報道関係資料

2018 年 12 月 19 日
株式会社 京王百貨店

平成最後＆新宿店開店 55 周年の節目の年です

2019 年 新春福袋（売場福袋編）
＜注目ポイント＞
◇テーマ①：2019 年はいよいよ新元号へ・・・
「平成」最後の福袋！
◇テーマ②：新宿店は節目の開店 55 周年・・・
「55」にちなんだ福袋！
◇テーマ③：2018 年はどんな年だったかな・・・
「2018 年の話題」から企画した福袋！
◇テーマ④：近年話題の「コト」消費も・・・毎年好評の「商品＋体験型」福袋！

平成 31 年にちなみ・・・

新宿店開店 55 周年にちなみ・・・

半端ない 31 足セット！

550,000,000 円の「ネコと長生きする家」！

2018 年の話題から・・・

毎年好評の「商品＋体験」・・・

北海道産直のカニ！

人気キャンディショップで飴作り！

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、2019 年の初売りを 1 月 2 日（水）にスタート。
同日から新宿店各売場で販売する毎年恒例の福袋では、
「平成」、
「新宿店開店 55 周年」、
「2018 年の話題」、
「商
品＋体験型」などをテーマにしたものを中心に用意します。
お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店

TEL：03－3342－2111（大代表）

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（柴井、島田、竹田、福島）
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■テーマ①：平成
来年 5 月には新元号となり、平成の時代は幕を閉じます。約 30 年間の流行を詰め合わせたもの、平成最後の
年となる平成“31”年にちなんだものなどを展開。

※イメージです

●「平成 31 年・31 足半端ないって！福袋」 31,000 円、限定 1 点［１階 婦人靴売場］ ★抽選制

※写真左

当社とメーカーとで共同開発した、土踏まずパッドや制菌中敷、防滑ソールなど 7 つの機能を搭載する人気のパ
ンプス「カルテットハーモニー」を、31 足・31 色セットで。1 カ月間、オンもオフも日替わりで履いてもかぶ
らない、靴の数が“半端ない”福袋です。
●「“平成の歌姫”風メイク＆フォト福袋」 55,000 円、限定 2 組 4 名様［8 階 写真室／貸衣裳・ヘアメイクサロン］

※写真右

当時、細眉メイクと厚底ブーツを流行させたあの歌手風メイクとファッションで、プロカメラマンによる撮影
ができます。友達同士や母娘で当時を懐かしみながら、平成最後の記念に。
●「平成振り返り福袋～足元変遷～」 2,160 円、限定 10 点［1 階 婦人洋品売場］
この 30 年間で女性の足元を彩った、カラータイツ（2 点）、白ソックス、柄タイツ、着圧タイツ、オーバー
ニーソックス、レギンスの合計 7 点を詰合せ。
●「藤井寛 色無地」 180,000 円、限定 5 点［6 階 呉服・和装小物売場「東京ますいわ屋」］
皇后陛下や皇太子妃殿下のお召し物などの制作にも従事した、皇室御用達の友禅作家・藤井寛氏の工房で手掛
けた色無地。糸にも皇室にゆかりのある「新小石丸」を使用しています。

■テーマ②：新宿店開店 55 周年
1964 年 11 月に開店した新宿店が来年 55 周年を迎えることにちなんだ、内容量や販売価格が“55”にまつわ
る福袋です。

※写真の商品は一例です
※イメージです

●「選べる 3 点福袋」 5,500 円、限定 1,000 セット［4 階 シーズンスペース］

※写真左

この冬まだまだ使えるアウター1 点とカットソー2 点、中身が選べてお買い得価格で提供します。
だんじょう

あらた

●「建築家 檀上 新 氏とつくる『ねこと一緒に長生きする家』福袋」
55,000,000 円（建物本体価格）、限定 1 点［6 階 家具・インテリア売場］ ★応募制

※写真右

“ネコファースト”なオフィスや賃貸住宅プロジェクトを手掛ける建築家・檀上 新氏監修。上空に円弧を描
くキャットウォークのある LDK や、肉球ビュースポットなど、ネコ愛あふれる家を販売します。
＊デザイン監修：檀上 新氏 設計・施工：パナソニックホームズ多摩株式会社

●「ルピシア 世界のお茶の福袋」 20,000 円、限定 3 点［中地階 京王のれん街「ルピシア」］
世界中の産地で茶葉を買い付けるお茶の専門店からは、「ダージリン・ザ・セカンドフラッシュ」や「白桃煎
茶」、当社限定販売の「オテル ド ビル」など、世界のお茶が 55 種入った福袋を販売。
●「紳士カシミヤ福袋」 55,000 円、限定 10 点［5 階 紳士コート売場］
肌触りが良く、高級感もある冬の定番・カシミヤ素材のコートとマフラーのセット。
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■テーマ③：2018 年の話題
今年話題となった事柄や流行語をテーマにした福袋で、過ぎゆく 2018 年を“お得に”振り返ります。

※イメージです

※写真の商品は一例です

●「北海道産直・かに三昧福袋」 10,800 円、限定 30 点［中地階 エキサイティングスポット］

※写真左

冬の味覚・カニを 3 種（タラバ脚 600g／ズワイガニ 500g／花咲ガニ 600g）、北海道から産地直送でお届け
します。たくさん食べて、北海道を応援！
●「もこもこタイム福袋」 3,240 円、限定 6 点［1 階 南側入口特設会場］

※写真右

今年の流行語にちなんで企画。寒い季節に使ってほしいルームウエア、ルームシューズ、ブーツのもこもこ 3
点セットです。
●「豊洲市場見学チケット付福袋」 3,240 円、限定 10 点［地下 1 階 生鮮・グロサリー売場］
青果の「築地定松」と鮮魚の「吉川水産」それぞれの福袋を購入すると、今年 10 月に築地から移転した豊洲
市場の見学者コースに両店の担当者が同行して新市場の見どころを解説してくれます。
●「おしゃれを止めるな！福袋（カジュアルスタイル編）」 32,400 円、限定 3 点［1 階 南側入口特設会場］
今年のヒット映画名にちなんだ福袋。カジュアル派の方におすすめのニット帽や靴下、インポートシューズ、
コスメなど合計 13 点セット。このほか、ストールやタイツ、インポートシューズ、コスメなど合計 13 点セット
の「きれいめスタイル編」（32,400 円、限定 3 点）も用意します。

■テーマ④：商品＋体験型
昨今の消費者ニーズの表れか、福袋のラインアップでも「コト消費」の人気が高まっています。それに応える
べく、食品や雑貨、アパレルなどと体験を組み合わせた福袋を用意します。

＊すべてイメージです

●「パパブブレ 飴作り体験福袋」 2,501 円、限定 12 組 24 名様［中地階 京王のれん街「パパブブレ」］

※写真左

スペイン・バルセロナ発祥のキャンディショップで、飴の製造工程を見学しながら、職人の指導のもと練る・
切る作業を体験。ご自身がカットした飴と人気フレーバー「フルーツ Mix」をお土産に。
●「京都るり渓温泉 GRAX グランピング宿泊ペアチケット付き『ショッフェル』福袋」
21,600 円、限定 5 点［5 階 スポーツ用品売場］

※写真中

ここ数年で人気が高まっている「グランピング」。京都の大自然の中で、バーベキューや温泉を楽しめます。
電波遮断効果のある携帯電話ケース（2 個）を使い、滞在中はモバイルを手放してリラックス！このほか、グラ
ンピングに役立つブランケット（2 枚）、トートバッグもセット。
●「『ふわりぃ』世界にひとつ！パパ・ママの手作りランドセル福袋」 45,555 円、限定 9 点［7 階 こども用品売場］

※写真右

ランドセル工場（千葉県）にて、鋲打ちや肩紐付けなど、事前オーダー品の製造工程の仕上げ作業を体験。ラ
ンドセルにはお子様の名前が刻印されたプレート付きで、キャラクターグッズのお土産もあります。
●「女子会のためのきれいめパック」 10,800 円、限定 20 点［2 階 ハーモニー売場］
コート、タートルニット、スカートのきれいめコーディネート 3 点に、新宿店 3 階のネイルサロン「アルティ
ミッド」でのハンドケア体験付き。おしゃれ女子はファッションだけでなく、手先まできれいに整えて女子会へ！
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＜番外編＞
福袋のほかに、初売りご来店のお客様への感謝イベントも！

「2019 年新春京王祭り」初開催
1 月 2 日（水）～4 日（金） ◆新宿店 2 階 ハーモニー売場 特設会場
新宿店では、1 月 2 日（水）の初売りから 3 日間、プレゼントなどが当たる「巨大おみくじガチャ」や日本酒
の試飲が体験できるイベントを 2 階ハーモニー売場 特設会場にて初開催します。日本人顧客はもちろん、訪日
外国人客にも“日本のお正月気分”を味わっていただけるよう無料で参加可能なイベントです。
新宿店は通常、売上高の組織顧客比率が平均約 7 割と高いシェアを占めていますが、初売り時期は近隣の商業
施設と買い回りされる方も多く、１年の中で最も新規のお客様が多くなります。その時期に合わせて、気軽に楽
しんでいただける新春イベントを開催し、新規顧客の獲得を目指します。

●プレゼントやコスメサンプルがもらえる！「巨大おみくじガチャ」
ガチャから出たおみくじに記載のプレゼントなどがもらえる「巨大おみ
くじガチャ」が登場します。
「京王百貨店 LINE＠友だち」新規登録・登録
済みの方が対象（訪日外国人客の方はパスポートの提示のみ）。参加無料。
＜主なプレゼント内容＞
・1 階 婦人洋品売場にてプレゼントと引き換え
・2 階 アクセサリー売場ショップ・財布売場にてプレゼントと引き換え
（内容はショップにより異なる。お渡し条件あり）
・2 階 ハーモニー売場で使える割引券（お渡し条件あり）
・コスメサンプル など

●酒売場バイヤーのおすすめを提供する「日本酒試飲会」 ◆各日 15～16 時
中地階・酒売場のバイヤーが新年におすすめする日本酒を提供いたします。
※未成年の方・お車の運転をされる方のご利用は固くお断りいたします。
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