた

のが当社。担当者が実際に田んぼや農場を視察した上で「都内

のお客様に広めたい」と販売を決意しました。今年4月の福島

フェアでは「炊き立ての香りが良い」「硬めの炊き上がりでおい

しい」というお声をいただいています。 

猪苗代町の農家の方  々  

 晴れ晴
ば

”れ「特製おにぎり 3個」（鮭、明太子、梅）540円 

「天のつぶ」を使用したおにぎりをおにぎり専門店にて販売します。店内

厨房でお米を炊いた、握りたてのおにぎりです。 

左：販売する「天のつぶ」、右：おにぎり製造の様子 

  

■福島の肉やくだものを当社限定で提供  

 ロイスダール「タルトタタン」 1個、2,160円（予定）（中地階 菓子売場） 

福島県産リンゴを、二本松市のワイナリー「ふくしま農家の夢ワイン㈱」のワインで煮

詰めてタルトに。「ふくしま農家の夢ワイン㈱」は、地元の農家が結集し、耕作放棄地や嫁

不足を解消するために2012年に設立した会社。無農薬のブドウ、ワインの製造を行って

います。ブドウに地域活性化という夢を込め「夢ワイン」と名づけられたワインです。 

 

 サロンド・テ・コロンバン「福島産ポークのプレート」1,620円（8階 新宿Keioダイニング） 

臭みが少なく、調理時にあくの出にくい、やわらかな豚肉と言われる福島麗山高原豚

をグリルしました。（コーヒーまたは紅茶付き）。 
 

 

 

2016 

11 

 

2016 
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12月1日、洗濯表示改定に合わせた取組みを進めています 

 

 12月1日（木）に、衣類など繊維製品に付けられる洗濯表示（取扱い表示）が世界標準に切り替わります。これま

での日本独自の洗濯表示とは異なる記号も多く出てくるため、当社ではお客様へのご説明がしっかりと行えるよう、

以下の取り組みを進めています。 

 

 

■繊維製品を扱う社員への研修 

 外部講師を招いて研修を実施（90分） 

対象者：繊維製品を扱う売場責任者から販売員、 

および外商担当者 

 

 

 

 

外部講師を招いての研修の様子 

■携行可能な資料の配布 

 ①日本百貨店協会作成の冊子「繊維製品品質パスポート」 

②当社作成資料「新・取扱い表示のポイント」 

 配布対象：繊維製品を扱う社員全員、各ショップ 

 

 

＜ご存知ですか？ こんなふうに切り替わります 新表示 一例＞ 

 

塩素系および 

酸素系漂白剤による 

漂白処理ができる 

 

タンブル乾燥ができる 

低温乾燥：排気温度の上

限は最高60℃ 

 

つり干し乾燥がよい 

 

 

 

当社作成資料（11月配布予定）。 

新・旧表示の対比や改定のポイントを明記 
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