
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、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) 

4、5月の営業時間：10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

※4/29、5/3、4、5のみ、地下 1階～3階は～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。 

 

 

 

■４月オープンの新ブランド・新コーナー ⇒ P2 

 

 

 

■ゴールデンウィーク こどもフェスティバルを開催 ⇒ P4 

  

■キーワードは「コト」と「花」～母の日おすすめギフト～ ⇒ P5 

  

■京王BBQ ガーデン、4/19（木）よりスタート ⇒ P6 
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春 

ゴールデンウィークに遠出せず、親子で楽しめるイベント

のニーズは年々高まる傾向に。今年は「遊んで学べる」

体験イベントを強化。 

2月、3月と進めてきた春の改装の仕上げともいえる4

月の改装。中地階食品、1階婦人雑貨フロアに新ショ

ップが誕生し、4階婦人服フロアも一部リニューアル。 

その第1弾として菓子売場を3月8日（木）にオー

プン。百貨店初出店のショップもあります。 
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昨年は7月から実施した屋上でのバーベキューは、好評

につき今年は4月スタート。幅広い世代の利用を促進

し、新宿店全体の集客力強化を目指します。 

京王BBQガーデン、4/19（木）よりスタート・・・・ 
 
 
 
 

６ 

 

近年、需要の多い「コト」ギフト。食事やエステなど一

緒に過ごす時間に加えて、花をあしらった菓子や雑貨

などのギフトもおすすめです。 
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話題性あるショップ、特長売場が続々と 4月19日（木）にお目見え 

4月オープンの新ブランド・新コーナー 

◆新宿店 中地階食品フロア、1階婦人雑貨フロア、4階婦人服フロア 
 

2020年に向け一層増加する訪日外国人の動向や、再開発により都心の商業施設の勢力図が塗り替えられていく可能

性がある昨今、当社基幹店である新宿店は、新しいお客様を獲得するための改装を継続的に行っています。 

同時に、固定客の多さや、百貨店ならではの売場を大切にする側面もあるのが新宿店の特徴。既存のお客様に支持

される売場や機能もアップデートしながら、店全体の魅力を高めています。 

2月、3月と進めてきた春の改装の仕上げともいえる4月は、中地階食品フロアに「初」の魅力いっぱいのショッ

プとベーカリー、1階婦人雑貨フロアにはナチュラルコスメゾーンとイベントスペースが新たに誕生。4階婦人服フ

ロアでは冠婚葬祭のフォーマルウエアの売場をリニューアルします。いずれも4月19日（木）のオープンです。 
 

■あのロッテが創業以来初の百貨店進出！1年限りの「“生”チョコパイ専門店」（中地階菓子売場） 

ロッテのチョコパイといえば、誰もが知るロングセラー商品。このチョコパイを、有名パティシエが監修してケー

キのような生品質に仕立てた「“生”チョコパイ」の専門店が、1年間限定で中地階に出店します。 

●ロッテ「“生”チョコパイ」（フレジェ、宇治抹茶、エチオピアモカ、ババの 4種） 各540円 

ロッテが新たに開発した「“生”チョコパイ」は、鎧塚俊彦氏監修のもと、同氏がこだ

わり抜いた厳選素材と濃厚さを凝縮し、消費期限が2日という生品質が特徴。まるごと

使ったイチゴとピスタチオで仕上げた「フレジェ」、宇治抹茶と焙煎くるみで仕上げた「宇

治抹茶」、中煎りモカコーヒーと自家焙煎のマカダミアナッツで仕上げた「エチオピアモ

カ」、ラム酒とカリフォルニア産レーズンを漬け込んだ自家製ラムレーズンで仕上げた

「ババ」の4種類を展開します。 

ナイフとフォークでお楽しみいただきたい“生”チョコパイは、ひとりじめしたくな

る贅沢な味わいのチョコパイです。 

 

 

 

■杉窪章匡シェフが手掛ける新しいパン屋「ジュウニブン ベーカリー」百貨店初出店（中地階菓子売場） 

手掛けるのは、代々木八幡の人気店「365 日」のオーナーシェフ・杉窪章匡氏。パティシエのキャリアをもち、カ

フェ＆ベーカリーのプロデュースも務める同氏が百貨店展開に際して新たにコンセプトから立ち上げたベーカリー。 

●ジュウニブン ベーカリー 

ストアコンセプトは「再発見」。シェフ曰く「商品、売場、すべてに一貫したこだわ

りがある。今あるものを見つめ直し、新しい『おいしい』を見つける旅に出かける、

そんな思いを込め、日本を中心に世界に広がるベーカリー文化の新しい扉を開きま

す」。具材のほとんどを手作りするなど徹底したこだわりは変わらずに、「365日」と

は異なる“熟成”という新たな切り口で幅広いラインアップを展開します。  

 

■予告：春の菓子売場改装のトリは、5月17日(木)オープンの「仙太郎」（中地階菓子売場） 

京都を拠点とする老舗和菓子店「仙太郎」が、5月17日（木）に開店予定です。国産の材料にこだわり、店内厨房

で手作りした和生菓子を中心に展開します。 

これにより新規店舗16 店舗を含む、洋菓子28 店舗、和菓子 20 店舗、パン・嗜好品など 6 店舗、計 54 店舗の菓

子売場の今回の改装が完成します。上記3店舗を除く大半のリニューアルを終えた2018年3月の菓子売場の売上高

前年比は9%増と大きく伸長しており、今後の惣菜売場の改装と併せて上層階への噴水効果を期待しています。 

 

 

2018 

春 

 

イチゴとピスタチオを使用した 

「フレジェ」のイメージ 
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■「京王百貨店の顔」である 1階正面入口に「イベントテラスⅠ・Ⅱ」が誕生 

新宿店1階の西口ロータリーに面する「正面入口」は、館の中で最も多くのお客様をお迎えするとともに、どこか

らもアクセスしやすいわかりやすさから、新宿西口の待ち合わせスポットとして多くの人で賑わいます。 

その正面入口を入ってすぐの場所に、4月19日（木）から週替わりのイベントスペースを大小2カ所設けます。リ

アル店舗ならではの「手に取れる」「実際に試せる」を大切に、歳時記や全館テーマに基づく商品を展開し、幅広いお

客様に京王百貨店の「今のおすすめ」をアピールします。       ※表中の「ポップアップS」のSは「ショップ」の略 

 4/19木～4/25水 4/26木～5/2水 5/3木～5/9水 5/10木～5/13日 5/14月～5/23水 5/24木～5/30水 

全館テーマ 母の日プレゼントフェア 夏のファッションウィークス 

イベントテラスⅠ 
「資生堂」 

(ファンデーショ
ン、口紅など初夏

コスメをご紹介) 

京王フラワーギフトプラス 

（母の日ギフトに最適なハンカチ、ポーチ、コスメ、食品など、

花をテーマにした商品を集積します） 

婦人服 

「エヴェックス・

バイ・クリツィア」 

ポップアップS 

婦人服「シャワー

パーティ」 

ポップアップS 

イベントテラスⅡ 

「エトフ」 

サブバッグ 
ポップアップS 

5/3木～5/11金 
「エミリオロバ」 
アートフラワー 

ポップアップS 

5/12土・13日 
「フローレット」 
生花アレンジメン

トポップアップS 

婦人靴 
「リゲッタカヌ
ー」(予定) 

ポップアップS 

※予定 婦人帽子 

 

■4月19日(木)、「キールズ」(新規)と「ロクシタン」(移設)の外資系の自然派コスメをフロア中央に 

デパコス（デパートコスメ）といわれる百貨店の下層階に並ぶ化粧品ブランドは、訪日外国人客だけではなく日本

人客のお買上でも 2017 年度は前年に対し約 1 割伸びている好調アイテム。化粧品はギフトとしても喜ばれそうです

が、実際は肌に直接塗るものだけに、使い心地や香り、成分など使い慣れている商品以外は贈りづらいことも。その

点、自然派コスメ、しかもパッケージが洗練されている海外ブランドは重宝です。ギフト需要の多い婦人洋品売場に

隣接するコーナーに展開し、コスメをお探しの方にも、ギフトをお探しの方にも便利で買いやすい売場とします。 

●キールズ 

1851年に創業したキールズは、科学、薬学、ハーブの知識をもとに作られた、

米ニューヨーク生まれのスキンケアブランド。 

横に並ぶ、仏プロヴァンス生まれのロクシタンとはパッケージのイメージも異

なるため、見比べ、選ぶ楽しみによって、幅広いお客様の支持を集めそうです。 

 

 

 

■4月19日(木)、フォーマルウエアを一堂に取りそろえる「フォーマルセレクション」リニューアル 

慶弔のフォーマルウエアや、演奏会など華やかなステージに映えるフォーマルドレスの品揃えに定評のある新宿店。

これまでカラーフォーマルは2階に、黒のフォーマルは4階に、と分かれていましたが、この春の改装で4階の婦人

服フロアに統合。規模的にはこれまで同様に、都内最大級のフォーマル売場という品ぞろえです。 

近年、結婚ならびに葬儀といった慶弔の儀式を身内だけで執り行うケースが増え、カジュアル化が進む一方、参列

する経験が少ないため、いざきちんとした式に招かれたときに「マナーが分からない」「周囲に教えてもらえる人がい

ない」ということがあります。当売場は、商品の豊富な品ぞろえもさることながら、業界団体が主催する「フォーマ

ルスペシャリスト」の資格保持者や経験豊富な販売員がいるため、安心してご相談、ご購入いただけます。 
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子どもの成長を見守りながら楽しめるキッズイベントが目白押し！ 

ゴールデンウィーク こどもフェスティバルを開催 

4月26日（木）～5月6日（日） ◆新宿店 各階 
 

ゴールデンウィーク、お子様とどう過ごそうかと思案される方も多いのでは。遠出をせずとも、親子で楽しめるイ

ベントのニーズは年々高まっています。期間中、新宿店では前年に対して 3 イベント増の計 17 のイベント（うち、

新規が10）を用意し、お子様と過ごす一時が楽しいものになる“きっかけ”を提案します。 
 

■新宿店屋上で、運動会やロボット対戦を初開催！ ＜屋上＞ 

 本年は、身体を動かしたり頭を使ったりする「遊んで学べる」体験イベントを強化しています。 

初開催●クレヨンしんちゃん＆アクション仮面バラエティーショー ～オラと一緒に運動会だゾ～  5月4日（金・祝） 

しんちゃんチームとアクション仮面チームに分かれ、大玉転がし、綱引き、

玉入れができるミニ運動会を初開催します。 

・5月4日（金・祝）の10時30分～、13時～＜各回約40分＞  

定員：各回80名様 参加費：無料、対象年齢：5～10歳  

※当日、午前10時より屋上にて整理券を配布（予定）。雨天・荒天時は握手会に変更。 

初開催●ロボットに乗って対戦しよう 4月28日（土）～30日（月・振休） 

ロボットに乗り込んで 1 対 1 の対戦が楽しめるイベント。ゲームの中で見て

いたようなロボットを自分で操作できる貴重な体験ができます。 

・4月28日（土）～30日（月・振休）各日10時～16時＜一人約3分＞ 

参加費：無料、対象年齢：6歳から ※未就学児は保護者同伴で参加可能、 

体重制限あり、混雑時はお待ちいただく可能性があります。雨天・荒天時中止。 

   

 
  

このほか、楽しみながら金銭感覚が学べると昨年も好評だった、売り手も買い手もお子様だけの「MOTTAINAI キ

ッズフリーマーケット」（5月3日（木・祝））を今年も開催。また、玩具メーカー・ボーネルンドの「屋上で遊ぼう」

（4月28日（土）～4月30日（月・振休））、スポーツメーカー・ミズノ主宰の「運動会 必勝塾（走り方教室）」（5

月5日（土・祝））など人気イベントを多数用意しています。 
 

■雨天でも楽しめる！室内イベントも盛りだくさん ＜7階 シーズンスペース、ボーネルンドほか＞ 

初開催●描いた絵が動きだすよ  5月3日（木・祝）～5日（土・祝） 

お子様が紙に描いた絵が、スクリーンの中で楽しく動き回ります。 

・5月3日（木・祝）～5日（土・祝）10時10分～16時＜各日12回・各回約20分＞  

場所：シーズンスペース 定員：各回20名様、参加費：無料、対象年齢：3～5歳 

●ボーネルンド「アクアプレイ体験」  

4月30日（月・振休）・5月3日（木・祝）・6日（日） 

水の流れを作ったり、ポンプで水をくんだりと、運河の仕組みを遊びながら

学べる体験型イベントです。 

・4月30日（月・振休）・5月3日（木・祝）・6日（日）各日14時～15時 

参加費：無料、対象年齢：2歳ごろから 

 

 

 

このほか、おもちゃプラザでは「プログラミングカー体験会」（4月28日（土））や「センゴクバトラー体験会」（4

月29日（日・祝））など、売場で販売するおもちゃで遊べる無料の体験会も実施。「買い物中に飽きてしまった子ど

もと楽しめる場所が欲しい」、といった声にもお応えします。 
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アクアプレイ・アクアワールド 16,200円 

※イメージ 

※イメージ 
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5月13日（日）は、気持ちの伝わるギフトを贈ろう 

  キーワードは「コト」と「花」～母の日おすすめギフト～ 

◆新宿店 中地階 菓子売場、1階 婦人洋品売場、8階 レストラン街／リフレピア売場 
 

感謝の気持ちを伝えるギフトも、毎年となると何にしようか悩むもの。そんななか、近年は親子で食事やエステに

行くなど、一緒に過ごす「“コト”ギフト」の人気が高まっています。一方、“モノ”は上品かつ華やかな「花」関連

のアイテムが継続して人気です。新宿店では、コトギフトに加えるプラス1ギフトにも、遠方のお母様にプレゼント

するメインのギフトにも対応する、花をあしらったお菓子や雑貨を多く取りそろえます。 
 

■一緒に過ごす時間が何よりの贈り物 「“コト”ギフト」  ◆8階 レストラン街、リフレピア売場 

●ル・ビストロ・資生堂「母と楽しむフルコース 料理長特別コース（グラスロゼスパークリング付）」 

 （2名様）15,000円 （3名様）21,000円 （4名様）26,000円 ※5名様以上要相談、要予約 

 カジュアルフレンチレストラン「ル・ビストロ・資生堂」の料理長が、当日のより

良い食材を吟味して提供する特別なコースです。家族が集まって食事を楽しむ機会に

なるよう、予約人数が多いほどお得になるプランを用意しました （提供期間：5/1～13) 。  

●クイーンズウェイ「母の日 母娘コース｣ （2名様分、約55分） 12,960円  

＜内容：膝下オイルリフレ+ハンドリフレ+クリームサービス、フットバス＞ 

 英国式リフレクソロジーサロン「クイーンズウェイ」では、ゼラニウムのアロマオ

イルを使用したオイルリフレとハンドケアのコースを用意。一人ではなかなか行く機

会がないというお母様を連れて行くのも、思い出になります (提供期間：4/19～5/13) 。  

■やっぱりもらって嬉しい「花」アイテム！華やかスイーツ＆雑貨 ◆中地階 菓子売場、1階 婦人洋品売場 

●グラモウディーズ「母の日マカロン｣  

（バニラシトロン、ライチフランボワーズ、アールグレイローズ×各2） 1,296円  

「ラグジュアリー」がコンセプトのマカロン専門店。優しい味わいのマカロンに、

バラと感謝の言葉「メルシー（ありがとう）」を添えました。見た目も味わいも気分が上が

る、特別な日にぴったりのギフトです（販売期間：4/25～5/13）。  

●デカダンス ドュ ショコラ「フルール オ ショコラ｣ （ボンボンショコラ9個入） 5,832円  

銀座に本店を置く日本発のショコラトリーから、カカオの産地や品種に徹底的にこ

だわったボンボンショコラとプリザーブドフラワーをセットにした期間限定ボックス

が登場。ショコラを味わった後は飾ることができ、2度楽しめます（販売期間：～5/13）。  

●ハウス オブ ロータス「更紗柄刺繍ストール｣（綿70%・シルク30%、約60×180㎝） 18,360円 

 モデル・桐島かれんさん監修「ハウス オブ ロータス」のストールは、落ち着いた

中に洗練された印象が残るデザインがそろいます。手動ミシンを使用し、更紗柄をモ

チーフに丁寧に刺繍を施したストールは、オシャレ好きのお母様におすすめの一品。

綿とシルク素材で肌触りもよく、外出時には日よけ対策や冷房対策にも重宝します。  

●「Keio Flower Gift+（京王フラワーギフトプラス）」 5月3日(木・祝)～13日（日）  ◆1階 イベントテラスⅠ 

「花＋気持ち」をテーマにギフトアイテムを取りそろえる期間限定コーナーを展開し

ます。メールなどの普及により手書きのメッセージを贈る機会が少ない今、気持ちのこ

もったメッセージカードはプライスレスの贈り物。期間中、会場内でギフト商品を税込

3,240円以上お買い上げの方にメッセージカードを差し上げます（なくなり次第終了）。 

「プリザーブドフラワー ミュゼ｣ （高さ15×幅15×奥行6㎝） 5,940円 
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色とりどりの花で飾ったフォトフレームの

中央に、メッセージカードを添えて 

※イメージ 

※イメージ 



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、竹田、永井、進藤  電話：直通 03(5354)2855 

 

6 

 
今年は 4月から屋上でワイワイ！ 

京王ＢＢＱガーデン、4月19日（木）よりスタート！ 

◆新宿店 屋上 
 

新宿店では、4月19日（木）より屋上に全500席の「京王BBQガーデン」をオープンします。昨年は7月から

の展開でしたが、好評につき今年は4月からのスタート。5月のゴールデンウィークにも利用できるようになり、普

段百貨店の利用頻度が少ないファミリー層や若年層など幅広い世代の利用を促進し、新宿店全体の集客力強化を目指

します。 
 

 
 

■面倒な道具の準備は不要、新宿に着いたらすぐバーベキュー！ 

バーベキューの楽しみを「もっと身近に、簡単に」を実現するためのバーベキュープラットフォームサービス「デ

ジキュー」（運営会社：株式会社デジサーフ）の協力のもと、西新宿の高層ビル群を眺めながら手軽に楽しめるバーベ

キュー場。機材や炭などの事前準備やゴミの持ち帰りは不要、食材の事前予約で手ぶらバーベキューが可能です。お

好みの食材・飲み物を持ち込んで楽しむこともできます。地下食品フロアには国産和牛、新鮮な魚介類や野菜、酒類

がそろうので、新宿まで手ぶらでのご来店も可能。地下で買ってすぐ屋上に行けるのも、当社ならではの利便性です。 

■「イルミネーションと夜景」で光の饗宴 

会場内は4万2000球以上のイルミネーションで彩られ、新宿ならではの高層ビル群の夜景とのコンビネーション

が楽しめます。このほか、SNS映えするフォトスポットも用意します。 

■営業時間・概要 

・営業時間：4月19日（木） ～ 11月25日（日）  

11時～14時／15時～18時／19時～22時 （一部期間は営業時間が変更になります） 

※荒天の場合は営業中止。 

※利用時間には受付・準備・片付けなどの時間も含みます。 

・休 業 日：8月21日（火）［京王百貨店新宿店 店休日］ 

※10月以降、休業日が発生する場合あり 

・事前予約：＜WEB＞ http://digiq.jp/keio  

        ＜TEL＞ 0570-09-0014（9時～17時、総合受付センター） 

        ※空きがある場合は当日でも利用可。 

・利 用 料：大人（中学生以上） 2,160円 / 小学生 1,080円 / 小学生未満 無料 

※屋上バーベキュー場での食材の販売はなし（要事前予約）。 

※クラフトビール、ペットボトル入りお茶など、一部飲み物の販売あり。 

 

（2名様より） 

※イメージ 
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