2019 年 2 月 28 日
株式会社 京王百貨店

新宿店開店 55 周年記念

大九州展

会期：3 月 14 日（木）～20 日（水）
会場：京王百貨店新宿店 7 階大催場
営業時間：10 時～20 時 ＜最終日は 16 時閉場＞

＜おすすめポイント＞
◇宮崎県を特集！：肉に海鮮、スイーツまで！よしもと芸人とのコラボメニューも！
◇博多ラーメンの人気店！：現地でも行列ができる人気店がイートインに初出店！
◇イベント！：よしもと、落語、キャラクター・・・日替わりで開催！

新宿店では、九州全 7 県の老舗や有名店、名産品、伝統工芸品などが一堂に会する「大九州展」を開催
します。毎年 1 つの県にスポットを当てている特集は、銘柄牛やマンゴーなどでおなじみの宮崎県をピッ
クアップ。今回はさらに、新宿店の開店 55 周年を記念し、大九州展初の試みとしてよしもと芸人とのコ
ラボメニューを企画。宮崎ハーブ牛を使った当社限定の弁当や、特産品のマンゴーを使ったソフトクリー
ムなどを販売します。このほか、京王百貨店初出店となる博多の人気ラーメン店によるイートインをはじ
め、九州各県のうまいものや職人の伝統技術が光る工芸品など、全 91 店（食品 65 店、工芸品 26 店）を
展開します。
また、よしもと芸人のトークショー、宮崎県出身の落語家による寄席、キャラクターによるステージイ
ベントなども日替わりで実施し、大九州展を盛り上げます。

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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■今年の特集は宮崎県！
③

②

①

●藤原牧場 やまんうえ「彩皆無。おかずクラブの茶色い弁当」（1 折） 1,620 円 ※写真①
京王百貨店初出店

実演

京王百貨店限定

飼料からこだわったハーブ牛を飼育・販売する、藤原牧場が直営しているレストラン。
「宮崎ハーブ
牛」は、厳選された 4 種類のハーブとビタミン E を合わせた配合飼料で育てられ、旨味があってジュー
シー、そして後味がさっぱりしていることが特長です。限定メニューはよしもと芸人「おかずクラブ」と
のコラボで、
「弁当全体を茶色にしては？」という意見を反映し、ランプやカルビ、ステーキをご飯が見
えないように盛り付け、付け合わせも含めて“茶色”で仕上げました。各日 50 折販売予定。
●ソフトクリーム開発工房 C&G「ひなたアイス」（1 個） 600 円 ※写真②
京王百貨店初出店

イートイン

京王百貨店限定

使用する牛乳は契約酪農家から仕入れ、香料や合成着色料などを使わない製品開発を行っている宮崎市
の企業。SNS 映えしそうなぷっくりとしたフォルムのアイスは、霧島山麓牛乳を使用した濃厚なプレー
ンソフトクリームをベースに、宮崎県出身のおかずクラブ・オカリナさんのアイデアで、たっぷりのマン
ゴーソースに金柑の甘露煮とマンゴーのドライフルーツをトッピングしました。このほか、相方のゆい P
さん考案「宮崎愛す」（1 個、600 円 ※写真③）も販売します。
④

⑦

⑥

⑤

●浜王水産「めひかり唐揚げ」（100g） 648 円／「ふぐ唐揚げ」（1 パック） 864 円 ※写真④
京王百貨店初出店

店内調理

浜王水産は、宮崎の漁師町・北浦で地魚の加工品製造・販売を手掛けています。脂がありながら淡白な
味わいの白身が特長の深海魚、宮崎産のメヒカリを使った地元の郷土料理「めひかり唐揚げ」や、丁寧に
骨を取り除いた九州産サバフグを小さめにカットした「ふぐ唐揚げ」などを販売します。
●浜田水産「浜ちり（天日干しちりめん）」（100g） 864 円 ※写真⑤

京王百貨店初出店

大正 4（1915）年創業、漁から加工まで一貫作業で宮崎特産のちりめんじゃこを作り続けている老舗。
水揚げされたイワシの稚魚をすぐに加工場へ運んで素早く釜茹でした後、昔ながらの天日干しにこだわっ
て無添加で仕上げています。噛むほどに甘みが広がり、ちりめんじゃこ本来の旨味が楽しめます。
●味のくらや「からいも団子」（6 個入） 780 円 ※写真⑥

実演

宮崎特産のカライモ（サツマイモ）や日向夏などを使い、昔なつかしい味、土地に伝わるふるさとの味
だけでなく、創作菓子までそろえる和菓子店。
「からいも団子」は、つきたての餅とサツマイモでできた
生地で甘さを抑えた粒あんを丁寧に包み、きな粉をまぶして作る郷土菓子です。
●新生堂菓子舗「宮崎のチーズ饅頭」（6 個入） 880 円 ※写真⑦

京王百貨店初出店

新生堂菓子舗は、昭和 30（1955）年から和菓子を中心に土産品などを製造・販売。餡の代わりに植物
性チーズを使った「チーズ饅頭」は宮崎名物としても知られ、そのまま食べるだけでなく、冷やすとさら
においしく食べることができます。
このほか、あかのや「鶏の炭火焼き」や、ダイニングエムズあすなろ「チキン南蛮」も販売します。
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■【イートイン】博多ラーメンの人気店が初出店！
※営業時間：10 時～（ラストオーダーは各日閉場の 1 時間前）

⑧

⑨

⑩

う な り

●＜福岡＞ラーメン海鳴「魚介とんこつラーメン」（1 人前） 940 円 ※写真⑧
京王百貨店初出店

京王百貨店限定

福岡市内に 5 店舗を構え、
“博多とんこつの進化系”とも呼ばれる人気のラーメン店が初出店。時間を
かけて作るこだわりの豚骨スープと魚介スープを合わせ、独自ブレンドの自家製麺を使用する看板メニュ
ーの「魚介とんこつラーメン」に、スープとの相性を考えて控えめに味付けされたチャーシューと煮卵を
のせた限定メニュー（各日 50 食販売予定）のほか、新しい食材の組み合わせの提唱として豚骨×バジル
の「ラーメンジェノバ」（1 人前、870 円）を提供します。
●＜佐賀＞カイロ堂「佐賀牛イチボステーキ」（1 人前、120g ライス・スープ付） 1,980 円 ※写真⑨
JR 九州主催の「九州駅弁グランプリ」3 連覇の実績を持ち、当社の名物催事「元祖有名駅弁と全国う
まいもの大会」でも人気の店舗がイートインに出店します。牛一頭からわずかな量しか取れない希少部
位・イチボを使ったステーキは、ブランド牛の中でトップクラスの肉質基準を満たした佐賀牛本来の味を
楽しむことができます。
●＜鹿児島＞天文館むじゃき「京王限定 モンブラン白熊」（1 個） 864 円 ※写真⑩

京王百貨店限定

昭和 24（1949）年の販売開始から 70 年の歴史を持ち、鹿児島名物「白熊」の本家とも言われる老舗。
「白熊」という名前の由来は、販売を始めた当時のトッピングの配置を上から見たときに、シロクマの顔
に似ていたことから名付けられたそうです。削りたての氷にむじゃきの自家製ミルクと蜜をかけ、通常で
はたっぷりのフルーツをトッピングするところを、本催事限定メニューでは安納芋ペーストをモンブラン
のようにデコレーションし、さらにサツマイモの角切りとサツマイモチップスを盛り付けています。各日
50 個販売予定。

■博多の名菓が初登場！
●＜福岡＞明月堂「博多通りもん」（5 個入） 560 円

京王百貨店初出品

バターを加えて練り上げた白あんを、生クリーム入りの外皮で包んだ名菓
が当社催事に初出品。博多に伝わる和菓子の伝統に、西洋菓子の素材を取り
入れた博多生まれのまんじゅうは、世界的な食品コンテストでも 18 年連続
で金賞を受賞しています。各日 500 点販売予定、お一人様 2 点まで。
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■お酒好きにはたまらない・・・焼酎 55 本をまとめてお届け！
●「新宿店開店 55 周年記念 55 本セット」（各 1,800ml） 98,000 円
「魔王」
、
「森伊蔵」
、
「伊佐美」
、
「三岳」など人気の銘柄を中心に、合
計 55 種類・55 本の焼酎をセットにしてお届けします。配送限定（送料
別途）の承りで、先着順の販売。限定数 10 セット。

■肉好き注目！999 円弁当！
九州の“うまかお肉”を気軽に楽しんでいただけるよう、毎日午前と午後の 2 回※に分けて、3 つの店舗
から 1 折 999 円の弁当を販売します。午前は 10 時の開店と同時に、午後はお出かけや仕事帰りにも立ち
寄っていただける 17 時から、各店舗・各時間に各 30 折を販売予定。※最終日の 3 月 20 日（水）は 10 時のみ

●＜宮崎＞藤原牧場 やまんうえ「みやざきハーブ牛 焼肉めし」 ※写真左 ☆3 種類すべて 実演
●＜佐賀＞カイロ堂「佐賀牛ミニローストビーフ丼」 ※写真中
●＜鹿児島＞Dining 萬來「トリトン弁当」 ※写真右

■トークショーに寄席、キャラクターイベントも！
●京王ひなた寄席 ☆3 月 14 日（木） 11 時～／14 時～（各回約 40 分）
「みやざき大使」
「日向市観光大使」の落語家・桂歌春さんによる寄席と、歌春さんの娘でタレントの
田代沙織さんによる大喜利など。
●くまモンがやってくる ☆3 月 15 日（金） 11 時～／13 時～（各回約 30 分）
熊本県の営業部長兼しあわせ部長「くまモン」のステージイベント。
●宮崎県ゆるキャラ「みやざき犬 ひぃ君」＆ソラシドエア CA がやってくる
☆3 月 16 日（土） 13 時 30 分～／15 時 30 分～（各回約 40 分）
宮崎の特産品やゆかりのあるかぶりものをかぶって宮崎の PR を頑張るわんこと、九州で創業した航空
会社のキャビンアテンダントが登場。
●おかずクラブ トークショー ☆3 月 17 日（日） 10 時 30 分～／12 時 30 分～（各回約 40 分）
宮崎出身のオカリナ、兵庫出身のゆい P の人気女性コンビ「おかずクラブ」のトークショー。
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