
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、島田、竹田、福島 

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（火）まで、10時～20時 30分（12/23・24 を除く日・祝は～20 時） 

12月 26日（水）から、10時～20時 
（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分、ただし 1/13 は～20 時 30 分） 

12月 31日（月）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（水）は全館 20時閉店 ※1月 1日（火・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。 

 

 

 

 

■遊びながらプログラミングの基礎を育む「プログラミングトイ」に注目！ ⇒ P2 

  

■私に贈るクリスマスプレゼント ⇒ P3 

   

■好調に推移！2019 年 京王のおせち ⇒ P5 
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もうすぐクリスマス。華やかに彩られた街並みを見て、気

分が盛り上がる季節であると同時に、2018年ももうすぐ

終わろうとしています。今年も1年頑張った自分に、ちょっ

といいものを贈ってみませんか？ 

10月より承りを開始したおせちが好調に推移。作るより

も“買うおせち”のニーズは今年も高い模様。直近までの

人気おせちベスト3とともに、急な来客や買い忘れにも

対応できる、直前で買えるおせちをご紹介。 

2020年度から小学校ではプログラミング学習が取り入

れられることが決定したことで、その基礎となる論理的

思考を育む玩具に注目が集まっています。お子さま・お

孫様へのクリスマスプレゼントにもおすすめ！ 
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   クリスマスプレゼントにもおすすめ 

  遊びながらプログラミングの基礎を育む「プログラミングトイ」に注目！ 
◆新宿店7階 玩具売場 

 

2020年度から小学校でプログラミング学習が取り入れられることとなり、プログラミング教育への関心が高まって

います。また、タブレットやパソコン型の学習玩具やロボットなどをはじめ、楽しみながら学べる知育玩具への人気

も広がっています。 

その中で近年の注目は、プログラミングの基礎となる論理的思考を育むことができる玩具。パソコンやスマートフ

ォンも不要でパーツもシンプル。未就学児から遊べるものも多く、このような学習が先行している海外製の玩具をは

じめ、今年は国内メーカーからも続々登場しています。特にギフト需要が高く、ご両親や祖父母がプレゼントされて

お子さまやお孫さまと一緒に楽しまれる方が多いのが特徴。知的好奇心を育むだけでなく、コミュニケーションの活

性化にも一役買ってくれそうです。 

 

 

■プログラミング学習って！？と不安な親御さんの味方に。ゲーム感覚で一緒に楽しめるトイ 

●ThinkFun「ローラーコースターチャレンジ」5,832円（正規輸入品、日本語解説書付） ※写真 

論理的思考力や問題解決力、数理的考察力などを育めるゲームを開発し世

界中で支持されている、アメリカのThinkFun社による「脳トレ」シリーズ

の新作です。小さなお子様から大人まで誰もが楽しめ、対象年齢が6歳～108

歳というのもユニーク。問題カード（全 40 問）に書かれている通りに柱を

置き、ジェットコースターがレールに乗ってゴールまでたどり着くように空

いたスペースにレールや柱などのパーツを考えながら配置して遊びます。 

●KUMON TOY「ロジカルルートパズル」3,564円 

付属の問題（全60問）に従ってスタートとゴールを設定。直線と交差の  

2 種類のピースを組み合わせながら置いて、ボールが転がるルートを考えて作っていきます。パーツはシンプルなが

ら、組み合わせ次第でさまざまなボールの動き方に。パズル感覚で4歳から遊べて、論理立てて考え繰り返し試して

いくことで論理的思考力や問題解決力を育みます。 

●学研ステイフル「カードでピピッと はじめてのプログラミングカー」6,459円 

 子供に馴染みのある「信号」「公園」などが描かれたマップの中からゴールを決めて、通り道を考えます。「右」「止

まる」などの10種類の命令タグから動きを選び車に読み込ませた後、ボタンを押すだけで命令通りに車が進行。実

際の車のように「クラクション」「ハザード」などの指示があるのも楽しく、バリエーションも広がります。順番を

考えるツールとなる命令カードとそれをはめるボードを使うことで、考えを整理してからタグを読み込ませられます。

3 歳から楽しめ、日本玩具協会主催の「日本おもちゃ大賞 2018」エデュケーショナル・トイ部門にて大賞を受賞し

ています。 

2019 

12 1 

 

2018 

 

 

玩具売場ではさまざまな 

プログラミングトイを販売中 

（コーナー展開は終了） 
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   今年1年“がんばった自分”へのご褒美を！ 

  私に贈るクリスマスプレゼント 
◆新宿店1階 婦人洋品売場／4階 パーツセレクション売場「ココチクローゼット」 

 

もうすぐクリスマス。イルミネーションやディスプレーも華やかに彩られ、気分も盛り上がる季節です。毎年この

時期になると、各種アンケートで「クリスマス、自分へのご褒美に何を買う？予算は？」そんな話題が多く見られま

す。複数のアンケート結果から、年代を問わずおよそ4割の女性が「自分へのクリスマスプレゼントを買う」と答え

ており、予算は3～4万円というのが相場で、恋人・パートナーへ贈るための予算の2倍～3倍というのが特徴的です

（出典：DoCLASSE調べ）。人気なのは洋服、バッグ、コスメ、雑貨類。ずっと欲しいと狙っていたアイテムを購入

する絶好の機会。年に一度の特別な日に大切なあの人へのプレゼントはもちろん、自分のためのご褒美を各種取りそ

ろえています。 

 

■今年こそ手に入れたい！カシミアストール＆ファーストール ◆１階 婦人洋品売場 

ストール・マフラーコーナーではシンプルで値ごろ感のあるマフラーから、ファーをあしらったデザイン性の高い

ファーストール、ちょっと頑張って買いたいカシミヤ素材のストールまで約150型展開しています。 

 

●「Johnstons(ジョンストンズ)」カシミヤストール 66,960円 

1797年スコットランドにて創業。世界中から高い評価を受け、

トップデザイナーや高級メゾン、本物を求める顧客に支持されてい

ます。上品な光沢と滑らかな肌触りが楽しめる大判ストール。一巻

きするだけでたっぷりとしたボリュームが作れ、ケープのように羽

織る、ひざ掛けにするなど様々な使い方で楽しめます。 

 

 

 

●「Gaynor（ゲイナー）」ファー付きストール 34,560円 

                               

1999年にイタリア・ジェノバに設立したGaynorは、モダンなイタリア

テイストとベーシックなブリティッシュテイストを融合したラグジュアリ

ーで優雅なデザインを特徴としています。 

肌触りの良いソフトタッチに仕上げるために、ウールにナイロンを加え部

分的にファーを使用しています。顔周りの部分にだけファーをコンビネーシ

ョンすることによって、重い印象を与えずに優雅に着こなすことができ、巻

き方によって多様なアレンジが可能。肩から首元にボリュームを持たすこと

で小顔効果が期待できます。 
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■こだわり素材と今年らしいデザインのニット ◆4階 パーツセレクション売場 

ウィンターシーズンのコーディネ－トに欠かせないアイテムといえばニット。新宿店４階にある婦人服の自主編集

コーナー「ココチクローゼット」ではこだわり素材ならではの風合いとぬくもり、今年らしい着こなしが決まるトレ

ンド感、周囲に差をつける個性派デザインなど、コートのインナーとしてはもちろん、1 枚でもしっかり様になる、

素材とデザインにこだわった大人のニットを展開しています。 

 

●「ココチクローゼット」ニット各種 19,440円～22,680円 

 

 

 

 

 

① 繊維が長くふんわりとした感触が魅力のチャイニーズラクーン100％のVネックニット。ドロップショル

ダーが今年らしいシルエットを演出します。 

② プルオーバーとしてもカーディガンとしても活躍する2Wayタイプ。ウールとアンゴラの混紡素材でソフ

トな肌触りと暖かな着心地が魅力です。 

③ 空気を含ませながら紡績したエアーヤーンを使用。ふんわり軽くて暖かな着心地が特徴です。もこもこと

したループ状の切り替えがアクセント。 

④ 編地による切り替えと袖コンシャスなデザインが今年らしいニット。リブ編みのハイネックはスタンドタ

イプなので、首まわりの締め付け感が気になりません。 
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①チャイニーズラクーンニット 

22,680円 

②ウールアンゴラ2WAYニット 

21,060円 

③エアーヤーンボリュームニット 

19,440円 

④エアーヤーンボリュームニット 

19,440円 

 

 「ココチクローゼット」 

2017年9月にスタート。「着心地」「居心地」「値心地」の３つの 

“心地よさ”にこだわりながら、トレンドを大人流に着こなすコーディ 

ネート提案を目的に開発したコーナーです。 

 



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、島田、竹田、福島  電話：直通 03(5354)2855 

 

5 

 

   “買うおせち”のニーズは今年も高い！ 

  好調に推移！2019年 京王のおせち 
～12月22日（土） ※インターネット受付は～12月25日（火）14時まで 

◆新宿・聖蹟桜ヶ丘両店、サテライト各店 
 

10月1日より承りを開始したおせちが、スタートから好調に推移しています。11月20日までの約2カ月間で、店

頭予約分とインターネット受付分をあわせ、売上高・販売数量ともに前年比約7％増。人気ベスト3は京王百貨店の

オリジナルおせちが占めています（下記参照）。いずれも三段重・四段重で21,600円という「お手頃価格×ボリュー

ム感」が多くのお客様から支持を得て、ここまでの売上を牽引しています。自宅で作る手間暇や分量などを考えた結

果、お客様の“買うおせち”に対するニーズは今年も高いようです。 

【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（月）～11月20日（火） 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おせち「寿」（4人前） 21,600円 ※写真左・・・四段重にロブスターなど 46品目入り！ 

②京王百貨店オリジナルおせち「慶」（4人前） 21,600円 ※同中・・・・・2つの和の重＋洋の重の三段に 53品目！ 

③京王百貨店オリジナルおせち「宝」（3～4人前） 21,600円 ※同右・・和洋の料理に牛たんなど東北の味をプラス！ 
 

   

 

■「しまった！」という方には・・・直前に買えるおせち ※12月31日（月）のみの販売［12月26日（水）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、直前で買えるおせちを今年も展開します。 
 

  
 

●たん熊北店「年越祝膳」（1～2人前、10,584円） ※写真左  

伝統の京料理を提供する「たん熊北店」が手掛けるおせち。数の子や昆布巻といった定番の料理を少量づつ盛り付

け、そのほかにも鰻八幡巻など京都の郷土料理も楽しめる、毎年人気のおせちです。 

●下鴨茶寮「和風おせち一段」（2人前、12,960円） ※写真右  

1856年創業、歴史と伝統に彩られた京料理・茶懐石の老舗が手掛ける一段重。京都ではおせちに欠かせない一品・

求肥巻など、京料理の老舗ならではの味も盛り込まれています。 
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