
報道関係のお問合せ先：(株)京王百貨店 経営企画室 広報担当 柴井、深山、竹田、渡邊、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) 

11月の営業時間：11月 8日（水）まで、10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝・11/3 を除き～20 時 30 分） 

11月 9日（木）から、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。 

 

 

 

美と健康を意識される方へ 

２０１７年 京王のお歳暮 

11月9日（木）～12月25日（月）     ◆新宿店7階 大催場、聖蹟桜ヶ丘店7階 催場 

11月1日（水）～12月25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、 

                           キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

10月20日（金）～12月24日（日）   ◆インターネット shop.keionet.com 
 

今年のお歳暮ギフトでは、日本各地から厳選素材やこだわり製法の食品を集めた「にっぽんグルメ探訪」において、

発酵食品を中心にラインアップ。からだに優しいヘルシーグルメを集め、今年の中元に初めて展開した「毎日にやさ

しさプラス」も継続し、美容や健康を意識している方に喜ばれる商品をそろえます。 

■にっぽんグルメ探訪 

近年の健康志向の高まりを受けて、今回は各地の発酵食品を中心に集めました。 

●「岩手短角和牛 吟醸漬」 10,800円 

脂肪分が少ない赤身肉が特徴の岩手短角和牛を、約200年の歴史を持つ岩手

の老舗酒蔵「わしの尾」の純米大吟醸の絞り粕を使って粕漬けにしました。粕

床には、同じ岩手で味噌が有名な「麹屋もとみや」が手掛ける米麹ともちきび

の麹をブレンド。地元の天然素材でできた吟醸粕に漬け込むことで、柔らかく

仕上がっています（岩手短角和牛 吟醸粕漬60g×6）。  

●ヨネダ「おさしみ糀（6個入り）」 4,860円 

タイ、マグロ、サーモンなど6種類の海鮮に、ヨネダの地元・富山の伝統的

な米麹の発酵技術から生まれた独自の甘塩麹ソースをからめて食べるお刺身

です。1人前相当の量ごとにカップに入っていて、解凍するだけですぐに食べ

られるため、急な来客対応や普段の食卓のプラス一品にも最適（おさしみ糀［海

の幸ミックス］110g×6個）。 

 

●糀屋「糀ぷりん・チョコ糀ぷりん詰合せ」 4,104円 

伊勢神宮外宮前で店舗を構え、味噌や醤油を醸造して200年。醸造元ならで

はの発想で作られた糀ぷりんは、たまり醤油と甘糀を使って生まれる甘さ、と

ろりとした口あたり。チョコ糀ぷりんにはカカオが多く含まれるクーベルチュ

ールを使い、生チョコのような食感が楽しめます（糀ぷりん・チョコ糀ぷりん

各5）。 
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■毎日にやさしさプラス 

2017年中元で初特集。スーパーフードや自然派素材など、からだに優しい商品がそろいます。 

●MILK'OLO
ミ ル コ ロ

「ヨーグルト＆ジャム」 4,212円 

熊本県合志市のオオヤブデイリーファームが手掛ける「エイジングヨーグ

ルト」は、ジャージー牛乳にてん菜糖のみを加えて作っています。乳脂肪が

熟成して上部にできる濃厚な黄金クリーム層が特徴で、その下のヨーグルト

層と合わせて2つの美味しさが楽しめます。セットのジャムは同じ熊本県の

阿蘇産ブルーベリーを使用（MILK'OROエイジングヨーグルト200g×2、

ジャム［ブルーベリー］140g×1）。 

 

●生活の木「ヘルシーオイル＆キヌアセット」 5,465円 

新宿店6階にも出店している、ハーブとアロマテラピー専門店・生活の木

から、スーパーフードとして話題のアマニオイルやキヌアなどを詰め合わ

せ。普段の食事にかけたり一緒に調理したりと、毎日の料理に気軽に取り入

れることができます（有機アマニオイル135g、有機クルミオイル90g、有機

アガベシロップ200g、キヌア180g、キヌアパフ60g）。 

 

●ニホンドウ「和漢健康食材のお粥＆お茶セット」 3,012円 

新宿店8階「〈健康と美の広場〉リフレピア」の一角でも漢方ブティック

を出店しているニホンドウ。昆布だしに本葛とショウガを加えて煮込んだ味

噌風味のお粥や、寒い季節におすすめのお茶などをセットにしてお届けしま

す（本葛と生姜のあったか粥180g×2、本葛とハト麦のうるおい粥180g×2、、

暖宮茶12袋入・36g、妃美茶12袋入・36g）。 

  

■ご自宅用限定では人気グルメを拡充 

有名店の味をご家庭でも楽しめる、スイーツや惣菜のセットを拡大します。 

●八天堂「プレミアムフローズンくりーむパン・デニッシュリンゴ 12個詰合せ」 4,428円 

1933年に広島で創業した和菓子店。人気のくりーむパンを全国へ届けるため、独自の

冷凍技術で凍らせた「プレミアムフローズンくりーむパン」と、シャキシャキのリンゴ

が入ったアップルパイのような「デニッシュリンゴ」のセット（デニッシュリンゴ 93g

×6、カスタード82g×2、生クリーム・抹茶・小倉・チョコレート各82g×1）。 

  

●祇園さゝ木「カレーうどん詰合せ」 5,400円 

有名店が多く並ぶ京都・八坂通りに店舗を構え、予約を取るのが難しいとされている

名店。祇園さゝ木が特にこだわる、カツオと昆布だしが効いたつゆに、定番の牛肉・ネ

ギ、アサリの旨みがたっぷりのゆば・アサリの 2 種類のカレー餡をセットに。つゆの風

味を楽しめるよう、つゆとカレー餡は別袋になっています（カレー餡［牛肉・ねぎ100g

×2袋、ゆば・アサリ100g×3袋］、だしつゆ100g×5袋、讃岐うどん200g×5食）。 
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  秋の夜長に、身近さ、飲みやすさが人気の日本ワインはいかが 

  山梨ヌーヴォー解禁日に合わせ「日本ワイン ヌーヴォーフェア」を実施  
11月3日（金・祝）～8日（水） ◆新宿店中地階 酒・進物売場  

ボージョレ・ヌーヴォー解禁［11月16日（木）］に先駆けた11月3日（金・祝）に、日本ワインの中でも特に

人気の高い「山梨ヌーヴォー」が解禁されます。産地に出向き、製造工程・歴史などに触れられる身近さや、和食に

合わせることもできる飲みやすさから、世代を問わず人気を集めている山梨ヌーヴォー。そのほかの日本ワインヌー

ヴォーも随時解禁し、ワイン通ならずともこの時期を楽しみに待つファンが急増中。上期の日本ワインの売上は前年

比プラス21.5％と、人気の高まりがうかがえます。今年は昨年よりも種類を約10種類増やして、約50種類のライン

アップです。ワインによく合う日本のお菓子と合わせて紹介します。 

■バイヤーに聞く！① 特に注目の日本ワインはこれ 

 日本ワインの約3割を占める山梨県産。そのほかにも全国各地にワイナリーがあります。人気の山梨県産以外にも

日本ワインは種類豊富。甘口や辛口、無添加のものまで好みや料理に合わせてお選びいただけます。 

 ［ダイヤモンド酒造］ 

デラドライ 新酒 

（白）750ml 1,500円 

山梨県産の種有デラウ

エアを使用。果実の香り

と、種子からの渋みが多

い辛口。濁りがある分、

果実の味をしっかりと味

わうことができます。 

都内では当社限定の販

売です。 

 

 ［五一
ご い ち

わいん］ 

収穫の詩 コンコード 

（赤）720ml 1,296円  

独特の華やかな甘い

香りと柔らかな渋味と

酸味が調和。味わいはや

や甘口～甘口で、無添加

でやさしい口当たりか

らワイン初心者にもお

すすめの一本です。 

 

 ［熊本ワイン］ 

新酒 キャンベルアーリー

（赤）720ml 1,544円 

当社では初入荷。キャ

ンベルアーリーを使用し

たフレッシュなワインで

す。甘口なので、餡を使

った和菓子などの甘いも

のとも美味しくいただけ

ます。 

 

■バイヤーに聞く！② 日本ワインとよく合う和のお菓子 

甘口・辛口、赤・白と、ワインによって、食べ合わせに適したおつまみは異なるもの。ワイン次第では生ハムやチ

ーズといった定番のおつまみ以外にも、意表をつくような和のお菓子も日本ワインのお供としておすすめです。 

 長生殿本舗 森八「お手作り最中 城の石」 6個入り 1,188円 

金沢城を支え続ける城の石がモチーフになった最中です。最中の皮の部分と餡の部分が別々に包

装されていて、食べる直前に自分で皮に餡をはさんでいただきます。サクサクの最中と上品な甘さ

が「収穫の詩 コンコード」や「新酒 キャンベルアーリー」などの甘口のワインと相性抜群です。  

 坂角総本舖「坂角三代目せんべい 五宝」 12枚入り 1,296円 

天然エビ、国産スルメイカ、国産甘エビ、国産ホタテ、国産桜エビの旨味を凝縮したエビせんべ

いは、国産の米油で揚げた軽やかな食感と5種類の海鮮の濃厚な味わいです。海の幸の旨味が凝縮

された一品は「デラドライ 新酒」などの辛口ワインとよく合います。 

 

■売場担当者を紹介します 

京王百貨店 新宿店 食品・レストラン部 酒・進物売場 アシスタントバイヤー 

久野 沙吏奈（くの さりな） 

2013 年入社。入社以来、同売場一筋。2016 年にワインソムリエの資格を所有。高い専門知識を活かして、接客から

フェア企画まで幅広く担当している。  
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コーディネートの主役にも、ワンポイントにも 

  ｢エコファー｣に注目！                    

◆新宿店 2～4階 婦人服フロア 

 

この冬のトレンド、合成繊維でできた｢エコファー｣に注目です。｢エコファー｣とは、動物の毛皮を使用した天然素

材に対し、毛皮を模して人工的に作られたファーのこと。これまで一般的に｢フェイクファー｣と呼ばれていましたが、

“フェイク”という言葉にネガティブなイメージが強いことや、製造過程が天然の毛皮を使用するより｢環境によい（エ

コロジー）｣ことから、｢エコファー｣という呼び名が浸透してきています。近年、見た目には天然の毛皮と見違えるほ

ど高品質なエコファーが増えていること、動物愛護の観点から｢天然の毛皮を使用しない｣と掲げる世界的なブランド

が増えていることからファッション業界の新たなスタンダードになりつつありますが、今冬はついにトレンドの主役

に。天然素材よりも価格が控えめなのもうれしいポイント。エコファーを使用した洋服や雑貨を取り入れることで、

一気に今年らしい装いとなります。 

 

■アレンジのきく｢エコファーマフラー｣は一つあると便利なアイテム 

当社のアパレルSPA事業として2014年に誕生した婦人服ブランド｢ミ・デゥー｣では、同ブランドがターゲットと

する40～50歳代の大人世代も取り入れやすいシンプルかつ上品なエコファーを展開します。 

●ミ・デゥー｢エコファーマフラー｣（アイボリー、ライトグレー、チャコールグレー、エンジ、ベージュ、ネイビー） 6,480円 

 一見、レッキス・ラビットの毛皮のように見えるエコファーのマフラーは、単品使いはもちろんのこと、2つをマグ

ネットで連結して使用することも可能な仕様になっています。値ごろ感のあるエコファーだからこそ複数購入もしや

すく、同じカラーで揃えてボリュームを出したり、異なるカラーを組み合わせてバイカラーを楽しむこともでき、コ

ーディネートの幅が広がる今期イチオシの商品です。 

                 

■｢エコファー｣のポイント使いでさり気なくおしゃれアピール！ 

今冬は、全体がエコファーのブルゾンなども人気ですが、30代以上の“大人女子”にはさり気ない部分使いがおす

すめ。この春夏、袖にデザインを施した“袖コンシャス”のブラウスやカットソーがトレンドでしたが、袖にポイン

トのあるデザインは秋冬も継続して人気です。今期は、袖やポケット部分にエコファーをあしらったトップスやアウ

ターが充実しています。 

       

 

①ロングニットカーディガン 24,840円 

②ロングコート 38,880円 

③フード付きベスト 28,944円 

 

 

 

 

 

ネイビーの単品使いの例。

前を留めずに付け衿のよう

にするのもおすすめ 

 

ライトグレーとチャコールグレーを 

マグネットで連結した例 

※①～③ はすべて、 

2階ハーモニー売場で取り扱いの商品です 

① ② ③ 
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上質感がコーディネートを格上げします 

  今冬は、｢カシミヤ｣をはじめ天然素材が充実！                    

◆新宿店 1階 婦人洋品売場／2階 ハーモニー売場、4階 パーツセレクション売場・ココチクローゼット 

 

冬の人気素材｢カシミヤ｣は、2～3年前と比較して原毛価格は落ち着きつつあるものの、加工時にかかる燃料費の高

騰などに伴い商品価格は依然高止まりの傾向に。それでも、カシミヤ使用商品が占める売上シェアは、当社新宿店 1

階ストール売場では約 50％と根強い人気です（昨年秋冬シーズン値を参考）。安くはない買い物だけに、“好みのカラー”

“着回しがきく”“サイズ感”など、気に入って長く使えるものにこだわってお探しの方も多いアイテム。そこで今年

は、カシミヤアイテムを集積した期間限定の｢カシミヤステーション｣を 2・4 階の婦人服フロアに開設するなど、カ

ラー・サイズ豊富なニットから雑貨まで、バリエーションを増やして提案します。 

 
 
 

■期間限定｢カシミヤステーション｣開設 

  11月23日（木・祝）～12月13日（水） ◆2階 ハーモニー売場／4階 パーツセレクション売場 
 

＜4階＞ ファッション感度の若いシニア世代へ、デイリーにカシミヤを楽しむ提案 

●エランフレール｢ベーシックニット｣（全5型・各18色※・2サイズ） 

                     21,600～22,680円 ※Vネックセーターのみ 6色展開 

 どんなファッションにも合わせやすいシンプルニットは、形やカラーを変えて

毎年一つは買い足したいアイテム。丸首カーディガン、タートルネックセーター

など5種のデザイン、18色※から選べます。シニア世代には、普段なかなか選ば

ない明るいカラーもカシミヤであれば上品に着こなせると購入される方も少なく

ありません。また、自分に合ったサイズを身につけることもシニアの服選びのポ

イントのため、シニア世代の体形に合わせたM・Lの2サイズを展開。腕部分に

ゆとりを持たせる一方で、だらしなく見えないよう袖口や裾に細かいリブを入れ、

メリハリのあるデザインにしています。  

＊そのほか、厳選された｢ホワイトカシミヤ｣使用のニットや、編み柄で個性を演出するデザインニットなども展開。 

 

 

＜2階＞ ベーシックからトレンドまで、カシミヤ素材でトータル提案 

9月に、30～40代の働く女性をターゲットにMD改編を行った自主編集売場

｢ハーモニー｣では、カシミヤで上品に仕上げたロングカーディガンやリラックス

感のあるボーダー柄など、大人の女性が“大人可愛く”トレンドを取り入れられ

るラインアップを用意。ストールや帽子、手袋まで、トータル提案します。 

 

ピュリフィエ｢ボーダーニット｣ （全5色） 24,840円 
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■売上シェア約50％！冬の相棒・マフラー＆ストールはやっぱり｢カシミヤ｣ ◆1階 婦人洋品売場 

上質なカシミヤは、正しくお手入れすることで数年から十数年と使用できるため、実は

コストパフォーマンスの良いアイテム。無地やチェック柄など飽きのこない定番のものが

毎年売上の主力を担い、横幅は18～80cmとバリエーション豊富に用意しています。ダウ

ンコートなどボリュームのあるアウターには幅25cm前後のマフラー、アウターを問わず

使い勝手の良い幅50cm前後の中判ストール、顔周りにボリュームを出して小顔効果が狙

える幅70cmほどの大判ストールなど、世代や用途によって選ぶ基準はさまざま。同売場

では、最盛期にはカシミヤ100％のマフラー・ストールを京王百貨店限定販売の8型を含

む合計126型（カシミヤ混紡も併せると計145型）を展開します。 

 

 

 

●ジョンストンズ｢大判カシミヤストール｣（①タータンチェック/②K３２４ウィズグレー） 66,960円 

 

― ミセスは、カシミヤに限らず上質な素材でトレンドを取り入れるのが◎ ― 

■今冬のトレンド「ふわふわニット」 ミセスは天然素材で ◆4階 ココチクローゼット 

 今年はファッショントレンドが大きく変わった年です。これまでのベーシック一辺倒から、エコファーや刺繍、柄

物などデザイン性の高いものが多く出てきました。ニットも毛足の長いふわふわもこもこが今年の気分。若年層向け

ではアクリル素材など化繊が主流のふわもこニットですが、50歳以上のミセスには天然素材がおすすめ。 

 

セーブルなどの天然獣毛素材で作ったニットは、 

①軽い（動きやすい） 

②肌あたりが優しい（冬場は特に乾燥肌に悩まされる方が多い） 

③上質な風合い（上品に見せてくれる） 

と、ミセスにうれしいポイントが。女性らしいルーズなシルエットはゆったりと

して、着心地も楽。セーブル、ヤク、アルパカ、チャイニーズラクーンの4種類

の獣毛素材を用意します。 

セーブル混ニット 18,360円  
 

 

＜バイヤーからの着こなしポイント＞ 

 ニットもぜひ、前身頃をウエストにインしてみてください。ミセスはおなかを気にしてトップスの裾を出しがちですが、インする方

がウエスト位置が高く見えてスレンダーに見えますし、今年らしい雰囲気になります。このニットは前身頃の着丈は短めにしてい

るため、前をインしてもお腹周りがもたつきません。また、後ろ身頃は長めに設定し、腰回りが隠れてすっきりしたシルエットにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

1797年創業の｢ジョンストンズ｣は、

原毛の選別から完成まで英国内の

自社工場で一貫生産を行う老舗ブ

ランド 
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ハローキティの杖までそろう！期間限定コーナー 

サンリオ初のミセス世代向けショップが婦人服フロアに初登場 

開設中（～12月下旬まで） ◆新宿店 ４階 ライラック売場 シーズンスペース 

 

キティちゃん柄の折りたたみ杖に、印傳
いんでん

のキティちゃん小物入れ、ドイツ・

シュニール織ブランド「フェイラー」のキティちゃん柄バッグといった、こ

だわりの素材・製法で作られた大人向けグッズがそろう「サンリオ期間限定

コーナー」が9月14日（木）から新宿店4階・婦人服フロアにオープンしま

した。 

サンリオでも全国で初の試みとなる新コーナーで、当社にとっても、7階こ

ども用品売場に常設店舗がありますが、4階のミセスの婦人服フロアにサンリ

オコーナーを導入するのは初となります。  

ハローキティとハローキティのおばあちゃん 

■なぜ婦人服フロアにサンリオショップ？ 

「客層の拡大」を掲げて全館改装を進めている新宿店では、衣料品

フロアでの非衣料領域（雑貨類）のシェア拡大を進めています。3フ

ロアにまたがる婦人服フロアには、これまで化粧品やドラッグスト

ア、サプリメント、バッグや靴といった雑貨を導入してきました。 

主に 50歳代以上のミセスのフロアと位置付けている4階には、関

東初出店となるドモホルンリンクル（基礎化粧品）や DHC（サプリ

メントほか）、フォンテーヌ（ウィッグ）などを導入しています。1974

年誕生のハローキティは今年で43周年。60歳前後のお客様にとって

は 10 代の頃に親しんだキャラクターです。これまでなかった大人向

けの商品には「こんな商品があったんだ！」「乙女心を忘れない商品」

といったお声があがっています。 

 

 

写真①：フェイラー「ハローキティ バッグインミニトート」15,120円 

 同②：フェイラー「ハローキティ 巾着」8,316円           
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  ひそかなブームのペットたち 

大人がはまる！愛着のわくメダカ、インコの雛 

◆新宿店屋上 ペット・観賞魚コーナー 

 

メダカにインコ、昔懐かしいペットたちが人気です。4 月から 9 月まで

の半年間、観賞魚コーナーの売上は前年比で20％のプラス。中でも人気な

のが「メダカ」。ここ数年でメダカブームが起こり、品種改良が進んで色・

柄もさまざま。「幹之
みゆき

メダカ」という白銀に光って見えるメダカは特に人気

です。現在の店頭最高価格は「三色透明鱗メダカ」。単色、2色が基本のメ

ダカの中で、鯉のような赤・黒・白（透明）の 3 色の鱗を持つ珍しい品種

です。きちんと世話をすれば繁殖もするメダカは愛着もわきやすい存在。

さらに、大きな水槽やエアポンプを必要とせず、他の観賞魚に比べて手軽

という利点もあります。男女・年齢を問わず、特に 30～40 歳代の方々の

購入が多く見られます。 

 

三色透明鱗メダカ（1匹）3,780円 

 

隣接するペットコーナーでは、インコの雛を扱いだした10月1日（日）

から10日（火）までの10日間、売上は前年比プラス17％。屋上に位置す

るペットコーナーでは、日当たりや気温を考えて、雛の取り扱いを秋から

としています。新宿界隈で鳥類を扱うペットショップが珍しいこともあっ

て、雛の登場を待っていた鳥好きのお客様が多く来店されています。主に

50歳代以上の方が多く、中にはご夫婦で楽しみにされている方も。インコ

の雛とは、一人で餌を食べられるようになるまでの生後約 2 カ月程度まで

のインコのこと。餌付けをすることで手乗りになるため、雛からの飼育が

好まれます。春まで随時雛は入荷予定。成鳥になるまでは、餌やりで旅行

などの長期外出はできませんが、秋・冬を家族でゆったり過ごすのに最適

なペットです。 

 

 

 

セキセイインコ（ヒナ）2,808円 
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