
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) 

3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） 

・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 RAINBOW GIFT LAND」初開催 ⇒ P2 

  
 

■子供服新ショップ 3 月7 日（木）オープン！ ⇒ P4 

   
 

■2020 年入学向けランドセル商戦スタート ⇒ P5 

   
 

■「京王BBQ ガーデン」 3 月9 日（土）よりスタート！ ⇒ P6 

 
 

■初開催 「angers の蚤の市」 ⇒ P7 

  

ギフト需要の高まる時期にあわせて、リップケアやハン

ドケアなど7つのカテゴリー別に41ブランドのケアアイテ

ムを集積した期間限定イベントを初開催します。 

新たに 2 店を導入し、20～40 歳代ファミリーがデイリー

使いやハレの日などに買い求めやすい価格帯を強化。新

客獲得および既存人気ショップとの買い回りを狙います。 

 

導入3年目の屋上バーベキューが、まもなくオープン。

「デパ地下で買い出し⇒そのまま屋上」という利便性で、

新宿店全体の集客力強化と新客獲得を目指します。 
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リップ・ハンド・ネイルなど・・・7つのポイントケアからギフト提案！ 

  「Keio RAINBOW GIFT LAND」 初開催 

2月28日（木）～3月13日（水） ◆新宿店1階 イベントテラス 
 

新宿店では、リップケアやハンドケアなどのケアアイテムを、7つのカテゴリー別に 41ブランド・計 200点以上

集積した期間限定イベント「Keio RAINBOW
にじいろ

 GIFT LAND」を初開催します。 

当社が現在進めている「客層の拡大」の取り組みの一つとして行った 2016 年秋の化粧品売場改装以降、組織顧客

のうち同売場の20～30歳代の買上会員数が伸長。直近１年でも前年比＋約9%以上と好調を維持しています（集計期間：

2018年1月～2018年12月）。「デパートコスメ（以下、デパコス）ではメイクアップブランドの利用がメイン」という若い

世代に向け、スキンケア等のアイテムを訴求することでさらなる利用拡大を目指します。そこで、ホワイトデーや送

別ギフトなどの需要の高まる時期に合わせ、好みに左右されにくくギフトに最適なケアアイテムを提案するイベント

を開催します。 

 

   
 

  
  

１． ギフトにおすすめのケアアイテム、41ブランド・計200点以上を集積！ 
 

20～30歳代の女性は、インターネットやSNSで情報収集し、予算や個々の基準によって“デパコス”と“ドラッ

グストア系コスメ”を上手に使い分けて購入するという傾向があります。なかでも、「SNS映えする」「持っていると

気分が高まる」といった理由で、“デパコス”ではリップなどのメイクアップアイテムが人気です。一方、ギフトの場

合には、相手の好みのカラーなどがわからなくても選びやすいケアアイテムが多く選ばれています。 

ギフト需要の高まる時期に合わせ、各種ケアアイテムに定評のあるブランドから①リップケア、②ネイルケア、③

ハンドケア、④ボディケア、⑤スキンケア、⑥インナーケア、⑦ヘアケアの7カテゴリー別に、美容部員がおすすめ

する商品を中心に集積。さらに、「自分向け」「友人向け」「先輩・上司向け」と、贈り先に合わせて提案します。「百

貨店のコスメカウンターはブランドごとで比較しづらい」という声にも応え、1 階正面入口付近のイベント用スペー

スを使い、41ブランドからそろえます。 
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＜概要＞ 
 
  

１． 7つのカテゴリー別×贈り先別にギフト提案！ 

41ブランドから計200以上のケアアイテムを集積！ 
 

２．10ブランド・コーナーが登場！美容部員に相談できる 

日替わりのビューティ体験コーナーを併設 
 

３．プレゼントやコスメサンプルがもらえる！ 

クレーンゲームが登場 
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２．日替わりのビューティー体験コーナーで、納得のギフト選びをサポート！ 
 

10ブランド・コーナーが日替わりで登場する「ビューティー体験コーナー」では、美容部員がおすすめの各種ケア

アイテムの使い方やポイントをご紹介します。美容部員からのアドバイスと使い心地の体験によって、より満足度の

高いギフト選びをサポートします。 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 
 
 

３． プレゼント＆コスメサンプルがもらえるクレーンゲームが登場 
 

会場内には、はずれくじなしでプレゼントがもらえるクレーンゲームを設置（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）。油取り紙など女性に嬉しいアイテムがもらえるほか、コスメカウンターへ行くと

コスメサンプルがもらえる引換券（一部お渡し条件あり）も入ります。各日200名様限定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ビューティ体験参加ブランド・コーナー 

①リップケア     クラランス／ハニーロア 

②ネイルケア    インココ 

③ハンドケア    キールズ／ハニーロア／アユーラ 

④ボディケア    フレグランスコーナー／キールズ 

⑤スキンケア    ドクターシーラボ／クレ・ド・ポー ボーテ  

⑥インナーケア  ファンケル 

⑦ヘアケア      CAC 

＜ビューティ体験スケジュール（各日終日）＞ 

2/28（木） ドクターシーラボ       3/1（金）  クレ・ド・ポー ボーテ 

3/2（土）  アユーラ            3/3（日）  クラランス 

3/4（月）  CAC              3/5（火）  ファンケル 

3/6（水）  インココ             3/7（木）～9（土）  フレグランスコーナー 

3/10（日） キールズ（ボディケア）   3/11（月） キールズ（ハンドケア） 

3/12（火） ハニーロア（ハンドケア）   3/13（水） ハニーロア（リップケア） 
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デイリー＆ハレの日の自家需要を強化、客層の拡大を目指す 

  子供服新ショップ 3月7日（木）オープン！ 

◆新宿店7階 ベビー・こども服売場 
 

 新宿店 7階に子供服の新ショップ 2店を導入し、20～40歳代ファミリーがデイリー使いやハレの日などに買い求

めやすい価格帯を強化します。百貨店で主に展開するブランドの6～7掛けを中心価格帯とし、20～30歳代の新客の

獲得および既存人気ショップとの買い回りを狙います。 

インターネットでの価格比較や古着の売買などをうまく取り入れる一方で、SNSで発信するなど子供のおしゃれや

ハレの日イベントには関心が高くお金をかける傾向にある「いまどきファミリー」の需要に応えます。 

 

・「petit main（プティマイン）」 ※百貨店・新宿地区初出店 

SC を中心に展開するショップが百貨店初出店、かつ新宿

地区にも初登場します。子供らしさをプラスしたトレンドフ

ァッションが、男女ともデイリープライスでそろうのが特徴。

特に新宿店では女児向けを充実させ、普段づかいにおしゃれ

心をプラスしたアイテムを展開します。SNSで顧客のコーデ

ィネートを紹介したり、親子やきょうだいのリンクコーデを

提案したりと、「着る」以外にも日常を楽しめるブランドです。

中心価格帯は、長袖カットソー2,000～3,000円、パンツ2,000

～3,500円など。サイズ展開はベビー50～80cm、キッズ80 

  

※イメージ 

～130cm（商品により若干異なります）。 

 

・「CHOPIN（ショパン）」 ※新宿地区初出店（常設ショップとして） 

 高い技術と品質を誇る子供服メーカーが手掛けるフォーマルウエアの、ハイグレ

ードラインを展開するショップ。入卒園時期に期間限定ショップとしての販売実績

もあり高い支持を得ており、3月7日（木）からは常設でオープンします。男女児

フォーマルウエアを中心とした品ぞろえに加え、面接・受験に適したウエアや発表

会など向けの女児ドレス、普段使いもしやすいワンピースなどのカジュアルウエア

もシーズンに応じて取りそろえます。主なサイズ展開は 110～160cm（商品により

若干異なります）。 

また、「こどもビームス」とのコラボレーションラインのフォーマルウエア、「CHO  

PIN with Kodomo BEAMS」も登場。上質な素材とベーシックでありながら清潔

感のあるデザインが特徴です。 

子供向けフォーマルウエアは、ワンピースやジャケットなどコーディネートで購

入すると中心価格帯が 5 万円前後となる場合が多い中、「ショパン」は女児アンサ

ンブルが2万円～3万円、男児スーツセットが2万円前後、コラボラインは3万7,800

円と、セットながら買い求めやすい価格帯でそろいます。 

 

 ※写真上「CHOPIN」、写真下「CHOPIN with Kodomo BEAMS」。ともにイメージ   
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今年も 4月1日から！増税前需要にも注目 

  2020年入学向けランドセル商戦スタート 

4月1日（木）～ ◆新宿店7階 こども用品売場 
 

年々早期化するランドセル商戦。「選択肢が多いうちに」という口コミや、少子化の影響もあり祖父母がスポンサ

ーとなって一緒に選ぶ傾向を受けて、帰省や上京が重なる時期の早期検討・購入が主流に。ご家族または3世代での

一大イベントとなりつつあります。売場展開も前倒し、昨年は前年より1週間早め4月1日からスタートしました。 

昨年の購入のピークは6月。GW前後にインターネット検索や店頭での下見を行い、各店のランドセルを比較検討

したり、組織顧客向け優待などを賢く活用される方が多く見られました。今年は 10 月に消費税増税が予定されてい

ることもあり、早期購入の傾向は続きそうです。 
 

■昨年は明るい色が人気。今年の注目カラーはホワイトとシルバー！ 

下見・購入が多い 5月～6月は装いも夏仕様になる時期。その影響もあるのか、特に女児では明るい色が選ばれる

傾向に。サックスやピンクはもちろん、ブラウン系の落ち着いた色でもキャメルなどの明るいトーンが好まれました。 

＜2019年入学向け「京王のランドセル」 人気ベスト 3＞ 

男児 （品名・カラー・価格）  女児 （品名・カラー・価格） 

 

① 「プーマ百貨店モデル」 ブラック×マリンブ

ルー （73,440円） ☆写真右下 

① 「姫娘超プレミアム エレガントスパンコール」 パ

ールサックス （73,440円） ☆写真右上 

② 「マイフレンド ベーシック」 ネイビー×ブル

ー （46,440円） 

「アプラス」 カーマイン （56,160円） 

③ 

 

「ブレイブランド キューブ」 クロ×マリンブ

ルー （68,040円） 

② 「コンパクト Zip」 バーガンディ×シャンパンゴー

ルド （59,400円） 

 

「地球NASA スタイリッシュ コレクションキュ

ーブ」 クロ  （68,040円） 

③ 「モデルロイヤル ベーシック GIRL」 ビビッドピ

ンク （59,400円） 

※男児3位はほか 2種類あり 

今年の注目カラーはホワイト。ホワイトは避けがちでは…という予想に反し、昨年は

お子様が気に入り売場で手に取る方が複数見られ、購入に至るケースもありました。目

新しい注目カラーとして今年は 2型展開します。今や定番となったパール系やラベンダ

ーに続く、定番カラーになるかもしれません。 

また、男児は人気の「ナイキ」の新色、シルバー×ブラックに注目。男児ランドセル

にはあまりないメタリックでひと際クールな色使いです（81,000円）。 

今年注目のホワイトカラーの新作ランドセル「ハッカキッズ プリズムフラワーリボン」86,400円  

■「置き勉」導入校が登場する可能性もあり、ますます多様化の予想 

いわゆる「脱・ゆとり教育」への転換後、副教材や資料が増えている昨今。現在はそれに対応した A4フラットフ

ァイルタイプのランドセルが主流で、昔より大きく重さも1㎏超のものが増加しています。しかしその荷物の負担か

ら、教科書などを学校に置いて帰る「置き勉」を認める方向性が昨年報じられ話題に。今後は入学する学校の動きに

よりランドセル選びのポイントが分かれそうです。 

当社でも多様化する動きに対応し、一般的なマチよりもワイドなタイプの強化や、A4 フラットファイル対応なが

ら1kg未満のもの、おしゃれ心をくすぐる「かぶせ」が付け替え可能なタイプ、こだわりの工房系の強化など、多様

な選択肢をそろえます。 
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お花見の前後にも楽しめます！ 

  「京王ＢＢＱガーデン」 今年は 3月9日（土）よりスタート！ 

◆新宿店 屋上 
 

新宿店では、3月9日（土）より屋上に最大で約500席利用可能な「京王BBQガーデン」をオープンします。今

年で3年目を迎える屋上バーベキューは、昨年よりも1カ月早めて3月からのスタート。4～11月に実施した昨年の

実績は、売上高前年比で約8倍、利用客数も前年比約7倍と大きく伸長しました（前々年は7～11月の実施）。 

幅広い世代で楽しめるバーベキューを契機に、普段百貨店の利用が少ない若年層や家族連れ（親子・親子孫の三世

代）などの来店を促し、引き続き新宿店全体の集客力強化および新客の獲得を目指します。 
 

  

■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！ 

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。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

力で、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。 

駅からすぐの食品フロアで購入してそのまま屋上に行けるのも、当社ならではの高い利便性。地下食品フロアには

国産和牛、新鮮な魚介類や野菜、酒類がそろい、手ぶらでのご来店に加えて、バーベキュー中には昨年改装した惣菜・

菓子売場でおつまみやスイーツなど “プラス1品”も調達可能です。 

■今年はサクラの装飾も 

会場内は42,000球以上のイルミネーションで彩られ、夜には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、オープン直後の3月限定で会場内にサクラをイメージした装飾を施し、一足早く春の

訪れを演出します。 

■営業時間・概要 

・営業時間：3月9日（土） ～ 11月24日（日） ①11時～14時／②15時～18時／③19時～22時 

※3月および 11月は土・日・祝日のみの営業、19時～22時の部は実施なし。 

※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。 

・事前予約：＜WEB＞ http://digiq.jp/keio  

        ＜TEL＞ 0570-09-0014（9時～17時、BBQ予約カスタマーセンター）  

        ※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）。 

※5月以降は飲み放題メニューを提供予定。 

 

昨年の様子 

（2名様より） 

（1名様） 
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北欧インテリアから人気作家のうつわまで！ 

  【初開催】「angersの蚤の市」 ～北欧気分な雑貨とうつわ～ 

3月14日（木）～20日（水） ◆新宿店1階 イベントテラス 
 

当社グループのEC専業会社であるセレクチュアー（株）が運営する「アンジェ web shop」は、「気ままな暮らし」

をテーマに、シンプルで楽しいライフスタイルを提案。このたび、期間限定で新宿店1階にポップアップショップ

「angers
ア ン ジ ェ

の蚤の市」を出店します。なお、セレクチュアーによる当社へのリアル店舗出店は初となります。 

今回は、30歳～40歳代を中心とした幅広い年代の女性に根強い人気の「北欧」を切り口に、雑貨はもちろんのこ

と、北欧テイストのインテリアや食器となじむ小物や和食器まで、本イベント限定販売の商品も含めて約260アイテ

ムがそろいます。 

 

■北欧インテリア好きの方へ 

●しろくま貯金箱＆どんぐり帽子セット 3,132円（限定100点）  蚤の市限定  

フィンランドの銀行「Nordea Bank」のノベルティとして長く用いられ

た貯金箱の復刻品。かわいらしくインテリアとしても映えるクマに、今回

のイベント限定品としてニットのどんぐり帽子をセットで販売します。 

※限定品の帽子は、どんぐり帽子専門のクリエイター「hanatot」さんが一点一点作り

上げたものです。  

 

■北欧テイストとマッチする小物や食器も 

  
 

＜出展ブランド・作家の一例＞ 

●BIRDS’WORDS
バ ー ズ ワ ー ズ

 ※写真左 

大阪を拠点に活躍している陶芸作家・伊藤利江さんが生み出す、シルクスクリーンのポスターやフリーカップなど

の陶磁器、紙製品を販売。鳥や花のモチーフを中心にしたアイテムは、北欧の世界観とも近く、インテリアに温かみ

をプラスしてくれます。 

＊主な販売商品：シルクスクリーンポスター＋フレームセット（4,860円）、パターンド カップ（2,376円） ほか 

●阿部慎太朗 ※写真右 ☆3月16日（土）、17日（日）のみの数量限定販売 

茨城・笠間を拠点に作陶する若手で、年2回開催されている益子の陶器市では早朝から行列ができるという人気作

家。グレーを基調とした優しいカラーとフォルム、浮かび上がるレリーフは北欧食器とも好相性です。 

＊主な販売商品：レリーフ皿や豆皿などを販売予定（1,620円～） 
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