
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) 

12月の営業時間：12月 24日（土）まで、10時～20時 30分 
（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

12月 31日（土）は全館 18時閉店、地下 1階・中地階のみ 9時 30分開店 

1月 2日（月・祝）は全館 20時閉店 

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。  

 

 

想い出の味・ふるさとの味 

第52回 元祖有名駅弁と全国うまいもの大会 

1月12日（木）～24日（火） ＜18日（水）は 17時、最終日24日（火）は 18時閉場予定＞   

◆新宿店7階 大催場 

 

新宿店の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」を、1月12日（木）より開催します。1966年2月開催の第

1回大会以降、毎年1回の開催を重ね、52年間続くロングヒット催事となり、当社において歴史、規模、集客いずれもナ

ンバーワンを誇るイベントです。13日間で売上高6億円前後という百貨店の物産展としては最大級の規模を誇っています。 

 

■企画内容が盛りだくさん！ 第52回大会の概要 

◇実演販売の人気企画「対決シリーズ」：「牛肉」 「黄金」 「陶器」 「豚肉」の 4本立て！ 

◇実演初登場駅弁：お客様アンケートで要望の多かった駅弁や「幻の駅弁」と呼ばれる駅弁を手掛ける調製元の新作など！ 

◇熊本県応援企画：47年間立ち売りを続けてきた「人吉駅の顔」が来場！ 

◇実演・輸送合わせて約300種類の駅弁が集結！スイーツや惣菜がそろう「うまいもの」は約70店！ 

 

※駅弁名や企画名称は変更となる場合があります。 

■対決シリーズ① 「牛肉駅弁 頂上対決」 

平成29年（に・く）にちなんで、第35回大会（2000年）で初登場以来、実演販売で毎回売上個数の上位にランクイ

ンし続け、今や駅弁界の横綱ともいえる「牛肉どまん中」の調製元・新杵屋と、新旧の肉系駅弁をクローズアップします。 

※「対決シリーズ」とは・・・ 

第33回大会（1998年）から実施している、日本全国から駅弁が集まる当大会ならではの人気企画。同種の素材や類似したイメージの

食材の食べ比べを楽しんでいただくことで、日本各地の風土や食文化の特徴やこだわりに触れていただこうという企画です。 

 「三味
さ ん み

牛肉どまん中」 山形県 奥羽本線 米沢駅 

 「肉敷きローストビーフ弁当」 北海道 北海道新幹線 新函館北斗駅 【新作】 

 「飛騨牛しぐれ寿司」 岐阜県 高山本線 高山駅 

調製元の金亀館
きんきかん

は第32回大会（1997年）から連続して実演販売に出店。 

 「島根牛すき焼き煮切り丼」 島根県 山陰本線 松江駅 【新作】 

 「佐賀牛ロースステーキ＆カルビ弁当」 佐賀県 佐世保線 武雄温泉駅 【新作】 
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■対決シリーズ② 「海の幸 黄金の弁当対決」 

駅弁の定番であり、幅広い世代に人気の海鮮駅弁から、容器が金色、金箔付きなど「金」にまつわる華やかな駅弁をピ

ックアップ。それぞれの地域で“金メダル”級の名産品となるようにと作り手の思いがこもる自信作をご紹介。 

 「黄金のウニ・かに合戦」 福井県 北陸本線 福井駅 【新作】 

 「黄金のはもめし」 京都府 東海道新幹線 京都駅 【新作】 

 「金色のひっぱりだこ飯」 兵庫県 山陽本線 西明石駅 renewal 

 「黄金の穴子一本寿司」 兵庫県 山陽本線 姫路駅 【新作】 

 

■対決シリーズ③ 「海鮮陶器入り駅弁対決」 

食べ終わった後でも旅の思い出を残しておけると人気の容器付き駅弁は、駅弁人気を支える大きな要素の一つ。当社の

駅弁大会でも好評の容器付き駅弁の中から、今大会で実演販売初登場となる駅弁に注目します。 

 「うに壷」 北海道 宗谷本線 稚内駅 renewal ※実演初登場 

 「鮑の炊き込みめし 元気鮑（げんきかい）」 山梨県 中央本線 小淵沢駅 【新作】 

 

■対決シリーズ④ 「駅弁対決回顧 豚豚（とんとん）対決」 

第 40 回大会（2005 年）に登場した、豚肉を使った駅弁の「豚豚（とんとん）対決」が 12 年ぶりに再対決。再戦に向

け準備した新作駅弁で、1大会あたりの実演販売売上個数で「いかめし」「牛肉どまん中」に次ぐ記録（第40回大会で22,901

個を販売）を有する「摩周の豚丼」に挑みます。 

 「摩周の豚丼ミックス」 北海道 釧網本線 摩周駅 renewal 

 「鹿児島黒豚御膳」 鹿児島県 九州新幹線 出水駅 【新作】 

 

■実演初登場の駅弁 

 「玉屋の奥久慈しゃも弁当」 茨城県 水郡線 常陸大子駅 ※1週目のみ 

駅弁大会の会場内に設置しているお客様アンケートで、出店要望の多かった駅弁がついに当社大会へ初出店。 

 「磯の宝弁当」 岩手県 三陸鉄道 久慈駅 ※1週目のみ 

駅弁ファンから「幻の駅弁」と称されることもある「うに弁当」で知られる調製元・三陸リアス亭の新作。 

 「いくら数の子弁当」 北海道 釧網本線 網走駅 ※2週目のみ 

昭和初期から網走駅構内で駅弁販売を手掛ける老舗調製元・モリヤ商店が、同社初めての実演販売で出店。 

 

■熊本県応援企画 

今年4月に発生した熊本地震で被災し、いまだ一部区間の復旧にとどまる南阿蘇鉄道。全線運行時に走っていたトロッ

コ列車の車内で提供する「南鉄とり飯弁当」を、今大会では輸送駅弁として限定販売します。 

また、昭和 44 年から肥薩線人吉駅で、“人吉駅の顔”として立ち売り一筋、最近では口コミサイトや SNS などで取り

上げられることも多い菖蒲
しょうぶ

豊
とよ

實
み

さん（73歳）が、駅弁大会へ初来場。現地から輸送駅弁として届く※「鮎ずし」「栗めし」

を、会期中の2日間限定で人吉駅と同様に菖蒲さんが直接受け渡しを行います。 ※販売予定時刻は14時ごろ 
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クリスマスラッピングコーナーを期間限定で開設 

◆新宿店1階 婦人洋品売場内イベントスペース 12月10日（土）～12月25日（日） 

 

 新宿店では、1 階婦人洋品売場内イベントスペースにて、クリスマスラッピングコーナーを期間限定で開設します。帽

子やストール、手袋などを扱う婦人用品売場は、ギフト需要の高まる 12 月がもっともにぎわいます。クリスマスプレゼ

ント包装へのご要望にお応えするために初開催します。 

簡易包装を好む方もいる一方で、ここ2～3年は華やかなギフトラッピングの需要が高まってきています。実際に、「ホ

ームパーティーでプレゼントを持ち寄ったときに盛り上がる」「豪華でわくわくするものがいい」という声や、SNS での

写真映えを意識される方も見受けられます。さまざまな種類からお客様のお好きなものを選んでいただける企画です。価

格帯はおよそ500円～3,000円。 

 

■ラッピングの一例 

 

① 2 段重ねが豪華
（1,620円～） 

 

② ジュエリーボックスをイ
メージ 
（2,916円～） 

 

③ 生花をギフトボックスに貼
り付けた 
（2,160円～） 

 

④ 花束のようなギフトボッ
クス   
（1,296円～） 

 

⑤ 和テイストのラッ
ピングもご用意
（756円～） 

※別途、持ち込み代540円を頂戴します。大きさにより価格が変わります。 

館内はもちろん他店で購入されたものも承ります。包装する素材は、インポートの紙からシフォン、ベロア、サテン布

地まで、柄は無地のほかにチェックや花、ストライプ、ドットなど約 30 種類をご用意。リボンは斬新なデザインと高級

感のある質感に定評がある、フランスの老舗リボン専門メーカー「Oriol&Fontanel社」から仕入れたものを使用します。

包装紙、リボンともに約 30 種類。中には生花を箱に貼り付けたり（写真③）ビジューで飾ったり（写真②）するものも

あります。期間中は、ラッピングコーディネーターが無料でご相談を承るのでデザインを迷われている方でも安心。10分

～15分程度で仕上げます。 
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  年末年始はお菓子で豪華に 

  プチぜいたくなスイーツ、集めました 
◆新宿店 中地階 菓子売場、のれん街 12月28日（水）～12月31日（土）  

 

年末年始はクリスマス、お正月とイベントが続き、いつもよりぜいたくに過ごしたいというお客様が増えます。そんな

「プチぜいたく」を求める方に向けた、食卓を彩る華やかなスイーツをご用意。手土産にも最適です。 

■人目を引く、「金箔カステラ」「金箔ロール」 

 カタログ・Web販売で、１ヵ月で約120個販売し人気を博した「金箔カステラ」を今年も販売（今年はギフトカタログ

「ごちそうグルメ」）。今年は、ロールケーキに金箔を貼った「金箔ロール」も登場します。 

 「文明堂東京」×「箔一」特撰五三カステラ金箔 5,400円 

（店頭販売は限定10点、なくなり次第終了） 

「文明堂東京」の「特撰五三カステラ」と、金箔を使用した製品開発に意欲的に取り組む

金沢市の「箔一」との、当社限定コラボレーション商品。「特撰五三カステラ」は、文明堂

のカステラの中でも、卵黄の割合を増やし、風味豊かな和三盆糖など厳選された素材を用い

た上級品。その上に、「箔一」の食用金箔をのせ、贅沢な1本に。  

 コロンバン「原宿招福金箔ロール」2,951円  （限定10点、なくなり次第終了） 

 原宿に本店を置くコロンバン。人気の「原宿ロール」に金箔をのせました。原宿ロールは、

やわらかくしっとり、口どけの良さを出せると言われる小麦粉「特
とく

宝
たから

笠
がさ

」と米粉を合わせ

焼き上げた生地に、甘さを抑えた生クリームをはさみました。隠し味にざらめ糖を使用して

います。枡
ます

につめて、ますます
・ ・ ・ ・

の家内安全・商売繁盛という願いを込めている縁起の良い

一品。 

 

■「ごほうびスイーツ」取りそろえています 

一人で食べ切れるサイズ感や、SNS映えする見た目から、20～50代の女性を中心に人気のごほうびスイーツです。手

土産にもおすすめ。 

 銀座千疋屋「フルーツサンド」1,080円（各日限定数20個、土曜日は 30個） 

1894年創業の果物専門店「銀座千疋屋」。世代を問わず人気の「フルーツサンド」は、

メロンやイチゴなど季節のフルーツがたっぷり。早い日は午前中で売り切れる評判のス

イーツ。  

 宗家 源吉兆庵「紅凛果
こ う り ん か

」486円 

果実を生かした菓子づくりで知られる「源吉兆庵」。10月中旬から発売している「紅

凛果」は、1個500円近くする高額ゼリーながら自家需要が高く、2個入りが良く売れ

ています。リンゴのすりおろしと果肉がたっぷり入り、コラーゲンと食物繊維も入って

いるという、女性が好む要素が満載。 

 

 

 トップス「チョコレートケーキ」1,059円（92×61×55mm、2～3人前） 

チョコレートケーキといえば「トップス」と言われるほど、長い間愛されてきたチョ

コレートケーキのミニサイズが人気です。約10cmの2～3人サイズですが、軽い口当

たりで一人でも食べられると自分用に購入される方も。創業50年近くなる名店だけに、

昔を懐かしむ方からサイズ感がいいと購入される若い方まで幅広い層に人気です。 

 

 

 

2016 

12 1 
2017 



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 

 

5 

 

  “直前”はちょうどいい大きさで 

  直前に買えるクリスマスケーキとおせち 
◆クリスマスケーキ：新宿店 地下1階、中地階 菓子売場 12月21日（水）～25日（日） 

◆おせち：新宿店 中地階 惣菜売場  12月31日（土）のみの販売（12月26日（月）～予約承り） 
 

10月から予約を承るクリスマスケーキとおせちですが、前々から予定を決めていない方でも間に合う、当日に購入でき

るクリスマスケーキと年末に購入できるおせちをご用意します。 

■直前クリスマスケーキは“小さめ”が人気 

今年のクリスマスは3連休であることから、ご家族やご友人、カップルなどと日によって異なった過ごし方をされる方

が多くなりそうです。そのため、現在承り中の予約クリスマスケーキの売れ行きは、大人数用のほかに、尐人数向けの小

さめのものも好調に推移しています（11月15日時点でクリスマスケーキは売上前年比＋約15％）。 

クリスマス直前に店頭で買えるケーキは、「たくさんは食べないが、クリスマス気分を楽しみたい」というお客様の声

が多くいらっしゃることから“小さめでクリスマスらしいデザインのもの”がよく売れます。 

 アンテノール「フルーツ BOX」（左）「ショコラBOX」（右）（約23cm）各2,376円 

フルーツBOXは、洋ナシを入れたまろやかなバニラババロアとスポンジ、クリームを重ねフ

ルーツを飾りました。ショコラBOXは、チョコレートムースとクリームをチョコスポンジでサ

ンド。ビスキュイ生地で挟み、ジャンドゥーヤチョコを飾りました。  

 銀のぶどう「苺のショートケーキ～サンタの帽子～」（8cm×10cm）1,728円 

尐人数用のケーキながらイチゴを満喫できるショートケーキです。上にも中にもイチゴを敷き

詰めて、クリームやスポンジとのバランスにこだわった銀のぶどう伝統の味です。販売期間は、

12月22日（木）～25日（金）。  

■駅弁調製元が作る直前おせち 

 昨年は前年比1.5倍以上の売上を記録した直前おせち。今年も需要が高まると予想しています。直前に売れるおせちは

「尐しだけお正月気分を味わいたい」「核家族なので尐量でいい」という理由が多いため、価格は10,000円前後で、2人

前の尐量タイプが人気です。 

 毎年1月に開催し、50年以上の歴史を誇る新宿店の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」に出店している駅

弁調製元と共同で企画したおせちを今年も販売。産地や作り手の顔が見えることから人気を集める当社ならではのおせち

です。 

 丸政（山梨県/中央本線小淵沢駅） 「丸政のおせち『寿』」京王百貨店限定 

（2人前、21.9×21.9×5.0cm、限定50食）5,400円 

当社の駅弁大会常連、山梨で「元気甲斐」「甲州カツサンド」など多くの駅弁を手掛ける丸政

のおせち。昨年予約が殺到した商品です。A4、A5ランクの信州牛炭火焼や山梨の名産アワビの

煮貝など駅弁に使用する食材や地元の名物を盛り込み、旅情が感じられる内容にしました。  

 福豆屋（福島県/東北本線郡山駅）「福福おせち」京王百貨店限定 

（2人前、二段重14.0×14.0×4.3cm、限定50食）5,400円   

福豆屋は福島県で唯一、駅弁マークの付いたお弁当を販売している調製元。駅

弁大会では「海苔のりべん」「豚の醍醐味」などを実演しています。品のある会津

塗の二段重箱に、郷土料理の「いか人参」や駅弁でおなじみの「福島県産牛のしぐ

れ煮」、福島県産の「若桃」などを盛り込んだ、福島の味を堪能できる一品。 
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  16年の話題を詰め込みました！ 

2017年新春福袋 

◆新宿、聖蹟桜ヶ丘両店 
 

 京王百貨店では2017 年の初売りを1 月 2日（月・祝）にスタートします。2日から各売場で販売する福袋のほかに、

16年の話題を詰めた福袋もご用意します。 

体験型「企画福袋」：16年の大ヒットアニメ、ブームの落語から企画 

new!商品型「旬な福袋」：女性躍進、日本中が沸いたスポーツの祭典をヒントに  

new!インバウンド対応「体験型福袋」：コト消費にシフトする海外のお客様へ  

 

■企画福袋で 16年の話題をおさらい！ 

応募期間：2016年12月26日（月）～2017年1月4日（水） 

応募場所：新宿店1階正面入口、聖蹟桜ヶ丘店2階センターコート  ※応募者多数の場合は抽選となります 

 

 大ヒットアニメの聖地を巡ろう！往復高速バスペアチケット付き 飛騨古川満喫福袋  

15,000円（20組40名様） 

16年の大ヒット映画「君の名は。」の舞台イメージにもなっている、今話題の「飛騨古

川」の魅力を映像だけではなく実際に行って体験してもらおうと企画した福袋。東京から

バスでおよそ5時間半の飛騨は、知名度はありながら意外に知られていない名所です。飛

騨古川に伝わる伝統工芸で映画にも登場した「組紐」作り体験ができる「さくら物産館」

にご案内。今年4月に開業したバスタ新宿から岐阜県・飛騨古川までの高速バス往復チケ

ットのほか、映画にも登場する岐阜県のゆるキャラ「うしぼぼ」のストラップと名産品付。 

 

 

 若手イケメン落語家が登場！落語体験＆ランチ交流会福袋8,000円（10組20名様） 

落語定席の老舗として知られる新宿末廣亭は、明治時代から今日に至るまで、多くの名人に愛され、また若手が研鑽

を積む場として営業を続けてきました。その末廣亭の空間と、人気若手落語家・春風亭昇々さん、柳亭市弥さんお二人

の落語を贅沢に堪能できます。ご希望の場合は落語のしぐさや小話なども直接指南してもらえます。落語のしぐさに必

須の扇子もプレゼント。その後、場所を弊社新宿店のレストランに移し、落語家2名とランチ交流会＆記念撮影会をお

楽しみいただきます。＊実施予定日2月20日（月） 

 

春風亭昇 （々しゅんぷうていしょうしょう） 

1984年生まれ。師匠は、長寿番組の司会を

務める春風亭昇太氏。落語の新人コンテスト

本選に2年連続出場するなど人気、実力を兼

ね備えた二つ目。  

柳亭市弥（りゅうていいちや） 

1984年生まれ。柳亭市馬に入門し、2012年

に二つ目昇進。テレビなどでもたびたび取り

上げられる「イケメン落語家」のひとり。 

 人気漫画家ヤスコーン先生に学ぼう！マンガ家体験福袋 5,000円（10組20名様） 

 「GO!GO!たまごっち！」などの連載で知られる人気漫画家ヤスコーン先生からマンガ制作指導を受けられます。プロ

の漫画家が実際に使用している原稿用紙やペンを使用して、4コマからストーリ展開のあるものまで、個人のレベルに

応じて指導してくれます。指導の最後には、ヤスコーン先生直筆の似顔絵をプレゼント。お子様から大人まで幅広く

お楽しみいただける企画です。 

＊実施予定日3月5日（日）。所要時間約3時間。対象年齢：小学生以上 
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■初登場！旬な福袋 

 2016年の話題から企画した福袋。新宿店のみの販売です。 

販売日：1月2日（月・祝）午前10時～ 販売場所：新宿店7階大催場 特設コーナー 

 

●「中身を『見える化』！活躍する女性に贈る 緑の福袋」32,400円（限定2点） 

 「緑」をテーマに、ビジネスシーンで使えるコート、ジャケット、スカーフ2点、本革バッ

グ、ブーツをセット。さらに体に嬉しい「青汁」付き。中身がしっかり見える透明の袋に入れ

て販売します。 

※写真のパンツは福袋には含まれません 
 

●「中身を『見える化』！緑の福袋 オフィスコーディネイト編」10,800円（限定3点） 

 「緑」をきかせた、働く女性におすすめのコーディネイト福袋。緑色のコーディガン、ニッ

ト、パンツの 3 点をセットに。通勤やオフィスワークに存在感を発揮します。                    

※アクセサリーは参考商品です。 

 

●「中身を『見える化』！築地のおいしい魚惣菜福袋」2,160円（限定10点） 

 築地に本店を置く魚惣菜専門店「味の浜藤」の銀鮭、鰆、銀ひらすの3種の西京漬がセット

になったお得な食品福袋。中身が見える袋に入れて販売します。  

●「自分に一年間の栄誉賞！輝く女性のご褒美福袋」1,080,000円（限定1点） 

 今年1年頑張った自分へのご褒美にぴったりの豪華な福袋。国民栄誉賞を贈られるにあたり

過去の女性アスリート受賞者がリクエストしたご褒美（副賞）をイメージしたセットです。熊

野筆（11 年女子サッカーチーム）、白蝶（ゴールド）真珠（12 年レスリング選手）、着物（16

年レスリング選手）を福袋にしました。真珠はネックレスと指輪のセット、着物は「有松絞」

の振袖に、金色の帯、襦袢用の反物をセット（お誂えお仕立て付）。「有松絞」は有名卓球選手

が婚約会見で着用したことで人気急上昇中です。  

●「華麗にスマッシュ！バドミントン高橋礼華選手使用ラケットと日本代表応援Ｔシャツ福袋」18,000円（限定4点） 

 バドミントンの高橋礼華選手が使用しているラケット「ヨネックス DUORA７」と、日本代表応援Tシャツの2点

セット（ラケットのガット張りあげ済）。 

福袋のほかにも．．． 新春特別イベント！ 

●銀メダリストが直々にレッスン！平野早矢香さんによる卓球レッスン＆交流会（小学生以上、6組12名様） 

今年、メダルラッシュに沸いた卓球は、老若男女が楽しめるスポーツとして注目を集めています。都内の卓球場を

貸し切って、銀メダリストの平野早矢香さんから直々に手ほどきを受けられる企画です。レッスンのあとは、平野選

手とのラリーやサイン会なども予定しています。世界を相手に戦ってきた平野さんに、卓球の魅力を直接伝えてもら

える貴重な機会です。 

実施予定日：3月25日（土） ※卓球場利用料金として2,000円（1組）を頂戴します 

 

平野早矢香（ひらのさやか） 

1985年生まれ。栃木県鹿沼市出身。仙台育英中⇒仙台育英高⇒ミキハウス。全日本卓球選手権大会・女子

シングルスで5度の優勝。五輪では2008年北京、2012年ロンドンと連続で出場し、ロンドン女子団体で日

本史上初となる銀メダルを獲得。2016年4月に現役を引退後は、ミキハウス卓球部コーチとして後進の指

導にあたる傍ら、メディアでの卓球解説や全国での講習会などでも活躍中。 
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■訪日客向け応募抽選式「体験型福袋」登場！ 

 新宿店ではクリアランスセール時期(1月・7月）に、訪日客向けのお得な福袋「ラッキーバッグ」を販売してきました。

訪日客の消費行動がモノからコトへ変化していることを受けて、海外在住で訪日予定の方がインターネットを介して事前

に応募できる抽選式の｢体験型福袋｣をご用意。12月上旬に京王百貨店公式フェイスブック 

ページにて告知し応募を開始します。 

 

●｢着物deお正月料理｣32,400円（抽選で限定2組4名様） 

 日本のお正月を体験いただける企画です。女性は訪問着、男性には紋付き袴をお召し

いただき、記念撮影を新宿店8階写真室にて行い、同階レストラン街の京懐石｢美濃吉｣

の個室にて、お正月料理をお楽しみいただきます。お屠蘇での乾杯風景も記念撮影しま

す。英語、または中国語にて正月料理の解説をいたします。プリント写真・画像データ

は当日お渡しします。 

＊実施予定日1月4日（水）、5日（木）各日1組 

 

●｢駅弁セットプレゼントパック｣ 

（抽選で限定6名様にプレゼント、3種各2名様） 

 新宿店の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」には、日本全国から300種

類以上の駅弁が集まります。駅弁は、日本各地の名産品を一折に詰め込んだものや人気

のキャラクターをかたどったものなどがあり、駅弁を通じて日本各地の旅行気分を味わ

っていただきたいと企画しました。 

ご用意するのは 3種類のセット。世界各国で人気の高い日本のアニメ・キャラクター

を使った「キャラクター駅弁セット」、駅弁とは思えないビックリする形の器に入った

「おもしろ器駅弁セット」、駅弁大会で毎年人気の高い「ロングセラー駅弁セット」で

す。各セットに4種類の駅弁が入ります。 

 ＊1月14日（土）の指定時間にご来店・お受け取り 

 

▼タイなどアジアで人気のキャラクター 

 

©2016 San-X Co.,Ltd. All Rights Reserved. 

 

▲今年の新作キャラ弁 
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都内最大級！アフターサービス専用カウンターも併設 

「ロレックス ブティック」 新宿店のグランドフロアに登場  

  12月15日（木）オープン ◆新宿店1階 正面入口横 
 

 新宿店のメインエントランスである西口ロータリーに面した正面入口横に、都内百貨店最大級の品ぞろえ・面積となる

「ロレックス ブティック」がオープンします。上質感あふれる内装と、店舗外周の歩道に向いた大きなウインドウとコ

ルトン(電飾パネル)により、新宿店の新たな顔として存在感を放つショップが誕生します。 

■ロレックス ブティックについて 

 常時約550点以上の充実した品ぞろえ 

 約160㎡のゆったりした店内には、ゴールドやプラチナ製のモデル、貴石をあしら

ったラグジュアリーラインまで、常時約550点以上の幅広いコレクションを展開。 

 アフターサービスまで含めた、より上質なトータルサービスを提供 

 店内にアフターサービス専用カウンターも併設し、幅広い知識を持つ専門のスタッフがお手入れ方法やオーバーホ

ールなどのご相談に応じます。 

■「客層の拡大」は、当社の営業方針の大きな柱の一つ 

 当社は中期経営計画の営業方針の大きな柱に「客層の拡大」と「販路の拡大」を掲げています。中でも、世界一の

乗降客数を誇る新宿駅のターミナルビルの一つである新宿店は、「上質化」と「雑貨の拡充」が成長戦略の要です。 

 多くの海外時計ブランドの中でも抜群の知名度と信頼性を誇り、大切な方への贈り物や自分への記念品、または

代々受け継がれる特別な一品として選ばれるロレックスの時計を、お客様の多様なニーズに応える幅広い品揃えと上

質なアフターサービスを併せて展開することで、新宿店の集客力を一層高めることが目的です。 

 

EC専業のセレクチュアー㈱が、京王百貨店グループの仲間になりました 

気ままな暮らしのライフスタイルショップ「アンジェ web shop」 今年の 2大ヒット商品 

  ◆http://www.angers-web.com 

 

 10月に当社の子会社となったセレクチュアー㈱は、オンラインショップ「アンジェ」を運営するEC専業会社です。イ

ンテリア雑貨から、キッチングッズ、ファッション、ベビー・キッズまで、30 代～40 代の女性をメインターゲットに、

日常に幸せをプラスするアイテムを独自の視点でセレクトするライフスタイルショップの、2016年2大ヒット商品です。 

 Zipper Bags ジッパーバッグ 540円 (S:4枚入り、M：3枚入り、L：2枚入り) 

 アメリカの雑貨ブランド「キッカーランド」のガラスジャー型の絵になる保存袋。調味

料の保存や手作りお菓子のおすそ分け、小物入れなど、何を入れても絵になる見た目の可

愛さに、SNSを中心に話題に。2016年8月の発売開始、３ヵ月で7千枚以上を販売。 

 プリンセス ホットプレート テーブルグリルピュア 21,600円  

 オランダの家電メーカー「プリンセス」のホットプレート。今までは黒一色だっ

たホットプレートの概念を覆す真っ白なデザインが人気に。食材が一段と映え、ホ

ームパーティにも重宝します。発売後１週間で当初予定の２倍の台数が売れ「入荷

待ち」の状態が続いていました。スタイリッシュなだけではなく、機能性が高く使

いやすいこともあり、調理家電では珍しく購入者の6割以上が男性なのも特徴です。 
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