2019 年 1 月 17 日
株式会社京王百貨店
自分用やプチギフト…カジュアル化の進むバレンタイン需要に着目！

2019 京王のバレンタイン

近年の「バレンタイン需要」は多様化しており、中でも「自分チョコ」需要が拡大しています。バレンタイ
ン期のみ出店するブランド、限定商品などが一堂に会するこの時期。自分が良いと思ったものを SNS にアッ
プしたりプレゼントしたりと、カジュアルな楽しみ方が年々広がっています。
新宿店では、各ブランドのこだわりが際立つ「ジャパンメイド」のチョコレートを多くそろえます。作り
手の顔や細部へのこだわりが見えるアイテムが好まれることを受け、日本人パティシエ・ショコラティエが
手掛ける 23 ブランドをラインアップします。
また、バレンタイン市場の拡大を受け、昨年よりスタートした 7 階大催場でのイベント「Keio スイーツフ
ェア」を今年も 2 月 7 日（木）～14 日（木）で開催。仕事帰りはもちろん、週末には親子や友人同士でも楽
しめるように、イートインを前年より 3 店舗増やし 7 店舗と充実させます。飲食用のフリースペースも拡大
し、気軽に立ち寄れるイベントを目指します。

＜注目ポイント＞

①各ブランドのこだわりが光る「ジャパンコレクション」特集
②写真映えははずせない！“かわいくて美味しい”カジュアルショコラ
③チョコレート通が大注目！ビーントゥバーチョコレート
④自分用のプチ贅沢に♪大催場はイートインが充実！

この件に関するお問合せは、京王百貨店 広報 TEL：03－5354－2855
竹田、島田、柴井、福島 までお願いいたします。

■概要
会期：1 月 31 日（木）～2 月 14 日(木)

※ブランドにより期間が異なります

◆1 階イベントテラス：1 月 31 日（木）～2 月 14 日（木）

◆インターネット：1 月 10 日（木）午前 10 時～2 月 9 日（土）午前 10 時まで
◆中地階「エキサイティングスポット」、地下 1 階食品入口・特設コーナー：2 月 4 日（月）～14 日（木）
◆7 階大催場「Keio スイーツフェア」
：2 月 7 日（木）～14 日（木）
京・初 …京王百貨店初登場

京・限 …京王百貨店限定商品

実演 …実演販売

１．国内パティスリー・ショコラトリーが手掛ける「ジャパンコレクション」
見た目も味わいも、繊細な技とこだわりが光る「ジャパンメイド」のチョコレート。知る人ぞ知る国内パ
ティスリー・ショコラトリーが手掛ける当社限定販売のアイテムも多くそろえます。
●ル・コフレ・ドゥ・クーフゥ「ショコラブラウニーリース Vt.2019」（1 個、直径 12cm）2,592 円
※お酒使用

京・初（バレンタイン時期）

京・限

＜2/7(木)～、7 階大催場＞

東京・白金に本店を構え、アンティーク調の店内や洗練されたデザイン・味
わいのケーキで男性の利用も多いパティスリーが初出店。同店が得意とする焼
菓子の当社限定商品が登場します。濃厚なブラウニーは洋酒が香る大人の味。
リースに見立てドライフルーツやチョコレートを飾りました。50 点販売予定。
●ショコラティエ 川路「和ショコラ」（4 粒入）1,620 円
※お酒使用

京・初

京・限

＜2/7(木)～:7 階大催場＞

フランスの有名店で修業を積んだ川路さとみ氏が、日本の魅力を再発見し
「和」をコンセプトに 2017 年にオープンしたショコラトリー。本店のある墨
田区にゆかりのある葛飾北斎の浮世絵を用いた 2 種、甘酒使用の扇形ショコ
ラ、紫蘇プラリネを一箱に詰めた限定セットも用意します。
●パティスリー ラヴィアンレーヴ「テリーヌショコラ・ルージュ」（1 本）2,376 円
京・初（バレンタイン時期）

京・限

＜2/7(木)～:7 階大催場＞

洋菓子業界最大のコンクールの一つ「ジャパン・ケーキショー」での優勝経
験も持つ、北西大輔氏が手掛ける東京・梅島のパティスリー。濃厚な味わいが
人気の看板商品「テリーヌショコラ」を、
“第 4 のチョコレート”として話題
のルビーチョコレートとラズベリーでアレンジした当社限定商品が登場しま
す。100 点販売予定。
●デカダンス ドュ ショコラ「SAKE ジャポネ」（4 粒入）1,404 円
※お酒使用

京・限 ＜1/24(木)～:中地階「京王のれん街」、2/7(木)～:7 階大催場＞

2018 年 3 月に新宿店にオープンした、銀座に本店を置く日本発のショコラ
トリー。バレンタイン催事を担当する当社社員が、酒売場での経験をもとに 2
つの蔵元の日本酒とのマリアージュを提案。口当たりの異なる日本酒の限定 2
種と、爽やかな酸味のフランボワーズ、ライチのボンボンを合わせた、同店シ
ェフショコラティエ自信作の限定セットが誕生しました。300 点販売予定。
⓵小澤酒造(東京)「藏守 2013 年純米」使用

②北雪酒造(新潟)「北雪純米大吟醸 越淡麗」使用

２．写真映え重視派にもおすすめ！カジュアルショコラ
“写真に残したくなる見た目”は、チョコレートを選ぶ際の基準の一つとして定着。中でも、自分用や家
族・友人へのカジュアルギフトの用途では、話題性や個性の光るアイテムへの注目度が高くなっています。
●ル・ショコラ・セルフィーユ 「誕生石ショコラ」（1 個）1,080 円
京・初 ＜1/31(木)～:1 階イベントテラス＞
愛知県・豊川市に本店を構えるパティスリー。各月の誕生石をイメージした
大粒ショコラは、それぞれガナッシュとジュレの組み合わせにもこだわった一
品。専用ケース付きでラグジュアリーな印象のチョコレートは、単品ギフトと
してやギフトに添えるプラスワンとしてなど、さまざまな用途で人気です。
●スイーツコスメティック 「コスメセット」（4 個入）1,080 円
京・初

京・限

＜1/31(木)～:1 階イベントテラス＞

2019 年バレンタイン期に初登場の新ブランド。バニラ風味のクッキーをチ
ョコレートでコーティングした後、カラーシュガーでアイシャドウやリップグ
ロスのカラーを表現しています。女性同士でチョコレートを贈り合う需要の高
まりに応え、ほかにもマニキュアなどのかわいらしいデザインがそろいます。
●スマイルラボ 「ショコラ T-REX オレ」（1 体
京・初（バレンタイン時期）

京・限

17 パーツ入）1,944

円

＜2/7(木)～:7 階大催場＞※WEB の取り扱いは無し

東京・六本木に店舗を持ち、チョコレート細工が目を引くデコレーションケ
ーキを提供するパティスリー。その独創性と技を活かした躍動感あふれるチョ
コレートは、
“人と被りたくない”というこだわり派にも人気です。パズルの
ように恐竜の骨を象ったパーツを組み立てて楽しむことができる当社限定販売
の「ショコラ T-REX オレ」も登場します。100 点販売予定。
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そのほか、「森永チョコレート DARS」の「PAN DARS」（京王百貨店初登場）など、人気ブランドの限定販売商品も展開。

３．注目のビーントゥバーチョコレート ＜2/7(木)～:7 階大催場＞
話題の「Bean to Bar（ビーントゥバー）
」とは、カカオ豆の選定から板チョコレートになるまでの全工程
を一貫して製造するチョコレートのこと。作り手のこだわりや個性が際立ち、チョコレート好きが注目する
カテゴリーです。当社バレンタイン催事でも初めて集積展開し、約 40 種がそろいます。

４．仕事帰りのプチご褒美にも！充実のイートイン ＜7 階大催場「Keio スイーツフェア」＞
バレンタインの楽しみ方の一つとして高まっている、自分用の“プチ贅沢”需要。7 階大催場では、仕事
帰りやお買い物帰りにも気軽に立ち寄れる、実演販売 7 店舗（物販店舗含み会場計約 50 ブランド）を展開
する「Keio スイーツフェア」を 2 月 7 日（木）～14 日（木）で開催。通常、店舗でしか食べることができ
ないスイーツを会場内のイートインスペースで楽しむことができます。
●レオニダス 「ショコラパルフェ・抹茶」（１カップ）591 円
京・限

実演 ＜2/7(木)～:7 階大催場＞

創業 100 余年を誇るベルギーの老舗ブランド。カカオの力強い味わいが特徴
の西アフリカ・サントメ産カカオ使用のビターチョコレートソフトクリーム
に、カレ・ド・ショコラ、薄いクッキー生地を砕いてフレーク状にしたサクサ
クとした食感のロイヤルティーヌ、当社限定の抹茶マカロンを添えた会場限定
商品です。300 点販売予定。
●ジェラテリア・ヴィタリ 「カカオエクストラアマーロ＆カシス＆フィオーレディラッテ」
（1 個）701

円

京・初

実演 ＜2/7(木)～:7 階大催場＞

伊・フィレンツェのチョコレート工房「ヴィタリ」が手掛け、東京・自由が
丘に日本１号店となる店舗を持つチョコレートジェラート専門店（※店舗は冬季休
業）。カカオ分

80％相当の生チョコのような超濃厚なジェラートは専門店なら
き すき

ではの味わいです。写真は、奥出雲の木次牛乳使用のミルクジェラート、北欧
産カシス使用のソルベを添えた 3 種盛り。
●ベアホリック 「ベアケーキ」（ミルクココア味、１パック・15 個入）681 円
京・初

京・限

実演 ＜2/7(木)～:7 階大催場＞

各地の催事・イベントで人気の一口サイズのベア型ホットケーキが初登場し
ます。甘さ控えめのやさしい味わいで、お子様から大人まで楽しめます。バレ
ンタイン時期に合わせた当社限定のミルクココア味も用意。そのほか、プレー
ン、紅茶の計 3 種のフレーバーを展開します。各日 60 点販売予定。
●アニバウム 「Cake BAUM ベリーフロマージュ」（1 個、直径 8 ㎝）486 円
※お酒使用

京・初

実演 ＜2/7(木)～:7 階大催場＞

東京・早稲田に店を持つ、ウェディングケーキなどで人気の「アニバーサリ
ー」が手掛けるバウムクーヘン専門店。膨張剤等は使用せず、バターや卵、牛
乳など素材の力を活かして丁寧に焼き上げています。しっとりふわふわでケー
キのような食感のバウムクーヘンは手土産にも喜ばれる一品です。
そのほか、「デカダンス ドュ ショコラ」の「プレミアムソフトクリーム」や、「錦一葉」の「八ッ橋パフェ」「抹茶フォンデュ」もイートインで
出店します。

※7 階大催場では、同会期で「冬のパンフェスティバル」も併催します。

