
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、福島、永井、島田 

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) 

7月の営業時間：4日（水）まで、10時～20時 30分（日・祝は～20 時） 

5日（木）から、10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

    ※7/15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。 

 

 

 

■「Keio Cosme Buffet」（京王コスメビュッフェ）初開催 ⇒ P2 

      

■ドールハウス展 ⇒ P3 

     

■期間限定「San-ai Resort」（サンアイリゾート）が初出店 ⇒ P4 

    

■夏のおすすめグルメ ⇒ P5 

  

30・40歳代の働く女性をターゲットにした自主編集売

場で、水着を展開。ファッション同様、体型をカバーしな

がらおしゃれなデザインのビーチウエアをそろえます。 

今年の夏は、暑さが厳しくなると予想されています。そ

んな夏におすすめしたいグルメをご紹介。七夕にあわ

せた期間限定スイーツも。 

 

「Keio Cosme Buffet」初開催・・・・・・・・・・・・・・・ 
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実物の12分の1サイズのミニチュア作品の展示・販売を

行う人気催事。初心者から上級者まで楽しめるワークシ

ョップも好評で、見て、作って楽しめます。 

日本最大のコスメ・美容の総合サイト「アットコスメ」とのコ

ラボイベントを初開催。商品を自由に試せるコーナーを設

置、美容部員に相談することもできます。 
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「アットコスメ」のクチコミ人気のアイテムで♪“夏でもベストな私”に！ 

 「Keio Cosme Buffet （京王コスメビュッフェ）」 初開催 

7月5日（木）～7月18日（水） ◆新宿店１階 イベントテラスⅡ 

 

新宿店では、この夏におすすめのコスメを自由に試すことができるイベント「Keio Cosme Buffet（京王コスメビュッ

フェ）」を1階イベントテラスⅡにて期間限定開催します。初の取り組みとなる、日本最大のコスメ・美容の総合サイ

ト「アットコスメ」とのコラボレーションによって、クチコミデータを活用した人気コスメの紹介も行います。 

20・30歳代女性は「インターネットで商品情報を事前に調べてから来店する」という方も多く、「アットコスメ」

サイトは月間訪問者数1,600万人・累計クチコミ数は1,400万件と圧倒的な認知度を誇ります。そこで、当社化粧品

売場で前年比＋20％（組織顧客比率、集計期間：2017年4月～2018年3月）以上伸長している20・30歳代女性のさらなる

獲得を目指し、同サイトのクチコミデータを活用した“デパートコスメ（以下、デパコス）”を紹介するゾーンも設置

し、会場スペース内で自由に試すことができます。 

   

 

 

 

 
 

１． テーマは“夏でもベストな私”！夏のメイクのお悩みに応えるデパコスラインアップからチョイス♪ 

汗で崩れる、すぐ落ちる、匂いが気になる、といった夏に多い悩みに合わせ、メイク直しに必須の『リップ部門』

『ベースメイク部門』と『＋more beauty部門（アイシャドウ・フレグランス）』を用意。「アットコスメ」サイトでクチ

コミ人気の高いコスメも並び、各部門から気になるアイテムを皿に取って会場内のコーナーで試すことができます。

「デパコスは気になるけど、百貨店のコスメカウンターは自由に試しづらい」といった 20・30 歳代の女性にも、メ

イク直し感覚で百貨店の化粧品売場に立ち寄っていただくきっかけとなるイベントを目指します。 
 

２．ブランド日替わり※で美容部員が常駐し、相談も可能！ 

メイクのプロである美容部員に相談できるのもデパコスの魅力の一つ。期間

中、8ブランドから日替わりで美容部員が常駐し、ご希望の方にはメイクテクニ

ックなどのアドバイスも行います。 

３．コスメサンプルやイベント限定の油取り紙などが当たる抽選会！ 

メイク直しに便利な油取り紙やウェットティッシュ、コスメサンプルが当た

る抽選会を行います（参加無料、「京王百貨店LINE＠」友だち登録済みの方、期間中1回

のみ）。各日先着300名様限定。 
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＜概要＞ 1. 「アットコスメ」でクチコミ評価の高いデパコス等も試せる！“コスメビュッフェ”ゾーンを設置 

2.  より効果的な使用方法やメイク技術を知りたい方に！人気ブランドの美容部員がアドバイスも♪ 

3.  コスメサンプルや夏のメイク直しの必需品が当たる！無料で参加可能な抽選会を開催 

 

※ブランド参加スケジュール 

◆ボビイブラウン 7/5 
◆コーセー 7/6・7 
◆クラランス 7/8・9 
◆キールズ 7/10・12 
◆カネボウ 7/11 
◆ジバンシイ 7/13・16 
◆資生堂 7/14・15 
◆ゲラン 7/17・18 
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見て楽しい、作って楽しい 12分の 1の世界 

  ドールハウス展 

7月20日（金）～25日（水） ◆新宿店7階 大催場 ※最終日は 16時閉場 

 

2010年から開催し、今回で9回目となる「ドールハウス展」。今年は「ファンタジー」をテーマに、31の作家や工

房が参加し、作品の展示・販売を行います。 

 
 

ドールハウスとは、実物の 12分の 1サイズに作られた「小さきもの」の総称で、精巧に作られた家具、調理器具

や花々、家まで多岐にわたります。直訳は「人形の家」ですが、実は人形は一切登場せず、思い思いの世界観を表現

する「大人の趣味」。主に欧米で盛んですが、日本にも男女・世代を問わず収集家が多数いるほか、高い技術力で海外

からも評価の高い作家が多くいます。 

 31の作家や工房の作品が一堂に会する年に1度のイベントは、お客様の層も幅広く、毎回開催に合わせて北海道や

東北、海外からも来場されています。数百円～数千円のパーツからお好みのものをセレクトしたり、数十万円の作品

をご購入される方も。初心者の方には小作品が出来上がる千円程度の簡易キットも好評です。また、夏休み期間中の

この時期、小中学生のお子様の自由研究としてのニーズも高く、作家によるワークショップも多数実施します。 

 

■直近5年間は売上高も右肩上がり！その理由は・・・？  

右の表にもあるように、昨年までの5年間は前年の売上高を更新し続けて

います。会場の広さも大催場のおよそ4分の1程度と毎年変わらない中での

売上伸長のポイントは、SNSとワークショップ。 

当社公式フェイスブック（日本語、多言語［英・中］）をはじめ、ドール

ハウス展に参加する作家たちもSNSなどを使って情報発信を行い、若年層、

お子様連れ、外国人客など幅広い層の来店促進を図っています。 

一方のワークショップは、本催事担当者が「より多くのお客様にドールハ

ウスの世界を体験してほしい」との思いで作家と企画しています。所要時間

30分程度のお子様でも体験できる初心者向けから、2時間以上かけて作る本

格的なものまで用意。昨年は事前予約件数が前年の約3倍、親子で一緒に楽

しむ姿も多く見受けられました。 

 

 

ワークショップで実際に制作体験をすることで、展示作品の凄さをより感じるようになり、ドールハウス初心者がファンとなった

り、制作用の材料・部品の購入につながっています。また、ドールハウス愛好家の方にとっては、作家に直接アドバイスを受けな

がら、材料を購入することができる貴重な機会・場所として支持されています。 
 

 

2013 2014 2015 2016 2017

聖夜：郷帰りの息子を待つ家 

「ドールハウス展」 

昨年まで 5年間の売上高推移 
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＋11.3％ 

 

＋25.3％ 

 

＋11.6％ 

 

＋7.5％ 

 

※グラフ上の数値は前年比 

 この 5年間で約67％増  
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“三愛水着”の大人の女性向けブランドが婦人服フロアに登場します 

期間限定「San-ai Resort（サンアイリゾート）」が初出店！ 

7月19日（木）～8月15日（水） ◆新宿店2階 ハーモニー売場 

 

 30・40 歳代の働く女性をターゲットにファッションや雑貨を提案する自主編集売場「ハーモニー」では、今夏、

「San-ai Resort（サンアイリゾート）」の水着を期間限定で展開します。同売場では「二の腕を出すことに抵抗があ

る」「脚の露出は極力控えたい」といったお客様の声が多いことから、“体型カバー”を強化した「コーラルベールク

ルーズ」シリーズ約 30 型を中心にラインアップします。水着購入時には、より「体型をきれいに見せてくれる」こ

とを重視される方が多いため、気になる身体のラインをカバーしながらオシャレに着こなせるようデザインされたビ

ーチウェアで30・40歳代女性に向けたリゾートスタイルを提案します。 

  

■上品な膝下丈ワンピースで、洋服感覚で着られる水着も 

●コーラルベールクルーズ「シャインリーフ」  

ショルダーリボンドレス3点セット（ワンピース・タンキニ※・ショーツ）  

（9・11号） 24,840円  （13・15号） 26,460円 

ビーチ付近でのショッピングや食事をする際にも便利なワンピース

がセットになったビーチウェアは、水着を着慣れない方も取り入れやす

くおすすめです。ワンピースは、肩のギャザーリボンを緩く結ぶとフレ

ンチスリーブに、きつめに結ぶとすっきりとした袖に調整が可能。また、

前後どちらでも着用でき、クルーネック・Vネックを気分や好みに合わ

せて 2WAY で使用することができます。そのほか、ショーツの股上を

深めにするなど、大人の女性が安心して着られるこだわりが細部に施さ

れています。リゾート感あふれるリーフ柄デザインで、カラーは写真の

ボルドーのほかホワイト、ネイビーの3色展開です。 
 

 
※タンキニとは…「タンクトップ」と「ビキニ」を合わせた造語。セパレート型で、露出が少ないタイプの水着のこと。 

 

■そのほかにも、体型カバーができるデザインが豊富にラインアップ！ 

Tシャツ型のトップスやショートパンツなどがセットになった、上下セパレートのタイプが充実。タンクトップや

ホルターネックなどトップスのデザインも豊富で、ご自身に似合うデザインが見つかります。 

 

 

≪二の腕が気になる方に≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪腰まわりが気になる方に≫ 
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「エレガントペイズリー」 
オフショル 4点セット 
（トップス・タンキニ・ショートパンツ・ショーツ） 

9・11号/ 21,600円、13号/23,220円 

Ｔシャツのようにも、オフショル

ダーとしても着られるトップス

付き。袖口にゆとりがあり、二の

腕がすっきりとして見えます。シ

ョートパンツがセットになって

おり、アクティブなママ水着にも

ぴったりです。 

パレオはドレープの効いたデザ

インで腰まわりを自然にカバー

しながら、大人の女性らしい上品

なシルエットに。トップスがビキ

ニではなくタンキニタイプのた

め、露出を控えたリゾートワンピ

ースとしても重宝します。 

「ガーデン」 
タンキニパレオ 3点セット 
（タンキニ・パレオ・ショーツ） 

9・11号/ 21,600円 
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ヘルシーフードやカレー、新作スイーツも！ 

  夏のおすすめグルメ 

◆新宿店 各階 
 

今年の夏は平年より暑くなると予想されています。そんな暑い夏におすすめしたいグルメをご紹介します。 
 

■おいしくてカラダが喜ぶ「発酵食品」 ☆取り扱い：いずれも地下1階 生鮮・グロサリー売場 

  
 

●まるこし「青森県産黒にんにく」（100g、1,380円） ※写真① 

100年以上の歴史を持つ老舗漬物店「まるこし」の黒にんにくは、青森県産のニンニクを皮付きのまま、温度と湿

度の管理だけで発酵、熟成させています。特有の臭みがなく、ほどよい酸味でそのまま召し上がることができます。 

●味噌蔵や「千日みそ あま酒」（210g、270円） ※写真② 

国産米と麹のみで作られた甘酒。ペットボトル入りで飲みやすく、たっぷり入った麹の粒と自然な甘みが楽しめま

す。冬に温めて飲むイメージがありますが、「甘酒」は夏の季語でもあるように古くは夏に飲むものだったようです。 
 

■一味違う、夏の定番「カレー」 

調査会社「インテージ」によると、2017年のレトルトカレーの売上高がカレールーを初めて上回りました。個食対

応や時短など、近年高まっているニーズに合うレトルトカレーの中から、特徴的な商品をご紹介。 

  

 

●大塚食品「マイサイズ 100kcalシリーズ」（各種 138円） ☆取り扱い：8階「リフレピア」内 ミネドラッグプラス ※写真③ 

「箱のまま電子レンジで調理可能」「カロリーや塩分の計算が簡単」など、若い女性から年配の方まで幅広い層の

支持を得ています。バターチキンカレーやグリーンカレーなど、カレーだけで4種類。そのほかハヤシや親子丼など

もあり、豊富なラインアップで人気です。 

●紀ノ国屋「東北6県カレー」（各種 681円）  ☆取り扱い：地下1階 生鮮・グロサリー売場 ※写真④ 

青森のシャモロックや山形の庄内豚、福島の会津地鶏など、東北各県の地産肉を使った紀ノ国屋監修のレトルトカ

レー。それぞれの肉の特長にあわせて、旨みとスパイスの配合にこだわった味わいです。  
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③ 

 

④ 
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■新ショップから、七夕スイーツをはじめ、期間限定アイテムが登場 
 

   

 

●パパブブレ「七夕ミックス」（40g 531円） ☆取り扱い：中地階 京王のれん街 ※写真⑤ 

スペイン・バルセロナ発祥のキャンディショップ「パパブブレ」は、歳時記に合わせて登場する期間限定デザイン

がSNSなどでも話題の人気店。この時期は、彦星や織姫があしらわれ、スダチ、ライチ、ピーチなどの爽やかなフ

レーバーの七夕限定デザインが登場します。見た目も味わいも小さなお子様から大人の方まで楽しめる、プチギフト

にもおすすめのアイテムです。7月7日（土）までの販売。 

 

●仙太郎「二ツ星」（2個入 216円）  ☆取り扱い：中地階 菓子売場 ※写真⑥ 

5月に中地階・菓子売場にオープンした「仙太郎」では、彦星と織姫をイメージした和生菓子のセットを販売しま

す。こしあんに黒糖羊羹をかけて柑橘ゼリーをのせたあん玉と、ワインゼリーをのせた抹茶あん玉を笹船にのせ、見

た目も涼しげに仕上げました。6月24日（日）～7月7日（土）の販売。 

 

●ロッテ“生”チョコパイ専門店「ラ・ペーシュ」（1個 560円） ☆取り扱い：中地階 菓子売場 ※写真⑦ 

4月にオープンした同店は、鎧塚俊彦氏監修のもと開発した「“生”チョコパイ」が話題の、ロッテ社が手掛ける新

業態。「ナイフとフォークで召し上がる」をコンセプトにした生品質のチョコパイです。6月25日（月）より、当初

から販売している「フレジェ」、「宇治抹茶」、「エチオピアモカ」、「ババ」（各540円）の4つのフレーバーに加え、

桃を使用した夏季数量限定の新フレーバー「ラ・ペーシュ」を発売します。白桃の甘みを染み込ませた生地に、アル

フォンソマンゴーソース、白桃の果肉、白桃クリームをサンド。みずみずしい果肉とソースの酸味で程よい甘さに仕

上げ、これからの季節にぴったりのフレーバーです（各日100個限定、8月下旬頃までの販売。無くなり次第終了）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
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