
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 

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) 

2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） 

 

・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。 

 

 

 

「自分チョコ」商戦に着目！ 

2017 京王のバレンタイン 

  2月1日（水）～14日（火） （ブランドによって期間が異なります） 

◆新宿店中地階 菓子売場、地下1階・中地階・1階正面入口前 特設会場 

◆インターネット：1月12日（木）～2月8日（水）10時まで 

◆中地階エキサイティングスポット：2月4日（土）～14日（火） 
 

近年は「自分チョコ」の需要が拡大しており、自分が良いと思ったものを人にあげたりSNSにアップしたりし、イ

ベントを楽しむ傾向にあります。さらに「作り手の顔が見える」「細部へのこだわりが分かる」ものも好まれることを

受け、「いまだ広く知られていない日本人パティシエの良さを伝えたい」という当社バイヤーの思いもあって、品ぞろ

えの6割を日本人パティシエによるチョコレートにしました。期間中、全28ブランド、約400種類を展開します。 

今年は、インターネット販売を強化。例年より1週間前倒しの1月12日（木）に開始しました。「自分へのご褒美

にしたい」「義理チョコをまとめて買いたい」という多様化するニーズに応えます。 

※京・初 ・・・京王百貨店初登場商品 京・限 ・・・京王百貨店限定商品 
 

■ジャパンメイドセレクション 

 日本人パティシエに注目。見た目や細部へのこだわりなど、おいしさ以外にも楽しみを見つけられるチョコレート

を多く取りそろえます。 

 エクチュア「塩チョコレート」（50ｇ入り、ビター・ミルク）各972円京・初 ＜2/4（土）～、中地階エキサイティングスポット＞ 

 日本の気候や風土の中で食べておいしい、まろやかで繊細なチョコレートを作りたいとい

う信念を持つシェフ植松秀
よし

王
お

氏が手掛ける、1986 年に大阪・心斎橋にてオープンしたチョ

コレート専門店。店舗では、生チョコや塩チョコが人気です。大阪府に4店舗構え、都内で

の出品はめずらしいブランド。 

ベルギー産クーベルチュールを使用した板チョコレートに、やわらかい口当たりが特徴の

室戸沖の海洋深層水天然塩をかけました。小さく割って、口の中で溶かしながら食べるのが

おすすめ。お酒のお供にも良いです。  

 アンプレスィオン「ショコラフィロソフィー」（4個入り）1,404円 ＜2/4（土）～、地下1階特設会場＞  

 JR九州の寝台特急「ななつ星 in九州」のデラックススイートで提供されているとして

有名なチョコレート「ショコラフィロソフィー」を販売。手掛けるのは福岡県早良区に本

店のある「アンプレスィオン」で、パウンドケーキやマカロンにも定評のあるパティスリ

ーです。ホームページに全材料の産地を明記するなど、素材への自信とお客様への安心感

を大切にしているブランド。フランス・カオカ社のオーガニックチョコレートを使用し「タ

ヒチ産バニラ」、「愛媛産柚子とドミニカ産のミルクチョコ」など4種類を詰合せました。 
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■ＳＮＳ映えするカワイイ！チョコレート 

 「かわいいものは写真にとってSNSにアップしたい」という方が増えてきています。チョコレートだと言われな

ければわからないものも出てきています。インスタグラムでハートをたくさんもらえそうな、見た目のかわいいチ

ョコレートを多く取りそろえます。 

 ショコラティエ マサール 「パレットショコラ」（10枚入り）1,016円 ＜2/4（土）～、地下1階特設会場＞ 

 1988年創業、日本ショコラティエ界の先駆けと言われる老舗店「ショコラティ

エ マサール」。某口コミサイトでも、ショコラティエ部門で1位になるなど、常設

店は札幌市内の 3 店舗のみにもかかわらず知名度は全国区。昨年の北海道展に出

店して以来、問い合わせも多く、バレンタインでの出品が決定しました。 

世界中のチョコレート約50種類を常備しており、その中から最適だと選ばれた

ものを使用。味はミルク、スイート、ホワイトの3種類です。カラフルなプリント

を施し、箱を開けた瞬間、驚きの声があがりそうな一品です。  
 

 Ｓｅｉｉｃｈｉｒｏ,NISHIZONO「コレクション S.N」（3個入り）1,080円、限定50個 京・初 ＜2/4（土）～、地下1階特設会場＞ 

 若手パティシエ西園誠一郎氏が手掛ける「記憶に残る香りを使用したお菓子

づくり」をモットーとした大阪市西区のパティスリー。花やフルーツの香りを

使ったボンボンショコラを当社限定で販売します。ローズとフランボワーズを

組み合わせた「ドラマティック」、スミレとブルーベリーの「エメ」、プラリネ

とオレンジの「エテルニテ」の3種類が入っています。本店と当社のみでの販

売です。 

 

 

 ショコラロワイヤルフリュイ「コンフィチュールカカオショコラ」（6個入り）2,160円 京・初 

＜2/4（土）～、地下1階 特設会場＞ 

 西洋菓子「鹿鳴館」が手掛けるチョコレート専門店「ショコラロワイヤルフリュ

イ」。カカオ型のチョコレートに、フルーツのコンフィチュールを入れました。表

面にはパールパウダーをかけ、華やかな見た目に仕上げています。 

コンフィチュールを覆うチョコレートは薄く、パリッとした食感。味わいはさっ

ぱりしており、チョコレートが苦手な方でも召し上がれそうな一品です。味は、パ

ッションフルーツやライチ、フランボワーズなどが入っています。 
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第21回 福井県「越前・若狭」の物産と観光展 

1月26日（木）～31日（火） 10時～20時 ＜最終日は 18時閉場＞ 

◆新宿店 7階大催場 
 

日本のほぼ中央に位置する福井県は、古来より近県の京都や奈良との文化のかかわりの中で、歴史と伝統を形成

してきました。越前ガニなどの豊富な美味を揃える食品47店、日本一の生産量で知られる鯖江市のメガネなど伝統

と革新の技が詰まった工芸品21店、計68店が集合し、実演や試食を交えて展開します。 

今回は、米どころでもある福井の日本酒に着目。コシヒカリ発祥の地として知られる福井には35の蔵元があり、

おいしい日本酒の産地としても知られています。様々な銘柄を飲み比べできる日本酒バーのほか、日本酒を使ったス

イーツや惣菜も特集します。 
 

■福井地酒の飲み比べ！おつまみも楽しめる鎌
かま

仁
に

商店「日本酒バー」 

 梵、花垣、一本義など福井を代表する銘柄を飲み比べできる立ち飲み日本酒バーをイートインコーナーに設置しま

す。15種類からお好きな3種を飲み比べできる500円飲み比べ、特選クラスの5種類から3種選べる1,000円飲み

比べが楽しめます。あわせて、福井名産のへしこの刺身や甘エビの昆布〆など、日本酒がすすむおつまみ8種類をご

用意します。また、福井の地ビールも販売します。   ＊営業時間：11時～。ラストオーダーは閉場の30分前 

＜500円飲み比べの商品一例＞ 

 九頭
く ず

龍
りゅう

 逸品 

 創業200年以上の黒龍酒造。蔵のある松岡町を流れる九頭竜川から名づけられた「九頭龍 逸品」は、黒龍から15

年に名前変更。65％精米の酒米「五百万石」のまろやかな旨みがたのしめる逸品です。 

 梵 GOLD 無濾過 純米大吟醸 

鯖江市にある老舗蔵元・加藤吉平商店の代表銘柄である梵の無濾過純米大吟醸。マイナス 10 度で調整熟成させた

純米大吟醸の生酒を、出荷の段階で火入れをして芳醇な旬の旨さを封じ込めたお酒です。 

 福千歳 RICE WINE 

 福井市で創業百数十年の蔵元・田嶋酒造の跡継ぎが開発したコシヒカリのワイン。福井産コシヒカリとワイン酵母

で作った純米酒は甘酸っぱくすっきりとした味わい。 

 

■県産日本酒を使ったスイーツ、お惣菜に注目！ 

 御菓子司 藤雲堂「おとなの超辛酒饅」（5個入）830円 ☆初登場 

 創業明治10年、福井市の老舗和菓子店が作った、福井県・常山酒造の「常山
じょうざん

 純米

超辛」の酒粕を使用した酒まんじゅう。皮はもとより、こし餡にもふんだんに酒粕を練

りこみ、濃厚な酒の風味が楽しめます。  

 米又「梵の酒粕に漬けたクリームチーズ」（1袋）540円 

 加藤吉平商店「梵」の酒粕にクリームチーズを漬け込んだ珍味。大本山永平寺御用達

としてごま豆腐などで名高い米又が手がけました。おつまみとして、デザートとしても

おすすめの吟醸の香り高い商品です。  

このほか、酒粕にへしこを漬けこみ生で食べられる 天たつ「へしこ酒あらい」（半身、1080円）や、梵の酒粕を使

ったメゾン・ド・レトワール「せいこ蟹のグラタン」（1個、945円）なども販売します。 
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和食も中華もスイーツも！ 

まかせてください！京王の恵方巻 

  1月26日（水）～2月3日（金） 

◆新宿店中地階 惣菜売場、菓子売場、生鮮・グロサリー売場 
 

当社では、中華巻きやロールケーキなど、バラエティに富んだ恵方巻を取りそろえます。食に対する好みの多様

化や、食卓を華やかにする見映えの良い商品に人気が集まることを受け企画しました。 
 

■京料理や中華までもが恵方巻に 

 美濃吉「御運節分巻寿司」1,296円  

 まろやかな味と香りが特徴と言われる、京都の千鳥酢で仕上げた酢飯に、ウナギやち

りめん山椒を巻きました。老舗京料亭「美濃吉」が手掛けた上品な一本。  

 旭鮨総本店「海鮮五種巻き」972円 京王百貨店限定 

 昭和 2 年創業の江戸前寿司店。イカ、サーモン、マグロのたたき、イクラ、ウニが食

べ進めるごとに代わる代わる登場してくる一本の恵方巻。味が混ざることなく 5 種類の

ネタを味わえる、飽きのこない仕上がりにしました。  
※写真はイメージ 

 PAOPAO「PAOPAOロール」270円  京王百貨店限定  ＜各日限定100個＞ 

 店内厨房で作る点心が人気の、行列ができる店「PAOPAO」から、もちもち感が特徴の点

心の皮でウインナーを包んだ恵方巻が登場。お子様も好んで食べられそうな一品です。  

 黒龍門
こくりゅうもん

「焼豚ロール」584円、「エビチリロール」648円  京王百貨店限定 

 池袋に本店を構える黒龍門。店舗では四川麻婆豆腐が一番の売れ筋商品。単品でも人気のエビチリや、焼豚、長

ネギ、小松菜を、「餅（ピン）」と呼ばれる小麦粉を薄く焼いた生地でクレープのように巻きました。 

 古市庵「うず潮巻」1,344円、ハーフサイズ 672円 

 1967年創業の古市庵は、握りや巻き寿司が人気の店舗。そのなかでも「うず潮巻」は看板商品です。エビ、焼

きアナゴ、花咲イカ、玉子焼き、かに風味かまぼこなど12種類が入った、1本約700gあるずっしりとした重さ。 

 そのほか、鮮魚コーナーならではの、素材のボリューム感が楽しめる恵方巻「肉厚穴子天ぷら巻き」（1本990円を

予定）を展開します。 

■定着しつつあるスイーツの恵方巻 

 恵方巻の時期になると、普段店頭では展開していないロールケーキを販売するブランドがここ数年で増えつつあり

ます。当社では8店舗からスイーツの恵方巻やロールケーキを販売。 

 ロイスダール「恵方ロール」（1本）648円 2/1（水）～3（金）各日限定10本 

バターをふんだんに使ったパイ「アマンドリーフ」が人気の店。口どけの良いチョコレート

でコーティングしたスポンジで、アプリコットや洋ナシなどが入った生クリームを巻きました。 

 銀座千疋屋「恵方ロール」648円 1/26（木）～2/3（金）各日限定5本 

1894年創業の老舗フルーツ店からは、旬なイチゴや、キウイ、あんずなどのフルーツを使っ

たロールケーキを販売。恵方巻をイメージし、黒いスポンジを使用しました。  

 銀座ウエスト「プチロール」（10cm、5本入り） 1,080円（写真右③） 2/2（木）・3（金）の 2日間のみ、各日限定30箱 

「リーフパイ」が手土産の定番として人気の「銀座ウエスト」からは、アーモンドの食感

が楽しめるプラリネやコーヒークリームを巻いた、細巻きサイズのケーキを販売します。 

 

 

 

 

2017 

2 

 

 

2 



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 

 

2017京王のおひなさま 

  展開中～3月3日（金） 

◆新宿・聖蹟桜ヶ丘両店、セレオ八王子店（サテライト店舗） 
 

 

■昨年は売上2割増。価格も上昇傾向に 

 女の子の健やかな成長を願って飾るおひなさま。少子化と言われる中でも、お子様への願いを込めた贈り物として

の需要は減ることなく、昨年は売場を拡大し売上が前年比2割増と好調でした。おじい様おばあ様がお孫様へのプレ

ゼントとすることも多く、価格は近年上昇傾向がみられます。中心価格帯15万～20万円のほかに、昨年は意匠を凝

らした 30 万円台も好調で、今年新宿店では美術織物として名高い龍村裂
たつむらきれ

を使用した 95 万円の品も展示・販売しま

す。 

 また、大人の女性には、インテリア感覚で楽しめる「つるし雛」への人気が高まっています。 
 

■最近の傾向は、オンリーワンのもの 

 住宅環境に合わせたコンパクトな親王飾りやフローリングにそのまま置ける台付きの収納飾りが人気。また、お子

様一人ひとりの個性に合わせたものを選びたいというお気持ちが強く見られます。そのため、かわいらしいお顔から

凛々しいお顔、伝統的なものから現代的なものまで、バラエティ豊富にそろえます。人形作家は男性が多くを占める

世界ですが、近年は女性も活躍し、淡く優しい色彩など女性ならではの感性を生かした人形飾りも多く登場し、お客

様の選択肢が増えています。 

【商品一例】 

 

●清水久遊作 衣裳着 親王飾り 345,600円 

 女流作家の作。モダンな色使いが美しい衣裳

に、花車をあしらった金屏風を合わせたおひな

さま 

 

●光圀作 衣裳着 収納親王飾り 199,800円 

 人気の収納親王飾りは、フローリングなどにも

置け、収納にもあまり場所をとらない現代の住

宅事情に適した商品 

 

●幸一光作 木目込人形 親王飾り 176,040円 

 人形に着物をきめ込んだ木目込人形は、衣装の

型崩れの心配がなくコンパクトなつくり。ふっくらとし

たお顔も魅力です 

＊お顔もそれぞれ 

 

① 切れ長の目と鼻筋が通っ

た顔立ち（安藤桂甫作 親

王飾り 950,400円） 

 

② 優美で優しげな顔立ち

（久月作 衣裳着 五人

飾り248,400円） 

 

③ 書き目の素朴で味わい深い

顔立ち（賢一工房作 木目

込人形 親王飾り 237,600

円） 

    

④ 現代的な入れ目タイプの、丸顔で愛らしい

顔立ち（木目込 木村綾、久月作 木目込

人形 収納親王飾り 183,600円） 
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