
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、永井、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) 

2月の営業時間：10時～20時（地下 1 階～3 階は 2/11 以外の日・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。 

 

 

 

■紳士服フロアに「金子眼鏡店」がオープン ⇒ P2 

 

■２０１８年 京王のおひなさま ⇒ P3 

     

■手軽に歳時記を楽しめる「恵方巻き」 ⇒ P4 

  

■「ねこグッズフェア」開催 ⇒ P5 
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ここ数年、堅調に推移しているひな人形。住宅環境にあ

わせたコンパクトなタイプが人気です。2人目以降のお子

様には「つるし雛」がおすすめ。 
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段階的に改装を進める新宿店。 

昨年秋から続く5階 紳士服フロアの改装の一環として、 

2月15日（木）に眼鏡専門店を新規導入します。 

性別・世代を問わず人気のネコ。愛好家も多く、ネコグ

ッズも人気です。2月22日の「ネコの日」にちなんで、

フェアを開催。 
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眼鏡の産地・鯖江から 

2月15日（木）、紳士服フロアに「金子眼鏡店」がオープン！ 

◆新宿店5階 紳士服・洋品売場 
 

2月15日（木）、5階 紳士服フロアに眼鏡専門店の「金子眼鏡店」を新規導入します。これは、昨年秋の第1期※

に続く第2期改装の一環で、“ファッションアイテム”としての眼鏡を展開することにより、ビジネスファッション

の幅を広げ、強化ターゲットとして設定している40～50歳代の新客獲得を目指します。新宿店には6階に眼鏡専門

店「イワキメガネ」が既にありますが、こちらは機能性を重視し、ターゲットも主に60～70歳代であることから、

ファッション性が特長の金子眼鏡店導入によって、新客獲得に加えて既存顧客の選択肢もさらに広がり、新宿店全体

の売上拡大にもつなげていきます。なお、金子眼鏡店は新宿地区初出店です（「金子眼鏡店」の屋号において）。 

また、金子眼鏡店は羽田空港にも店舗を構えているため（ページ下部の「金子眼鏡店とは」を参照）、アジア諸国

や欧米でも高い人気を誇っています。ちょうどオープン翌日の 2 月 16 日が中国の「春節」にあたることから、中華

圏をはじめとした訪日外国人客の売上拡大も図ります。 

※第1期改装の概要 

2017年9月に実施した改装では、ビジネスゾーンに新規ショップを導入し、スーツの品ぞろえを拡充することで、新宿駅利

用客や新宿西口のオフィスワーカーといった「新客の獲得」を目指したほか、靴やバッグなどの非衣料アイテムを扱う売場の再

編集を行い、売場内での「買い回りのしやすさ」を強化しました。 

 

 
店舗イメージ 

 

＜金子眼鏡店とは・・・＞ 

1958 年、日本有数の眼鏡の産地である福井県鯖江市で創業。「日本の眼鏡職人シリーズ」をはじめ、匠の技とトレンド

デザインを融合した上質な日本製アイウェアを取りそろえている。現地には、眼鏡職人が素材の切断から仕上げまで、プラスチ

ックフレームの一貫生産体制を行う「BACKSTAGE」と呼ばれる生産拠点もあり。 

2010年10月に日本の玄関口から世界に発信できるアンテナショップとして、羽田空港国際線ターミナルに1号店をオー

プン。そのほか国内の主要都市を中心に29店舗を展開している。 
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住環境に合わせたタイプが人気！ 

2018年 京王のおひなさま 

◆新宿店、聖蹟桜ヶ丘店、セレオ八王子店（サテライト店） 
 

女の子の健やかな成長と幸せを願って飾るおひな様。そんな願いを込めて、両親や祖父母からお子様への贈り物と

しての需要は高く、新宿店で展開中のひな人形も、売上が堅調に推移しています。 

 ひな人形は、毎年新作が続々と登場する商品ではありませんが、トレンドに合わせて少しずつ構造を替えています。

今年のひな人形は昨年に引き続き都心の住宅に飾りやすいお内裏様とおひな様のみを飾る親王飾りのほか、ひな人形

を飾り台に収納できるタイプも高い人気を得ています。また、2 人目以降のお子様への贈り物には、ひな人形の隣に

飾って華やかな印象を強める「つるし雛」も人気です。 

 

■片付けが簡単な「収納派」と、場所をとらない「平飾り派」で人気を二分 

フローリングにそのまま置いても見栄えが悪くならない台付きの「収納飾り」が人気で、バリエーションが増えて

います。そのほかシンプルにお内裏様とおひな様のみを飾る親王飾りの「平飾り」も人気を集めています。 

●光園作 衣裳着 収納親王飾り 

（間口60×奥行38×高さ 56cm） 

183,600円 

 落ち着いた色調のゴブラン織の衣裳と、月

の小窓が印象的で色合いが落ち着いてるた

め、年齢を問わずに飾ることのできる商品で

す。 

●久月作 木目込 木村 綾 収納十人飾り  

（間口60×奥行47×高さ 57cm） 

226,800円  

三人官女と五楽人がそろい、御所車やお重箱な

どもセットになった3段飾りです。さらに便利な収納

タイプになっている、マンションなどの集合住宅の

方におすすめです。 

●久月作 衣裳着 親王飾り  

（間口58×奥行50×高さ 36cm） 

172,800円 

 毎年新たなタイプのひな人形作りに挑戦する

久月からは、コンパクトながらも豪華なお道具

付きのひな人形が登場。おままごとのように

ひな人形に親しんでほしい、と同店。 

 

■2人目からのお子様へはこちらもおすすめ！ 

 

“おひな様は幸せを祈る”という意味があり、本来はお子様それぞれに揃えたいものですが、

スペースのない場合などには、ひな人形のそばに飾るとより華やかになる「つるし雛」がおす

すめです。 

●つるし雛 61,560円 

動物や食べ物、身の回りの物などを人形にしてつるし、お子様が「衣食住に困らないように」という願

いが込められています。また、アクリルケースに入っているため、人形の布や丁寧な手縫いの状態が

褪せにくく、状態を保つことができます。 

 

◎1月27日（土）には人形師 光園による製作実演を行います 

場所：新宿店7階 特設会場内 時間：12時30分～／14時30分～（各回約1時間） 

※予告なく変更・中止の場合があります。 
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人気はやっぱり“王道”の味わい！ 

  手軽に歳時記を楽しめる「恵方巻き」 

◆新宿店 中地階 惣菜売場 
 

「節分に恵方（2018年は南南東）を向いて太巻き寿司を食べる」と縁起が良いとされる恵方巻き。百貨店などに出

店する寿司を扱う店舗では、年間で一番の繁忙期となっています。関西が発祥といわれる風習が都内でも根付いてき

た背景には、マンション住まいが増え“節分に豆をまく”という風習に対するハードルが高まっていることや、手間

がかからずに家族で歳時記を楽しめる手軽な“コト”として受け入れられていることなども要因に挙げられます。当

社では、家族用など複数購入するお客様が多くを占めますが、「一人一本を黙々と食べきる」という恵方巻きの縁起担

ぎもあり、シンプルで飽きのこない味わいのものに人気が集中します。また、ご年配の方やお子様などの「1本は食

べ切れない」という声に応えハーフサイズ11種を用意し、計40種以上の恵方巻きを取りそろえます。 

 

■売上の約6割を占めるのは、巻き寿司の老舗の“THE 王道”恵方巻き 

定番の恵方巻を販売する店舗の中でも行列必至なのが、1967年創業の巻き寿司の老舗「古市庵」。10年ほど前から、

節分当日の売上は年々増加し、昨年は金曜日という曜日の好条件もあり、同店では過去最高となる1日で約400本の

恵方巻きを販売しました。そのほか、「旭鮨総本店」「美濃吉」などを合わせ、当社では定番の海鮮系恵方巻きが全体

の約7割の売上を占めます。 

●古市庵「節分・うず潮巻き｣ （1本）1,344円  

 エビ、穴子、厚焼玉子など12種の具材をうず巻き状に巻いた恵方巻き。定番の海鮮を

中心に、人気の具材を彩り鮮やかに巻きました。直径約6cmのサイズながら、どこを食

べても複数の具材のハーモニーを味わえる老舗の丁寧な技が光る一品です。2月1日（木）

～3日（土）限定販売。  

－定番素材も巻き方を工夫し、“5度美味しい”恵方巻きにー  

 

●旭鮨総本店「海鮮5種巻｣ （１本）972円  京王百貨店限定販売 

 1927年創業。当社新宿店開業当時から安定した人気を維持する老舗寿司店。すべての

具材を一度に食べられるように巻きこむ従来の太巻き寿司と異なり、イクラ・中落ち・

サーモン・ウニ・イカを 1 種ずつ味わえるよう具材を分けて巻き込みました。食べ進め

るごとに異なる素材を味わうことができ、飽きのこないよう工夫した巻き寿司です。2

月2日（金）・3日（土）限定販売。各日50本販売予定。 

 

■ボリューム重視！という方には“変り種”恵方巻き  

男性を中心に「がっつり系が食べたい」という方におすすめの肉や洋惣菜を使った恵方巻きも充実しています。 

●柿安ダイニング「牛ヒレステーキ巻｣ （写真・1本）1,981円 （ハーフ）1,281円 

 1871年に肉鍋店として創業した老舗「柿安ダイニング」から、牛ヒレステーキを贅沢に

巻き込んだ恵方巻きが登場。柔らかく焼きあげたステーキと、さまざまな具材を盛り込んだ

メインデッシュにも十分なボリュームです。2月3日（土）のみ限定販売。 
 

●柿安ダイニング「大海老マヨ 恵方巻｣ （写真・1本）1,390円 （ハーフ）790円 

 同店の人気惣菜「大海老マヨ」をメインに、錦糸玉子、人参、グリーンリーフでバランス

良く仕上げた恵方巻き。具材を一つ一つ丁寧に巻き上げたこだわりの恵方巻きです。2月1

日（木）～3日（土）限定販売。  
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2月22日（ニャンニャンニャン）は“ネコの日” 

  ネコブームは継続中！「ねこグッズフェア」開催 

◆新宿店１階 プロモーションスペース、婦人洋品売場 
 

愛好家も多く、高い人気を継続中のネコ。2017年には一般社団法人 ペットフード協会の行う「全国犬猫飼育実態

調査」において1994年の調査開始以来、初めて猫の飼育数が犬を上回ったことでも話題になりました。近年、ペッ

トへかける愛情や投資意欲の強い方は増加傾向に。なかでも猫アイテムは安定した人気があります。そこで新宿店1

階では、2月22日（木）の「ネコの日」にちなんで「ねこグッズフェア」を開催します。プロモーションスペースで

「鎌倉ねこサロン」を展開するほか、婦人洋品売場では動物写真家・岩合光昭氏の写真をあしらった雑貨や「ポール

＆ジョー」の猫雑貨を集積したフェアを展開します。 

 

■「鎌倉ねこサロン」  2月15日（木）～20日（火） ◆1階 プロモーションスペース 

昨年2月の期間限定出店の好評を受け、鎌倉発のねこ雑貨専門店「鎌倉ねこサロン」

が規模を拡大して再登場します。前回人気だったぬいぐるみをはじめ、さまざまなテ

イストの猫雑貨を取りそろえます。そのほか、お客様のペットの写真からクッション

や小物を作成する人気作家「アトリエキジ」のオーダーメイド受注会を開催予定です。

また、前回出店時、お客様同士や自身も猫愛好家であるスタッフとのコミュニケーシ

ョンの場としても好評だった、お客様がお持ちになった愛猫の写真を掲示するスペー

スを今回も設置します（写真はL版に限り、返却不可）。 

 

 
●鎌倉ねこサロン「ぬいぐるみ（ベル）｣ 17,280円 

 前回出店時に1週間で32点を販売した高さ40cmのぬいぐるみシリーズは、全16種。

それぞれに名前と性格が決まっており、抱いた際の重量感も本物の猫さながら。「以前飼

っていた猫に似ている」という方や、「猫を飼いたいが年齢や環境によりかなわない」と

いった方が購入されるケースも多く、まさに愛好家に人気の一品です。 

そのほか、ファッションアイテムやお茶など、日常使いにおすすめの雑貨が揃います。 

 

 

■「ねこ雑貨フェア」  2月15日（木）～22日（木） ◆1階 婦人洋品売場  

婦人洋品売場で扱う動物モチーフ雑貨の中でも常に人気上位の猫モチーフを集積展開します。カラフルで明るい色

使いの雑貨は、猫好きの方はもちろんのこと、女性へのちょっとしたプレゼントにもおすすめのアイテムです。 
 

●岩合光昭のねこ「①ポーチ／②タオルハンカチ｣ ①4,104円／②各864円 

 猫目線で撮影する写真が猫愛好家から高い支持を集める動物写真家・岩合光昭氏が撮影

した猫の写真を用いた雑貨が登場します。岩合氏のファンにはお馴染みともいえる写真を

使用したアイテムもそろいます。 

●ポール＆ジョー「プリントハンカチ｣ （ピンク・イエロー・グレー） 1,080円 

  

 

 20～30 代の女性をターゲットとし、ブランドロゴに猫をあしらった人気ブランド。花

や鳥などさまざまなモチーフを取り入れる同ブランドのアイテムの中でも、猫モチーフは

幅広い世代から支持を受けるデザインです。そのほか、ステーショナリー雑貨なども期間

限定で展開します。 
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タテ80cm×ヨコ100cｍの巨大ねこオブジェ

は羊毛フェルト作家・佐藤法雪氏の作品 

 

 
① 

② 

① 


