
報道関係のお問い合わせ先：(株)京王百貨店 経営企画室 広報担当 柴井、深山、竹田、進藤 

電話： 直通 03(5354)2855  FAX： 03(5354)2828     

京王百貨店ホームページ： 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) 

6月の営業時間：10時～20時 30分（日・祝は～20 時） 

 

・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。 

 

 

 

じめじめ梅雨は寝具を見直す時期です 

6月1日（木）、快眠サロンが改装オープン 

◆新宿店 6階「快眠サロン」 

 

  新宿店 6 階「快眠サロン」は、ベッド、布団、枕など、心地よい眠りに導くアイテムを集積した売場です。2004

年に誕生したこの売場は、特に中高年層を中心に眠りにお悩みを持つお客様からご支持を受けてきました。ここ数年、

エアウィーヴなどの「健康敷きふとん」のヒットで 30～40 歳代のお客様からも注目され、健康・美容のための「良

質な睡眠」への関心が高まっています。 

今回の改装では、日本睡眠科学研究所（1984年設立）を有する東京西川による「ねむりの相談所®・＆Free」を新

規導入し、コンサルティング販売体制を強化。さらに、「健康敷きふとん」のエアウィーヴ、ムアツ、エアー、テンピ

ュールを集積し、比較検討しやすい売場とします。また、「家ナカ需要」から近年伸長している「ルームウエア」の取

り扱いを増やしてコーナー化します。 

■眠りの資格をもつプロが、増える「眠りの悩み」に応えます 

●眠りを可視化。東京西川「ねむりの相談所®・＆Free」新規オープン 

 東京西川の調査によると、日本人の 3分の2が睡眠への悩みを持っているという現

代。スリープマスター*の資格を持つ販売員が、眠りの専門知識や科学的な計測器を使

い、お客様の眠りの環境を可視化。眠りについての疑問やお悩みにお応えし、一人ひ

とりにフィットした上質な睡眠環境をご提案します。枕、マットレス、掛けふとんの

トータルコーディネートのほか、枕や掛けふとんのオーダーメードも可能です。より

深いお悩みをお持ちの方には、一定期間「活動量計」を貸し出して（有料：1,080円）、

1 日の運動量や寝姿勢、寝返り回数、睡眠時間などを計測。ご自宅での普段の睡眠環

境を可視化し、改善点を見つけてアドバイスを行います。（写真上）。 

＊スリープマスターとは：1984 年設立の「日本睡眠科学研究所」が認定する資格。寝具選びのコンサルティ

ングや快適な睡眠環境作りのアドバイスを行います。 

 

↑活動量計のデータを基にアドバイス 

 

↑＆Free「オーダー枕」 27,000円 

「じめじめした梅雨や夏におすすめなのは 『麻』 」 スリープマスター・仁井 香理さん 

梅雨や暑い夏、不快指数の高まりとともに寝具を見直す方は多くいらっしゃいます。この時期、接触冷感素

材も多くご用意していますが、ここ数年は特に天然素材の麻に人気が集まっています。麻は、放湿性があり、肌

触りも良いため幅広い世代から好まれています。滋賀県近江地方の伝統手法を用いた、爽やかな肌掛けのご

提案をしています。  

・快眠コンサルティングも実施 

 東京西川の社員で、各地で販売員教育やセミナー活動を行っているスリープマスター・杉原桃菜さんが、快適な睡眠環

境づくりのアドバイスを行います。 ＊6月4日（日） 、11時～12時、13時～18時（約40分程度）、参加費無料、要予約 
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■都内有数のパジャマ売場にルームウエアコーナー誕生 

 都内有数の面積・品揃えを誇るパジャマ売場。旅行や入院、施設入居時の「よそ行き用」として購入される 70 歳

代の方を対象に、この世代に多い小柄な方用の、着丈が通常より5㎝程短い150㎝用（S,M,L）などが人気です。近

年は、震災をきっかけに「緊急時や、配達などの思わぬ来客時でも安心」な、パジャマに見えないルームウエアタイ

プへの支持も高まっています。レースやリボンを使用した明るい色彩のものは、30，40歳代から70歳代まで幅広く

ご購入。普段の服では選ばないデザインも家の中だけだからと冒険でき、自分のお気に入りの1着でリラックスし 

た時間を楽しみたいというニーズがあるようです。 

こうしたニーズを受けて、改装を機に品ぞろえを拡大してコー

ナー化するのが、タオルメーカー・ウチノのルームウエア。信州

大学との共同研究により開発されたガーゼ生地「マシュマロガー

ゼ」は、吸湿・吸水性、保温性、通気性をバランスよく備え、寝

汗をかいてもべたつきにくく、さらっとした着心地。日本アトピ

ー協会の推薦品に承認されています。 

 

 

マシュマロガーゼ「ノースリーブワンピース」10,260円 

 

■健康志向の高まりを受けて「健康ウィークス」を実施 6月8日（木）～21日（水） 

 快眠サロン改装オープンに合わせて、新宿店全館で「健康」をテーマにしたコト体験フェアを開催します。 

●健康体験フェア 〈8階 くらしサプリ〉  

  タニタ体組成計測定のほか、筋肉量や足型測定が体験できます。 

＊6月15日（木）～21日（水）、10時～18時 

●ノルディックウォーク講習会 〈屋上特設会場〉  

  全身を使って有酸素運動ができると話題のノルディック・ウォーキングを、スポーツメーカー・ミズノの全日本

ノルディック・ウォーキング連盟公認指導員が初心者にもわかりやすく実践指導します。 

 ＊6月16日（金）、10時30分～、13時～（60分程度）、各回10名様、要予約 

 

 このほか、元体操日本代表選手によるヨガ教室や、夏におすすめのアロマバスソルト作り体験、甘酒試飲会なども

実施します。 
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からだに優しいヘルシーグルメを初特集 

2017年 京王のお中元 

6月8日（木）～7月25日（火）  ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7階 ギフトセンター 

6月1日（木）～7月31日（月）  ◆セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店 

5月20日（土）～7月30日（日） ◆インターネット shop.keionet.com 
 

今年のお中元ギフトでは、暑い夏を乗り切るための、からだに優しいヘルシーグルメを初特集。新宿店でも人気の

ショップをはじめ、18種類の商品を集めました。そのほか、少量ずつ複数の品種が組み合わせられると好評の「選べ

る3段重ねギフト」や、同じく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」などを展開します。 

また、ギフトセンターへの早期の顧客動員、ギフト商品を実際に味わうことによる購買選択の手助け、ご自宅利用

も含めたお買上促進を図るため、新宿店ギフトセンター内にて期間限定イベントも行います。 

■＜初特集＞毎日にやさしさプラス 

近年の健康志向の高まりを受けて、発酵食品や自然派素材など、からだに優しい商品を集めました。 

●「RAW HONEY（ロー ハニー）」 6,695円 

ローハニーとは、非加熱、不純物を取り除くだけの最低限のろ過により、本

来の味や香り、栄養素などを維持している生はちみつのこと。この商品はイン

ド・ヒマラヤ奥地を飛び回るハチの野生の巣から採取され、アメリカ農務省

（USDA）傘下の全米オーガニックプログラムから、オーガニック食品の認定

をされています（ホワイトハニー、アカシアハニー、ニームハニー 各340ｇ）。 

 

●古町糀製造所「PLAIN＆神社エール」 2,484円 

古町糀製造所は、2009年に新潟で生まれた糀の専門店。9種の必須アミノ酸

を含んだ糀ドリンク（ノンアルコールの糀の甘酒）と、新潟県が日本一神社の

数が多いことや店舗の並びに神社があることにあやかり名付けられた、高知県

産の生姜のしぼり汁を加えた「神社エール」のセット（毎日飲む糀PLAIN500 

ml、神社エール500ml×各1）。限定100点販売。  

●AFC「野菜の極ギフトセット」 5,400円 

新宿・聖蹟桜ヶ丘両店にも出店する、健康食品を中心に取り扱うA F C
エーエフシー

と、

農産加工食品を扱うデルモンテによって共同開発された野菜ジュースの詰め

合わせ。砂糖や食塩、香料、着色料、保存料は使っていないため、野菜や果物

の甘みをたっぷり味わうことができます（国産野菜の極160g×10、国産野菜

と果物の極・果実の極マンゴーブレンド各160g×5）。  

●沖縄宝島「沖縄の塩とスパイスセット」 4,342円 

新宿店8階で沖縄県産品や物産品を販売している沖縄宝島より、沖縄の海水

100％から生成された海塩「ぬちまーす」や、石垣島産のハーブを中心に12種

類のスパイスと塩から作った「チャンプルの素」など、5種類の調味料をセッ

トにしてお届けします（石垣の塩500g、ぬちまーす250g、雪塩120g、ハー

ブミックス25g、チャンプルの素27g）。 

 

 

 

2017 

   

 

2017 

6 

 



お問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 柴井、深山、竹田、進藤  電話：直通 03(5354)2855 

 

4 

 

■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） 

家族の少人数化が進む社会的背景もあり、2015年歳暮の初登場以来、複数の商品を少しずつ贈ることができると好

評の企画。菓子やお米など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】 

①三田屋総本家「国産牛カレーセット」  

②天野・道場六三郎 

「フリーズドライ スープ・みそ汁セット」 

 

⑦築野食品工業「こめ油セット」 

⑧不二食品「佃煮・鰹糸けずりセット」 

⑨麺匠庵「播州手延素麺・信州そばセット」 

 

 

③銚子屋「甘味セット」 

④揖保乃糸バラエティセット 

⑤小川珈琲「コーヒーセット」      

⑥モロゾフ「スイーツアソートセット」 

⑩金澤兼六製菓 

「パウンドケーキ・かりんとうセット」  

⑪神戸開花亭「ハンバーグ・カレーセット」 

⑫米匠庵「金賞健康米セット」 

 

■美味適量 簡単・小分けグルメ 

電子レンジや湯せん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ます。 

●賛否両論「和食ギフト」 5,400円 

恵比寿や名古屋に店舗を構える日本料理の名店、「賛否両論」の店主・笠原将弘氏が監

修した和食 5 種の詰め合わせ。すべて湯せんするだけの簡単調理なので、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（牛とろとろ煮170g、鶏の西京焼き

160g、釜炊き叉焼180g、つくねの蕪みぞれ仕立て200g、蒸し鶏の梅ジュレ仕立て150g）。 

 

 

●高橋商店「うなぎセイロ蒸し詰合せ」 8,640円 

福岡・柳川の郷土料理「うなぎのセイロ蒸し」が自宅でも気軽に楽しめます。秘伝の

タレを染みこませたご飯の上には、職人が備長炭で焼き上げたウナギと錦糸卵。調理方

法は電子レンジで温めるだけです（うなぎセイロ蒸し320g・たれ25g・山椒×各2）。 

  

■自宅で贅沢食材を楽しみたい！ご自宅届け限定初企画「グルメ 3度便」 

贈る物を選びながら、おいしそうなものや珍しいものを自宅用に購入する方も近年増えてきています。そのような

方に、バイヤー厳選の3コース（フルーツ、精肉、お米）を、7～9月の各月下旬ごろ頒布会形式でご自宅へお届け。 

●銀座千疋屋 フルーツコース 18,792円 

創業120余年のフルーツ専門店が選び抜いた、旬のフルーツをお届け。 

［1回目］山梨県産桃（5個）  

［2回目］長野県産すいか（1玉） ※写真（イメージ） 

［3回目］長野県産巨峰（2房）  

●日本のブランド牛コース 32,400円 

各地の専門店から、上質なおいしさのブランド牛をお届け。 

［1回目］「米澤佐藤畜産」米沢牛すき焼き用（肩・モモ 各255ｇ） 

［2回目］「山晃食品」神戸牛ミニステーキ用（モモ5枚、計350ｇ） 

［3回目］「大吉商店」近江牛 焼肉用（バラ・モモ 計500ｇ）※写真（イメージ）  

 

専用ボックスに入れてお届け 
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●日本の銘柄米コース 16,200円 

こだわりの銘柄米を、日本有数の米どころからお届け。 

［1回目］北海道留萌管内産ゆめぴりか（5kg） ※写真（イメージ） 

［2回目］岩手県大東町産「山吹棚田」ひとめぼれ 天日干しはざ掛け米（2 kg×2） 

［3回目］新潟県北魚沼 特別栽培米こしひかり 雪室貯蔵米（2 kg×2）  

 

■ギフトセンターへの早期動員策 

●「スーパードライ ジャパンスペシャル」スペシャルラウンジ ☆6月8日（木）～14日（水） 

 「アサヒスーパードライ」発売30周年の特別限定醸造商品として、ギフト専

用に発売される「アサヒスーパードライ ジャパンスペシャル」がギフトセンタ

ーでお楽しみいただけます。「ジャパンスペシャル」がギフト以外で飲めるのは、

新宿地区では当社のみです。 

・「アサヒスーパードライ ジャパンスペシャル」（350ml、「なだ万」おかき付） 250円 

 

また、スペシャルラウンジ展開中には、「アサヒスーパードライ」発売30周年

の歴史や新商品「ジャパンスペシャル」の特徴、家庭で「スーパードライ」をお

いしく飲む方法などを紹介するセミナーも開催します。 

・日時：6月9日（金）～11日（日） ※定員は各回15名様 

    13時30分～14時/14時30分～15時/15時30分～16時 

  

 

 

●エノテカ ワインフェア ☆6月15日（木）～21日（水） 

 当社聖蹟桜ヶ丘店にも出店しているワイン専門店「エノテカ」おすすめのワイン

やビールをそろえるほか、約14種類のワインの中からお好みのワインを2本選べ

るよりどりセールも行います。 

・「ミガキイチゴ ムスー」（720ml、ボックス付） 3,780円 

宮城県山元町産の「ミガキイチゴ」100％使用のスパークリングワイン。艶のあ

る淡いサーモンピンクの見た目、イチゴそのままの甘酸っぱい香り、香料・着色料

を使用しないイチゴ本来の味わいが特徴です。  

●イー・有機生活「人参ミックスジュース」期間限定販売 ☆6月15日（木）～21日（水） 

  有機農法や環境に負荷をかけない農業に早くから取り組んできた生産者が集まり、2000年に誕生した「イー・有

機生活」。農薬や化学肥料を使わずに育った国産ニンジンと、国産リンゴ・国産レモンのストレート果汁、そして微

量の国産梅エキスをミックスした、こだわりの一品です。「健康」を軸にした初特集（P3参照）にあわせ、期間限定

で販売します。 

 ・「人参ミックスジュース」（350ml×12本） 6,169円 

ニンジンとリンゴを6：4の割合でミックス。ニンジンの果肉がたっぷり入

ったトロッとした食感です。リンゴ果汁による自然な甘味も出ているので、

お子様から年配の方まで、幅広く楽しんでいただける仕上がりです。 
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雨の日も晴れの日も、足元はおしゃれで快適♪ 

晴雨兼用“万能”シューズが充実 

  ◆新宿店１階 婦人靴売場／新宿店5階 紳士靴売場 

 

 梅雨や、にわか雨などの天候不順な日が増える中、悩むのが毎日の靴選び。雨には心強いレインシューズも、雨が

上がった後や室内では、硬い素材による足への負担や、足元だけ浮いてしまうデザインが気になります。お客様の「天

候や洋服との相性を気にせず、いつでも履くことができる靴が欲しい」という声を元に、婦人靴・紳士靴ともに晴雨

兼用タイプの靴を幅広く取りそろえます。 

 

■「才色兼備シリーズ」からレインパンプスが新発売 ＜新宿店１階 婦人靴売場＞ 

●2ヶ月で 600足以上販売！「才色兼備シリーズ」とは 

今年春デビューした「才色兼備シリーズ」は、3月1日の発売開始以降、 

2ヶ月で600足以上を販売する京王百貨店限定販売のヒットアイテム。 

ファッショントレンドのカジュアル化や、原材料高騰に伴う単価の上昇により 

パンプスが売れにくい傾向にある現在、市場では黒やベージュなどの定番色ばかりが

目立つように。そこで、トレンドを押さえつつ、「豊富なバリエーション（40種以上） 

・高機能（※）・値ごろ感のある価格帯」を実現する“才色兼備”なパンプスを、メー

カーと共同開発しました。選べる楽しさ、履き心地の良さから、6 人に 1 人のお客様

が2足以上購入している人気商品です。 

 

※「才色兼備シリーズ」は7つの機能を搭載しています。  

①速乾ライニング材 ②低・高反発クッション ③制菌中敷き ④土踏まずパッド ⑤かかと脱げ防止パッド ⑥防滑ソール ⑦消音ヒール 

 

●晴雨兼用で履ける！レインパンプス 2タイプ・計6色が新登場 

「どんなファッションにも合うレインパンプスが欲しい」「雨の日のためだけに買

うのはもったいない」というお客様の声に応えて登場したのが、強撥水の加工を施し

た生地を使った晴雨兼用の 2 タイプ。従来のビニール素材を使用したレインシューズ

と比べやわらかい素材を生地部分に使用し、内側に施した速乾ライニング材で通気性

の良さもキープ。雨の湿気や汗によるムレを解消し、梅雨～夏場まで快適に履くこと

ができます。「才色兼備シリーズ」の履き心地の良さはそのままに、見た目が“いかに

も雨の日用”にならないよう「革」「光沢生地」（各3色展開）を使用したナチュラル

な質感・カラーでそろえました。 

  

 

写真①「革タイプ」（ベージュ/ブルー/グリーン） 

同②「光沢生地タイプ」（レッド/ネイビー/ブラック） 

※どちらも5サイズ展開（22.5～24.5cm）、ヒール高：2cm 10,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 
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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、深山、竹田、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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■ビジネスシューズも晴雨兼用がおすすめ！＜新宿店5階 紳士靴売場＞ 

 

防水性・透湿性といった機能を搭載した晴雨兼用靴はビジネスシューズにも。シンプルかつスタイリッシュなデザ

インは、オンオフ問わず使えて、出張や旅行などの天候が心配な時にも安心です。 

 

・「マドラス」ストレートチップ ドレスシューズ（ブラウン/ダークブラウン/ブラック） 

  7サイズ展開（24.0～27.0cm） 34,560円 

 つま先部分に一文字の入った「ストレートチップ」デザインは、ビジネス、フォー

マルのどちらにも使えるため、1足あると重宝します。細身でスタイリッシュなシル

エットは、革靴の着こなしにこだわりのある30～40代を中心に人気。梅雨～夏にか

けての雨や汗によるムレの心配が軽減され、いつでも快適におしゃれを楽しむことが

できます。 

 

 

  

・「リーガルウォーカー」プレーントゥ ドレスシューズ（ブラック） 

  7サイズ展開（24.0～27.0cm） 25,920円 

 防水性・透湿性といった機能はもちろんのこと、やわらかな牛革を使用した履き心

地の良さにもこだわっています。抜群の歩きやすさも兼ね備えた高機能靴は、スニー

カーなどに履きなれた20代のフレッシャーズにも人気です。シンプルなデザインは、

クールビズスタイルにも合わせやすいおすすめの1足。 

 

 

 

■婦人用スニーカーも晴雨兼用で ＜新宿店１階 婦人靴売場＞ 

 

 防水性・透湿性に優れた晴雨兼用タイプの靴は、婦人用のスニーカーにも

登場。旅行やスポーツシーンに加えタウン仕様にも使える高感度のデザイン

スニーカーは、防水機能を併せ持つことによって、これまで以上にシーンを

選ばず気軽に履けるアイテムへと進化しました。 

 

 

｢マドラス｣ 婦人用スニーカー 19,440円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 

6 

 

 

2017 

6 



お問い合わせ先：（株）京王百貨店 経営企画室 広報担当 柴井、深山、竹田、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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国産・無添加が人気 

国内外のポテトチップス、品揃えを拡大 

◆新宿店 地下1階 Keioキッチン 

 

 新宿店地下１階Keioキッチンの「紀ノ国屋」では、特に中高年層の方向けに昔懐かしい袋菓子を集積していますが、

最近品揃えを増やしたのがポテトチップス。一部ブランドで品薄状態が続き注目が集まるポテトチップスは、幅広い

世代に人気のカテゴリーだけに、国内メーカーから海外メーカーまでバラエティ豊富。生い立ちや素材・製法などそ

れぞれが個性的な商品が集まります。 

 

■油屋が作る、さっぱりあと引く国産チップス 

●深川油脂工業「化学調味料無添加ポテトチップス」（1袋）141円 （写真中段・中央） 

 北海道深川市の深川油脂工業がつくる、国産ポテトを使って化学調味料を使わずに仕上げたポテトチップス。こめ

油をメインに扱う企業だけあって、良質な植物油で揚げたポテトチップスは軽い口当たりとさっぱりとした後味でご

高齢の方からも人気が高い商品です。 

 

■日本のポテトチップスの先駆け 

●ソシオ工房「フラ印ポテトチップス」（1袋）249円 （写真下段・左） 

 一見、海外輸入製品のように見えるフラダンサーが目印の「フラ印ポテトチップス」。実は戦後間もなく発売された

日本製ポテトチップスの草分け的存在。戦後ハワイから帰国した濱田音四郎氏がハワイで覚えた製造方法で作ったフ

ラ印ブランドは、うす塩あじのほか、スモーキーバーベキュー味やガーリックシュリンプ味なども。 

 

 

                                    

店頭には10種類程度がそろう。人気は国産ジャガイモを使った商品で、入荷後まもなく売り切れることも 
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