
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) 

営業時間：12月 25日（月）まで、10時～20時 30分（12/23 を除く日・祝は～20 時） 

12月 26日（火）から、10時～20時（地下 1 階～3 階は 1/7 以外の日・祝を除き～20 時 30 分） 

12月 31日（日）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（火）は全館 20時閉店 ※1月 1日（月・祝）は店休日 

・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。 

 

 

 

■バラエティ豊富な干支グッズ ⇒ P2 

  

■乙女心をくすぐる“ふわもこ”グッズ ⇒ P3 

 

 

 

  

 

■直前に買えるクリスマスケーキとおせち ⇒ P4、5 

  

 

 

 

バラエティ豊富な干支グッズ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
乙女心をくすぐる“ふわもこ”グッズ・・・・・・・・・・・ 
 

 

  

 

vol. 847 

 

・ 国 慶

節 休

暇 に

合 わ

せ た

キ ャ

ン ペ

ー ン

を 実

施 し

ます  

2018 

 

トピックス 

注目 
２ 

３ 

直前に買えるクリスマスケーキとおせち・・・・・・ ４ 

 

20～30代をターゲットにしていた“ふわもこ”素材のルー

ムウエアやソックスが、想定より上の世代からも支持され

ています。 

その理由とは・・・？ 

「師も走るほど忙しい」とのいわれもある12月。急な来客

や買い忘れにも対応できる、直前で買えるクリスマスケー

キとおせちを展開します。 

それぞれ直近の商況もあわせてご案内。 

2018年の干支は戌。 

新宿店6階で「和」の商品を取り扱う老舗専門店と、

当社の100％子会社が運営するECサイトから、それ

ぞれ商品をご紹介します。 
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  験を担いでワン
・ ・

ダフルな 1年を・・・ 

  バラエティ豊富な干支グッズ 
◆新宿店 6階 鳩居堂 

◆アンジェ web shop https://www.angers-web.com/ 

新しい年を迎えるにあたり、一年の災厄をその年ごとの干支が払ってくれるという言い伝えがある干支飾り。2018

年の干支は「戌」（以下、イヌ）。多産・安産なイヌは、安産祈願の象徴としても広く知られており、子供を守って

くれる力も強いとされています。そんなイヌの干支グッズを、当社をはじめ、当社が100％出資するEC専業会社の

セレクチュアー㈱のオンラインショップ「アンジェweb shop」で多数取り揃えています。 

■ひとつはほしい！干支グッズいろいろ 

 書画用品や香の老舗専門店 鳩居堂では、家のお守りとしておきたい置物や、お正月にお年玉をいれる「ポチ袋」な

ど多様なシーンに合うものを選べるよう、多様な干支グッズを取り揃えています。※季節限定につき、売切れの場合あり。 

 鳩居堂 「一位一刀彫」 3,780円 

干支グッズの置物というと、ちりめんや張り子が定番ですが、「鳩居堂」では、珍しい「一 

刀彫」がおすすめです。小さいながらも自然の木目を生かした大胆な彫りの技術が凝縮され

ており、時間の経過とともに木の風合いに変化が出て、色・艶の変わりゆく様子を趣深く楽

しんでいただけます。さらに、その年の干支の一刀彫が発売されるため、毎年購入してコレ

クションするのもおすすめです。  

 鳩居堂 「綺羅ポチ 絵馬型」 411円 

「え、これがポチ袋！？」と思わず驚くこの外見。同店では、見慣れた形のポチ袋以外に 

も変わり種のポチ袋を用意しています。毎年、干支の同型の絵馬型のポチ袋を販売していま

したが、今年はイヌの顔がアップになったインパクトのあるデザインが人気を博し、11 月

初旬から販売数が急増。後ろは白地になっているため、もらった人は2018年の目標など、

想いを書いて飾っておくこともできます。 
 

■人に贈りたくなる干支グッズ、そろえました 

インテリアになるような自宅使いの干支グッズ以外にも、相手に気を遣わせない手頃な価格帯と、話の種になるよ

うなかわいらしさを備えた贈り物に最適な干支グッズを、ECサイト「アンジェweb shop」で購入することができま

す。 

 ≪アンジェweb shop≫ 中川政七商店 「福招干支みくじ」 486円  

竹の絵柄の前掛けをつけたイヌ型の干支みくじです。「犬」と「竹」の字を組み合わせ 

ると「笑」の字に似ることから、笑顔あふれる日々が訪れるよう願いを込めています。 

底面の赤い紐を引くと、大吉、中吉、吉、小吉、末吉の5種類から1枚、おみくじが出て

きます。おみくじを楽しんだあとは箸置きとしても使うことができます。 
 

 ≪アンジェweb shop≫ 中川政七商店 「祝い飴 戌」 810円  

新年のお祝いやご挨拶、お年賀にお配りいただける飴の詰め合わせです。相手に気を遣 

わせない手頃な価格と、赤地に金色の帯で見るからにおめでたいパッケージが、新年のご挨

拶などのちょっとしたお土産にぴったりです。イヌの顔の飴が5個、紅白柄の飴が計5個

入っています（イヌの柄はりんご味風味、紅の飴はいちご風味、白の飴はミルク味）。 
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女性はいくつになっても“お部屋で”カワイイを満喫中！ 

  乙女心をくすぐる“ふわもこ”グッズが幅広い世代に人気 

◆新宿店 各階 

 

ふわもこ素材のルームウエアや可愛らしいデザインのルームソックスが、幅広い世代に人気です。もともと20～30

代をターゲットにしている商品も、20～70 代と世代を問わず購入されます。以前は、50 代以上の方に人気の柄とい

えば落ち着いた印象の花柄が主流でしたが、ふわふわとした質感や動物モチーフのアイテムを好まれる方も増えてい

ます。外では少し気恥ずかしいデザインも“家の中で過ごす時なら”と楽しまれています。 

 

■“ふわもこ”代表！淡いカラーのルームウエアが人気 

若い世代に人気のふわもこ素材のルームウエアは、当社では 50 代以上の大人世代の方にも定番になりつつあるア

イテム。着脱に便利な前開きで、「いかにもパジャマ｣に見えず玄関先の来訪者に対応できる程度という点が重要です。 

＜2階・「アインズ＆トルペ」＞ 

リップス＆ヒップス｢ニットカーディガン｣（ピンク・グレー） 5,184円  

 編み柄でさり気ない可愛らしさを演出する単色使いのカーディガンが、同ショ

ップで取り扱うルームウエアの中で一番人気です。“子や孫へのプレゼント”のつ

もりが、自分用にも購入されるという方も。同シリーズは、3月に 2階婦人服フ

ロアにオープンした「アインズ＆トルペ（ドラッグストア系コスメをはじめ、雑

貨を取り扱うショップ）」の商品。ファッションビルの中のルームウェアショップ

には入りづらいという方も、“いつも利用している婦人服フロアの一角で落ち着い

て選べる”と、予想を超える大人世代のお買上につながっています。  

＜6階・パジャマ売場＞ 「ルームウエアコーナー」 

 6月の改装で 6階寝具売場に登場したルームウエアコーナーでは、素材・デザ

インのバリエーションを豊富に展開しています。冬場の人気上位は、着脱が楽な

前開きの羽織りタイプに、柄はネコやヒツジなどアニマルモチーフのもの。お部

屋で過ごす時間を、よりリラックスモードにしてくれるデザインが好評です。  

■ルームソックスでお気軽に“乙女気分”  ◆1階 婦人洋品売場  

ルームソックスは、値ごろ感もあり可愛らしいテイストを一番取り入れやすいアイテム。明るいカラーはプレゼン

トにもオススメで、一度に何足も購入される方も多くいらっしゃいます。 

●ランバンオンブルー「ハート柄ルームソックス｣（イエロー・ピンク・グレー） 1,404円  

 大人世代に人気のデザインは意外にもハート柄。可愛らしいカラーながら落ち

着いた色味がポイントです。ウールが入ったパイル素材は、暖かさも、ふかふか

とした歩き心地も抜群。また、長時間、靴下を履いているとゴム口が脚に食い込

むのが気になるという声に応え、履き口のゴムを幅広く柔らかくしています。  

●ポール＆ジョー「ネコ柄ソックス各種｣ （写真）左：1,512円 中・右：1,404円   

 靴が履ける程度の厚さの靴下でも、動物が目を引く可愛らしいデザインが人気

です。ネコ柄は特に、同ブランドがターゲットとする層より上の世代の購入が目

立ちます。近年、スカートよりパンツ派という方が増加傾向ということもあり、

パンツの下で密かにお気に入りのネコ柄を楽しむ方が増えています。  
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  「しまった！」という時のために・・・ 

  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  

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

「バタバタしていて予約するのを忘れてしまった」「急に来客の予定が・・・」そんな方もまだまだ間に合うよう

に、直前で買えるクリスマスケーキやおせちを今年も展開します。 

■直前に買える！クリスマスケーキ 

 アンテノール「ノエル・フレーズ」（直径15cm）4,320円 

1966年に神戸で創業したデパ地下人気ショップ「アンテノール」からは、幅広

い世代に人気のあるイチゴのショートケーキ。きめ細やかなスポンジに、北海道

産の生クリームをブレンドしたなめらかなクリームとイチゴを重ねました。 

＊販売期間＝12月21日（木）～25日（月）  

 銀のぶどう「白いチーズのスノーマン」（直径10cm）1,512円 

手土産に最適な生菓子や焼き菓子を取りそろえる「銀のぶどう」では、見た目

にもかわいらしい雪だるまの形をしたケーキを用意。雪だるまは、レアチーズで

ブルーベリーの果実とコンフィチュールを包んでいます。アルコール不使用なの

で小さなお子様がいるご家庭や、女子会などにもおすすめ。 

＊販売期間＝12月21日（木）～25日（月）  

 

【参考：今年の京王百貨店クリスマスケーキ 人気ベスト3】 

※集計期間＝10月12日（木）～11月15日（水）  

新宿店店頭予約およびインターネット受付分の合計数量 

①京王プラザホテル「プルミエ・ダムール」（18×8×10cm）4,800円 ※写真 

②ホテル雅叙園東京 PATISSERIE「栞杏1928」「嘉山農園の苺ショートケーキ」 

（直径15cm）4,860円 

③デリーモ「アンサンブル」（直径15cm）4,900円 ※チョコレートムースケーキ 

＊②と③は好評につき完売しました 

 

 

（1）今年の当社クリスマスケーキ  

今年のクリスマスは、国内外の名店で実績を積んだパティシエによる京王限定ケーキが3種初登場。また、当社の

主要顧客層である中高年層のお客様から特に支持が高いホテルメイドのケーキをはじめ、2～3人で食べるのにちょう

どいい少人数向けケーキや遠方にもお届け可能なケーキなど、全36型をそろえています。 

（2）商況  

販売開始から約 1カ月が経過しましたが、11月 15日時点で新宿店の店頭予約分とインターネット受付分をあわせ

て売上前年比は約18％増と伸長。中でも、上位にはホテルのケーキが選ばれています。当社顧客がクリスマスケーキ

を選ぶポイントの1つは、「上質感や安心感」のようです。また、世代を問わずに楽しめるイチゴのショートケーキで

あることも人気の要素。お子様・お孫様と一緒にクリスマスを祝っていることが想像されます。 
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■直前に買える！おせち 

忙しい共働き世帯や、急な来客でも様になる2人前を中心にそろえます。 

 なだ万「楽正月」（2人前、21.2×21.2×4.5cm、限定100食）12,960円 

1830年（天保元年）創業、「老舗はいつも新しい」が理念の老舗日本料理

店。伊達巻、黒豆、数の子などお正月には欠かせない定番食材に、ロースト

ビーフを加えました。伝統の味と新しい味の両方が楽しめます。 

  

 たん熊北店「年越祝膳」（2人前、19.5×19.5×4.3cm、限定120食）10,584円   

1928年（昭和3年）創業の老舗京料理店。直近のおせち販売動向でも、た

ん熊北店のおせちは 3 番人気です（下記【参考】を参照）。例年早期に完売する

ことが多い名店のおせちを、年末年始直前のタイミングでも数量限定で用意

します。  

 

【参考：今年の京王百貨店おせち 人気ベスト 3】 

※集計期間＝10月1日（日）～11月15日（水） 店頭予約およびインターネット受付分の合計数量 

①京王百貨店オリジナル 和風おせち四段重（18.4×18.4×3.9cm/四段）21,600円 ※写真① 

②京王百貨店オリジナル 和洋風おせち三段重（20.3×20.3×4.2cm/三段）21,600円 ※同② 

③たん熊北店 和風二段（15.8×15.8×4.8cm/二段）18,360円 ＊好評につき完売しました 

 

 

  

 

（1）今年の当社のおせち  

多様化する年末年始の過ごし方にあわせて、おせちも様々なニーズに応えるべくバリエーション豊かに進化。当社

におけるおせち商戦の中で好調なのが、複数の人気店の得意なメニューを詰め合わせた｢コラボおせち｣や、贈り物と

してのニーズも高まりつつある｢広域配送おせち｣です。｢伝統的な味わいを家族で｣｢普段なかなか食べる機会の少ない

名店の味を友人と｣｢夫婦でゆったりと正月気分を味わいたい｣といった様々なシーンにお応えするおせちを、新規 11

ブランドを含む全220型用意。当社の中心価格である2万円台のおせちの種類を12型増やし、強化しています。 

（2）商況  

10月1日から11月15日の期間で、新宿店の店頭予約分とインターネット受付分をあわせて売上前年比は約6％増。

上記の通り、京王百貨店オリジナルのおせちが 1、2番を占めています。どちらもお求めやすい価格（税込で 21,600

円）でありながら、四段重は46品、三段重は53品入ったボリューム感のある食材内容が多くのお客様から支持を得

ています。そのほか、今回拡充した2万円台のおせちが好調に推移し、ここまでの売上を牽引しています。 
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