
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) 

4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） 

                  ※4/28、29、30 は～20 時 30 分 
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■ご当地パンフェスティバル／春のパンフェスティバル ⇒ P2 

  

 

■“「家ナカ」で過ごす時間を充実させる”人気アイテム ⇒ P4 
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2014年に始まり、今や春・秋の人気イベントとなった

「パンフェスティバル」。会期前半は「ご当地パン」を中

心に集積、後半は初出店店舗を含めての開催です。 

「休日は家でゆっくり過ごす」という方へ、10連休時の自

家需要、帰省時や友人宅を訪問する際の手土産として

も需要が見込まれる人気商品を紹介します。 

広く、長く愛されるブランドたち・・・・・・・・・・・・・・ 
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注目 

5月の改元によって新しい時代がスタート。しかし、時

代が移り変わっても、さまざまな立場の人々に愛され

続ける商品があります。 

平成8年秋より年2回開催してきた特徴催事で、都内百貨店では当社のみの開催。会場には24店舗の質店が出店し、海外の

トップブランドのバッグ、ジュエリー、時計、小物などを豊富な商品量で展開します。 
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春もパンまつり♪ 

  ご当地パンフェスティバル／春のパンフェスティバル 

4月1日（月）～17日（水） ◆新宿店中地階 エキサイティングスポット 
 

2014年に始まり、今や春・秋の人気イベントとなった「パンフェスティバル」。食品フロアのイベントスポットで

のコンパクトな開催ながら毎回反響があり、「老若男女問わず皆で楽しんでいただく」をベースに、回を重ねるごとに

趣向を変えて担当者が編集してきました。今回も一定期間ごとに店舗を入れ替え、前半の10日間では2018年秋開催

時にも好評だった「ご当地パン」を中心に集積するほか、後半の7日間は新たな担当者が選定・交渉を行い、出店が

かなった初出店店舗を含めての開催となります。 

 

 

 

■前半：ご当地パンフェスティバル ☆4月1日（月）～10日（水） 

地元で愛されるパンが全国各地から大集合！素朴ながらも個性あふれる“ご当地パン”に加え、ロイヤルブレッド

でおなじみの金谷ホテルベーカリー（栃木県）などが登場します。約120種類のご当地パンはすべて袋に入って並ん

でおり、お客様がかごを持ってお好きなパンを選んでいただくスタイルで販売。各地で愛されているパンの食べ比べ

で旅気分を楽しめ、初日から5日（金）は東日本、6日（土）～10日（水）は西日本のご当地パンを中心にそれぞれ

展開します。 

 
 

＜初出品のご当地パン一例＞ 

▲日糧製パン（北海道）「林檎ふかし」160円 

▲たいようパン（山形）「つや姫玄米ゆきちから食パン」750円 

           「山形いも煮カレーパン」260円 

◆パンあづま屋（石川）「コーヒーサンド」250円 

◆山一パン総本店（京都）「メロンの妖精」190円 

◆なんぽうパン（島根）「いちじくジャムパン」200円 

 

※▲＝4月1日（月）～5日（金）の販売／◆＝4月6日（土）～10日（水）の販売 

 

 

 

 

 

 

※イメージ 
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2018年秋の様子。コンパクトな会場ながら 

毎回賑わいを見せています 
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■後半：春のパンフェスティバル ☆4月11日（木）～17日（水） 

今回初めてパンフェスティバルの企画に携わったのは、食品部門に異動して日が浅い女性社員。初めて店の選定・

交渉などを一人で行い、百貨店催事初登場を含む4つの当社初出店の誘致に成功。担当者いわく「バラエティに富ん

だ““街のパン屋さん”を意識した」というラインアップで、期間合計7店舗が集まります。 

    

 

●ベーカリーズキッチン オハナ  百貨店催事初出店  

2014年に埼玉県本庄市に1号店、昨年12月には東京初出店の二子玉川店をオープン。食パン・菓子パン・調理パ

ン・ドーナツ系など常時120種類以上の焼き立てパンを提供している人気店が、百貨店催事に初出店。ドイツの郷土

菓子をアレンジして、シュー生地にラムレーズンを入れて揚げ、ドーナツシュガーをまぶした「クラプフェン」（1個194

円、写真①）のほか、秩父源流水や北海道産の小麦粉・キタノカオリなどを使って焼き上げた「秩父源流水 生クリーム

食パン」（1斤432円）も販売します。 

●パンパティ  京王百貨店初出店  

町田本店のほか、東京・神奈川に合計4店舗を出店。地域の住民においしいパンを提供しています。トリュフオイ

ルとトリュフ塩で風味付けした、もっちりとした食感が楽しい「トリュフの塩パン」（1個300円、写真②）や、赤ワインで

じっくり煮込んだ牛肉入りの1番人気商品「牛肉ゴロゴロカレーパン」＊（1個162円）などもそろえます。 ＊4月16日

（火）、17日（水）のみの販売 

●ベーカリーカフェ デリス  京王百貨店初出店  

三鷹に店舗を構え、ランチタイムには店内で楽しめる自家製焼き立てパンの食べ放題が人気のベーカリーカフェ。

デリスで20年続く人気の食パン「デリスリッチブレッド」（1斤330円、写真③）は、卵とバター、生クリームをふんだんに

使用し、長時間発酵、低温焼成で仕上げた耳まで柔らかい口当たりが特長です。 

●カフェ・プラネット・ショコラ  京王百貨店初出店  ☆出店期間：4月11日（木）～14日（日） 

オーガニック商材にこだわり、銀座店に加え、有楽町駅前の東京交通会館ではキッチンカーを使ってカフェメニュ

ーを提供。メインのプレッツェルはドイツ、ポーランドから生地を直輸入し、日本で焼き上げています。「ラウゲンプ

レッツェル」（1個300円、写真④）は、ほんのり塩味ともちもちの食感でお酒との相性もぴったりです。 

 

【初出店以外の出店店舗、出品商品】  

●富士屋ホテル（箱根）：大正4（1915）年からレシピが受け継がれているアップルパイが看板メニュー 

●ビゴの店（川崎）：日本にフランスパンを伝えたことで有名な本格フランス式ベーカリー 

▲ドゥエ・トゥレ（西八王子）：できるだけ体に優しいものを目指し、材料や生地にこだわってパン作りを行っている店 

★福田パン（盛岡）：盛岡市民のソウルフードとして人気のコッペパン専門店  

★ベーカリー＆カフェ キクチヤ（仙台）：パン生地はイチゴ味、種はチョコチップで表現した「スイカパン」が話題の店 

※▲印の出品は 4月15日（月）、16日（火）のみ、★印2店の出品は 4月17日（水）のみ 

 

① ② ③ ④ 
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10連休の“おこもり”は、美味しく、楽しく！ 

  “「家ナカ」で過ごす時間を充実させる”人気アイテム 

◆新宿店各階 
 

「休日は家でゆっくり過ごす」という方に、“家ナカでの楽しみ”をプラスするアイテムが人気です。先に控える

10連休に、自家需要に加え、帰省時や友人宅を訪問する際の手土産としても需要が見込まれる人気商品を紹介します。 

 

■男女・世代問わず人気はやっぱり“食”！ ◆6階 生活雑貨ショップ売場／8階 リフレピア売場 

 外食の代わりに“家でちょっと贅沢に過ごす”ために、「ご飯のお供」「お酒のお供」を求める方が増えています。未

開封状態であれば日持ちがするため、「食べたい」と思ったタイミングで楽しめるのもポイントです。 

●「久世福商店」 おかず味噌シリーズ各種  ◆6階 生活雑貨ショップ売場 

昨年3月に新宿店6階にオープンした「サンクゼール社」が手掛ける食のセレ

クトショップで、１年が経過した現在も好調に推移しています。同店のなかでも

人気が高いのが「ご飯のお供」に便利な「おかず味噌シリーズ」。素材と製法にこ

だわった計 6種で、500円弱と手に取りやすい価格です。ご飯はもちろん野菜や

肉などに添えても美味しく、食卓にプラスワンすることで「お家
うち

ご飯」が充実。

帰省やホームパーティなどの手土産としてもおすすめです。 

 

●「北海道フーディスト」 おつまみ各種  ◆8階 リフレピア売場 

  

 

  

3 月 7 日（木）にオープンした物産ショップで、北海道の銘菓に海の幸・山の

幸などあわせて約850種が並びます。オープン以降、夕方や週末には「晩酌のお

供」を探す男性が多く訪れています。お酒をたしなむ方に人気の「鮭とば」は10

種類以上を取り扱い、そのほかにも各種干物やチーズ、塩辛など「食の宝庫・北

海道」ならではの豊富な品ぞろえで、選ぶ楽しみも提供。自宅で“こだわりのお

つまみ”とお酒との相性を試しながら楽しむ需要に応えます。     
 
 
■大型連休前に「おもちゃ」の準備を！ ◆7階 子供用品・ホビー雑貨売場 

ゴールデンウィークや夏休みなどの大型連休中は、「家で子どもと遊ぶバリエーションが欲しい」「帰省した孫にプ

レゼント」といった理由でおもちゃの購買が増える傾向があります。近年話題の知育玩具も需要を押し上げそうです。 

●「KATAMINO（カタミノ）」 6,048円  ＜「おもちゃプラザ」にて取り扱い＞ 

フランス・ギガミック社の知育玩具パズル。さまざまな形のピースを限られた

スペースにピッタリと収める脳トレゲームで、問題は500種、組み合わせは36,057

通りあります。対象年齢3～99歳と、子どもから大人まで3世代で一緒に楽しめ

ることも人気の理由です。 
 

 
●「マグ・フォーマー クリエイティブセット」 （90ピース） 19,440円 

※写真の車輪パーツのみ別売り（1,620円）＜「ボーネルンド」にて取り扱い＞ 

世界の優れた遊び道具をそろえる「ボーネルンド」のなかでも人気の高い、世

界65ヶ国で親しまれている図形ブロック。磁石で簡単に組み立てられ、年齢に合

わせて遊び方もステップアップ。3～4歳ごろはつなげたり簡単な造形遊びを楽し

め、小学生以降は遊びながら立体構造の理解や空間把握力などを育みます。  

 

だしで煮た玉ねぎにのせても◎ 

（左）国産かつおのおかず味噌（145g）486円 
（右）国産九条ねぎのおかず味噌（140g）486円 

2019 

鮭とばやホタテの干物が一面に。そのほか、 
タラの干物も約20種そろいます。 

4 
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新しい時代を迎える今だから 

  広く、長く愛されるブランドたち 

◆新宿店中地階 菓子売場／京王のれん街、8階 レストラン街「新宿Keioダイニング」 
 

5 月に控える改元によって新しい時代がスタートしますが、時代が移り変わってもさまざまな立場の人々に愛され

続ける商品があります。品質の高さ、伝統などに裏打ちされたブランドを紹介します。 

●とらや［菓子売場］ 

室町時代後期に京都で創業し、5世紀にわたって和菓子を作り続ける老舗。明治2（1869）

年の東京遷都に伴って、京都の店はそのままに東京にも出店、現在に至っています。とらやと

言えば“ようかん”ですが、その魅力を海外に広める取り組みを行うなど、挑戦を続ける高級

和菓子店です。  

●塩瀬総本家［京王のれん街］ 

貞和5（1349）年に創業、中国から来日した塩瀬総本家の始祖・林淨因
りんじょういん

氏が僧侶に向けて作

った、餡を皮に包んで蒸し上げたものが日本でのまんじゅうの元祖といわれています。現在は、

餡に北海道音更町の小豆（エリモショウズ）を使用。皮もヤマトイモを職人がすり下ろし、練

り上げて、餡を包むまですべて手作り。創業から受け継がれた味です。  

●山本海苔店［京王のれん街］ 

 嘉永 2（1849）年創業。海苔の販売方法を顧客ニーズに応じ、自家用／進物用など 8 種類に

分類した二代目の手法は安政5（1858）年当時としては画期的で、「海苔は山本」と言われるよ

うになったとされています。また、現代では大人から子供まで親しまれている「味附海苔」は、

明治2（1869）年に山本海苔店によって創案されたもの。  

●銀座木村家［菓子売場］ 

創業は明治 2（1869）年、その 5 年後に創業者・木村安兵衛氏が酒種あんぱんを考案、販売

を開始。洋のパンに和のあんが融合した和洋折衷の画期的なあんぱんとして今日まで愛され続

けています。当時開発された酒種発酵種は現在まで代々受け継がれ、木村家は今年3月28日に

創業150周年を迎えます。  

●銀座千疋屋［京王のれん街］ 

千疋屋総本店からのれん分けを受け、明治27（1894）年に創業。日本初のフルーツパーラー

を開業したことでも知られる果物専門店です。最上級の果物を最高においしい時期に食べても

らえるよう、専門の目利きが食感と味覚をもとに一点一点の商品を選んでいます。  

●清月堂本店［レストラン街］ 

明治40（1907）年に銀座で創業。清月堂に言い伝えられている「一代一菓」という言葉には、

“味覚は時代とともに変わるもの”という考え方によって、代々一つの菓子を守るのではなく

自分の代に自分の菓子を作るように、との意味が込められています。当社では、甘味や釜飯を

中心とした形態で営業しています。  

●サロン・ド・テ・コロンバン［レストラン街］ 

大正13（1924）年に東京・大森で創業。ケーキの代名詞ともいえるショートケーキは、創業

者である門倉國輝氏がフランスでの修行を活かし、考案されたとされる日本独自のケーキです。

当社ではデザートメニューのほか、プレートメニューなどの軽食も楽しめる“サロン・ド・テ”

として営業中。  
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買い取りの同時査定を利用して上手にリサイクル！ 

  質流れ品大市 

4月17日（水）～23日（火）＜最終日は 16時閉場＞ ◆新宿店7階 大催場 
 

首都圏を中心とした質店の団体「東京質屋情報センター」の協力のもと、平成8年秋より年2回開催してきた特徴

催事で、都内百貨店では当社のみの開催となります。会場には 24 店舗の質店が出店し、海外のトップブランドのバ

ッグ、ジュエリー、時計、小物などを豊富な商品量で展開します。 

24の質店が一堂に会するため、同じ商品を複数の店舗で比較しながら購入することができ、価格も質流れ品という

特性から商品の状態に合わせた適正価格となっており、予算に応じて、より満足度の高いお買い物が楽しめます。「憧

れブランドが気軽に手に取れる」「現在販売されていない逸品や掘り出しものを探す」など、さまざまな楽しみ方がで

きるイベントです。 

 

■リユース品を百貨店が扱う意外性 

当社では、昭和の時代から「リユース」「リサイクル」から着想した催事を企画。全国の骨董品を集めた「珍品逸

品よろず市」（昭和43年）や大阪万博のパビリオン展示品を販売した「万国博展示品大処分市」（昭和45年）を開催

するなど、リユース品との親和性があります。平成8年から始めたこの「質流れ品大市」も当時百貨店としては初の

試みで、以来、「質流れ品」を百貨店が扱うという意外性、百貨店での購入という安心感や買いやすさ、質店の確かな

鑑定眼に対する信頼感に毎回多くのお客様が来店されます。 

 

■期間中その場で買い取り可能な「買い取りコーナー」が充実 

  リサイクル意識の高まりや節約志向に加え、買い取り店の増加やフリマアプリの普及もあり、お客様が「自分の身

の回り品を売る」ことに抵抗がなくなっていることから、毎回反響が大きく、承り件数を増やしています。 

買い取りコーナーは本催事会期中の全日行っており、ブースも 11 席用意。また、それぞれの質屋の特性によって

評価額が変わるため、お客様の希望に応じて、最大8社が同時に査定を行い、最も評価の高い質屋への依頼が可能で

す。 

買い取りコーナー受付時間：各日10時～18時（最終日は 14時受付終了） 

対象品 ：ブランドバッグ、時計、金・プラチナ・宝石 

注意事項：・金・プラチナはその日の相場をもとに計算した査定額で買い取り、コイン・インゴットは不可 

       ・売却は20歳以上の方のみ（学生不可）、お一人様1回合計10点まで 

       ・印鑑とご本人確認書（運転免許証・各種保険証等）が必要   

        ※売却希望の品物によっては承りできない場合あり 

        ※売却後はいかなる理由でも買い戻し・契約解除は不可   

 

■毎回人気のコーナーも充実！ 

・ルイ・ヴィトンの比較購買が可能！ 

    「ルイ・ヴィトン」のバッグを中心にほかの小物と一緒に一か所に集積して販売します。同じ型でも状態を比較

できるなど、自由に手に取って選べ、お気に入りを探す楽しみが人気です。  

・5万円以下ブランドバッグコーナー 

    人気ブランドのバッグを5万円以下で大放出するコーナー。価格の上限が決まっているので、宝探しをする感覚

で気軽に好みのものが探せます。  
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