
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 竹田、深山、篠原、島田 

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、5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） 

※4/29、5/3、4、5のみ、地下 1階～3階は～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。 

 

 

 

 

■２０１９年 京王のお中元 ⇒ P2 

  

■京王アサヒスカイビアガーデン、5/30（木）よりスタート ⇒ P4 

  

■全天候対応 人気のアウトドア商品 ⇒ P7 

  

■202０年入学向けランドセル、商戦ピークへ突入 ⇒ P8 

  

「にっぽん夏色のあじわい」と題して、冷やしておいしい

グルメや「美味適量（簡単・少分け）」などを特集し

ます。京王限定コラボレーションギフトにも注目です。 
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ランドセル商戦は最盛期へ。増税前の購入を目指し

て、6月中が受注のピークになる予測です。オーダーメ

イド受注会などで好みの多様化に対応します。 

 

毎年恒例のビアガーデンがいよいよスタートします。今年

はSNS映えを意識したドリンクを拡充。料理も話題のフ

ードメニューなどを揃え、集客力向上を目指します。 

アスレジャーの定着により、アウトドアブランド商品の普

段使いが増えています。全天候対応、軽量というアウト

ドア商品ならではの機能で梅雨時期も快適に。 
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贈り先に寄り添う、「クールギフト」を強化 

2019年 京王のお中元 

6月 6日（木）～7月 23日（火）  ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7階 ギフトセンター 

6月 1日（土）～7月 31日（水）  ◆セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店、 

6月 6日（木）～7月 31日（水）  ◆キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

5月 20日（月）午前 10時～7月 30日（火） ◆インターネット shop.keionet.com 

 

今年のお中元ギフトのテーマは、「夏の醍醐味を贈る」。「にっぽん夏色の味わい」と題して、冷やして美味しいお

かずや日本酒のほか、好調カテゴリーのアイスクリーム16点を含む夏に嬉しいグルメ34点を特集します。昨夏の酷

暑の影響に加え、「親戚や親しい方に吟味して贈る」という傾向の高まりもあり、冷蔵・冷凍配送でお届けし、贈り先

のタイミングで美味しい状態を楽しんでいただける「クールギフト」に注目。そのほか、単身世帯の増加や“時短”

需要の高まりにともない堅調に推移している「美味適量（簡単・小分け）」などを特集します。 

■＜初特集＞冷やして美味しい「にっぽん夏色の味わい」 

冷やして美味しいグルメを、肉・海鮮・酒類など多岐にわたってそろえます。なかでも、アイスクリームは直近 3

年間で売上が約2倍に伸長し、幅広い世代に人気の好調カテゴリー。アイスクリームは前年に対し、4点増の16点を

特集し強化しています。 
 

●シフォンケーキムムス「アイスサンド」 4,320円 

昨年2月に新宿店・菓子売場にオープンしたシフォンケーキ専門店。しっとり

ふわふわのシフォンケーキに、バニラアイスをサンドしました。常温でお好みの

柔らかさまで溶かしていただくのがおすすめです（ロイヤルミルク・プレーン・ト

リプルチョコ・バナナ・オレンジ・キャラメル・抹茶・ラムレーズン各1）。【賞味期

限 冷凍30日】  

●ジョエル・ロブション「グラス＆ソルベ」 5,400円 

世界中でモダンフレンチを展開する「ジョエル・ロブション」のクールスイー

ツ。素材の風味や酸味、甘みなどの絶妙なバランスとなめらかな口どけにこだわ

って作られた8種類の詰合せです（バニラ・チョコレート・バジル＆ライム・ユズミ

ルク・カフェ・フランボワーズ・エキゾチック・抹茶 各1）。 

 

●「宮崎県産安納黒豚冷しゃぶしゃぶセット」 5,400円 

鹿児島県・種子島産の安納芋を食べて育った安納黒豚は、きめ細かい肉質に加

え、甘みのあるあっさりとした脂身が特徴。冷しゃぶにすることで、しっとりと

した食感とロース・バラ・モモ肉それぞれの旨味がより際立ちます（安納黒豚しゃ

ぶしゃぶ用600g＜ロース・バラ・モモ 各200g＞）。【賞味期間 冷凍90日】  

●日本料理 てら岡「冷たい唐揚げ・知鳥鶏（しっとうと）」 4,536円 

博多の老舗料亭「てら岡」の職人技で仕上げた、冷やして美味しい唐揚げのセ

ット。高温の油で揚げてから急速冷凍することで旨みを閉じ込めています。独特

のカリカリ食感が特徴の、夏のおつまみに最適な一品です（手羽中唐揚げ380g、鶏

皮唐揚げ380g）。【賞味期間 冷凍60日】  
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■＜特集＞「美味適量（簡単・小分け）」 

少ない手間で楽しめるギフトは年々注目されています。個包装で簡単調理が可能な、プラス一品に便利な本格グル

メを集めました。複数の味がセットになったものを中心にそろえており、お一人様や少人数でも楽しめます。 

●賛否両論「和食ギフト」 5,400円 

東京・恵比寿にある日本料理店「賛否両論」の人気料理人・笠原将弘氏が監修

したこだわりの和食セット。しっとり柔らかく仕上げた肉料理を5種詰め合わせ

ています（牛とろとろ煮170g、鶏の西京焼き160g、釜炊き叉焼180g、つくねの蕪み

ぞれ仕立て200g、蒸し鶏の梅ジュレ仕立て150g）。 

  

●佐藤水産「蟹とホタテの海鮮おこわ」 5,940円 

北海道札幌市を拠点とし、北海道の水産加工品を全国展開する佐藤水産。カニ

の旨みと炙りホタテの香ばしさを引き出し、ふっくらと炊き上げた海鮮おこわで

す（紅ずわいがにおこわ120g×3、炙りホタテのおこわ130g×3）。 

  

●久右衛門「鯛茶漬け詰合せ」 3,240円  

創業130余年の鰹節専門店。具材を詰めた鯛型最中と、カツオ・タイ・昆布の

風味豊かなジュレをご飯にのせて、お茶をかけて仕上げる老舗の本格鯛茶漬け。

鯛をかたどった最中の可愛らしい見た目もギフトに嬉しいポイントです（鯛茶漬け

×4、鯛茶漬け梅入り×2）。  
 

■＜特集＞珠玉のコラボ集 

老舗や人気ブランドが得意とする分野でコラボレーションした、当社限定の味が多くそろう人気の特集です。 

●「新宿高野×グラモウディーズ マカロン」 3,456円   京王百貨店限定  

フルーツ専門店「新宿高野」と神戸発祥のマカロン専門店「グラモウディーズ」

がコラボレーション。「新宿高野」の果実ジャム使用の3種※と、「グラモウディー

ズ」オリジナルフレーバー3種のセットです（ストロベリー・オレンジ・ブルーベリ

ー・リンゴバナナ・巨峰・メロン 各3）。※下線が「新宿高野」ジャム使用 

 

 

●「山本山×にんべん詰合せ」 3,240円  

創業300余年を誇る「山本山」と鰹節専門店として歴史を持つ「にんべん」。 

海苔の風味を効かせた万能つゆや、海苔とごまがたっぷり入った鰹の風味豊かな

ふりかけが入り、“老舗の味の競演”が叶ったセットです（海苔鰹つゆ200ml、海

苔鰹ふりかけ65g、味付海苔鰹風味<8切30枚>、おやつ海苔鰹風味ごま味15g 各1）。 

 

●「浅草今半×新橋玉木屋×鮎家 詰合せ」 5,400円  京王百貨店限定   

東京の味として親しまれる「浅草今半」の牛肉佃煮。江戸の創業からの秘伝の

タレが生きる「新橋玉木屋」の佃煮。一本一本手作りした、薄紅色が鮮やかな「鮎

家」の紅鮭紅葉巻のセットです（浅草今半 牛肉すきやき・牛肉ごぼう各60g、新橋

玉木屋 つくだ煮詰合せ<こぶ豆40g、あみ・あさり・お茶漬の友 各30g、えび20g>、鮎家 紅

鮭紅葉巻190g）。※限定数100点（うちネットショッピング30点） 
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飲んでたのしい！食べておいしい！料理も充実！ 

京王アサヒスカイビアガーデン、5月 30日（木）よりスタート！ 

5月 30日（木）～8月 31日（土） 

◆新宿店 屋上 
 

毎年夏の風物詩として好評の「京王アサヒスカイビアガーデン」を、今年も開催します。夜景を見ながら屋外でお

酒を飲む、その「雰囲気」を楽しみたいと、若い世代も含め利用者が年々増えています（昨年売上高は前年比+6.2%）。 

そこで近年の好みの多様化に対応し、サワー・カクテルメニューをプラス7種類、料理も人気の鉄板メニューに加え、

女性を中心に話題のフードメニューを3品増やし、幅広い世代で楽しめるビアガーデンを提案します。 

 

■ドリンクメニューも充実！“SNS映え”な新作サワー&カクテルメニュー 

今年はサワー・カクテルメニューを、見た目も楽しい新作ドリンクを含め前年に比べて7種類増やして提案します。 

   

●冷凍フルーツミックスサワー（680円、写真①） ※飲み放題対象外 

グレープフルーツサワーに、マンゴーやピンクグレープフルーツなどの冷凍フルーツを入れ、色鮮やかなサワーに。 

●ベジサワー（セロリ&レモン、キャロット&アップル）（各580円、写真②） ※飲み放題対象外 

野菜とフルーツの絶妙な組み合わせが楽しい「ベジサワー」。タワー状に凍らせたレモンで見た目も楽しく。 

●スイーツカクテル（写真③左：ショートケーキ 右：クレームブリュレ）（各 460円） ※飲み放題対象外 

 スイーツ風味のリキュールを牛乳で割ったカクテル。デザート感覚で楽しめます。 

 

■話題沸騰!?の新作メニュー 

   

●花椒スペアリブ（2,500円、写真④） 

『マー活（しびれる辛味「麻（マー）」を楽しむ活動）』で話題の花椒（ホアジャオ）を使ったオリジナルスパイス

が効いたスペアリブ。柔らかいお肉としびれる辛味が病みつきに。 

●ベジセントリックサラダ（1,300円、写真⑤） ※ハーフサイズ（800円）もあります。 

野菜をメイン料理として食べる、という意のベジセントリック。その名の通り、野菜はトマト、パプリカ、アスパ

ラガスなど8種と盛りだくさん。パリっと焼いたチーズがアクセントの満足感の高いサラダです。 

●アメリカンローディットポテト（980円、写真⑥） 

前年好評のローディットポテトが進化。細切りカットから、ボリューム感が楽しめる厚切りカットポテトに。カリ

カリベーコン、チーズソースとケチャップをかけて、お子様から大人まで楽しめる一品です。 
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■熱々を楽しもう！人気の鉄板メニュー！  

    

●鉄板 熱々オムたこ焼きそば（950円、写真⑦） 

オムレツを開けると焼きそばとたこ焼きが。定番の一品を、今年は鉄板に乗せ、熱々な状態で提供します。 

●海鮮 3種鉄板焼き（1,800円、写真⑧） 

夏野菜と海鮮3種（エビ、ホタテ、イカ）のレモンバター焼き。やわらかな食感に旨味が詰まってます。 

●贅沢！鉄板肉 3種盛り（2,800円、写真⑨） 

牛タン、牛ハラミ、子羊のステーキ。別売のチーズソース（400円）をかければさらに贅沢な味わいに。 

●鉄板ワイルドソーセージ3種（1,300円、写真⑩） 

前年人気No１メニューに、今年はビールによく合う辛味チョリソを加えました。※辛味が苦手な方は2種に変更可能 

 

■大人数でワイワイするなら宴会メニュー！ 

「冷製オードブルの盛り合わせ」や肉料理など数品と20種類のドリンクから選べる飲み放題が付いたお得な宴会

メニューは、今年は2種類のコースを用意します。（1組4名以上、要予約） 

●宴会メニューA 

（全 7品 1人 4,480円） 

・黒枝豆・冷製オードブルの盛り合わせ 

・おつまみサラダ・揚げ物3種盛り合わせ 

・牛ハラミステーキ 

・ソース焼きそば・シューアイス  

●宴会メニューB 

（全 6品 1人 3,980円） 

・黒枝豆・冷製オードブルの盛り合わせ 

・おつまみサラダ・揚げ物3種盛り合わせ 

・鶏肉の回鍋肉 

・ソース焼きそば  

 

■選べる飲み放題！ 

●早割りサービス ちょい飲みセット 1,980円 ※17～18時入店限定 

飲み放題60分（席利用は70分）に、6種類のおつまみから1種類選べます。 

（おつまみ：枝豆、きゅうりの一本漬け、ポテトサラダ、ポテトフライ、イカみみ唐揚げ、若鶏竜田揚げ） 

●飲み放題プラン 120分（席利用は 150分） 1,900円 

お一人様1品（1,300円以上のメニュー対象）以上ご注文の方は、プラス1,900円で20種類のドリンクから選べる

飲み放題プランを用意しています。 

⑩ ⑦ ⑧ ⑨ 

６ 
2019 

６ 
2019 

※写真は8名分です 

※写真は8名分です 
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■営業時間・概要 

・営業時間：5月 30日（木）～8月 31日（土） 

17時～22時 

※ラストオーダーは閉店の 30分前 

飲み放題は 120分（席利用は 150分） 

※全席禁煙 

※荒天の場合は営業中止 

・休 業 日：8月 20日（火）［京王百貨店新宿店 店休日］ 

・予約お問い合わせ：03-5321-5349（直通） 

・インターネット予約：http://www.res-keio.co.jp 
 

 

【参考】京王 BBQガーデン 

・営業時間：3月9日（土） ～ 11月 24日（日）  

11時～14時／15時～18時／19時～22時 

 （一部期間は営業時間が変更になります） 

※荒天や前日午後 5時までに予約がない場合は営業中止 

※利用時間には受付・準備・片付けなどの時間も含みます 

※事前予約制（2名様より。空きがある場合は当日でも利用可） 

※会場での食材の販売はなし（要事前予約） 

※ビール、ペットボトル入りお茶など、一部飲み物の販売あり 

・休 業 日：8月 20日（火）［京王百貨店新宿店 店休日］  

※10月以降、休業日が発生する場合あり 

 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場の様子（2018年） 

 

会場にはフォトスポットも用意 

（1名様） 

2019 
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http://www.res-keio.co.jp/
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アウトドアブランドならではの高機能で全天候に対応 

雨の日も！アウトドア商品の普段使いが人気です ◆新宿店 5階スポーツ用品売場  

  

 アスレジャーの定着で、アウトドアブランド商品を日常に取り入れる方が増えています。もともと山登り用などに

作られたアウトドア向け商品は、動きを妨げない「軽い」が基本。さらに一般的な街着用とは一線を画す高度な防水・

透湿・耐久などの機能を複数併せ持ちます。この2~3年でブランド側も普段使い出来る汎用性の高いデザインの商品

開発を進めたことで、アウトドア用ではなく旅行や普段使いを目的にスポーツ用品売場に訪れるお客様が年々増加。 

アウトドアブランドならではの機能の便利さが認知されたことに加え、最近の

天候不順もあって、雨の日も晴れの日でも、街でもアウトドアでも使える商品

が注目を集めています。 

  

今年3月にリニューアルしたスポーツ用品売場。普段使い出来る商品を前面に配置したことで 

隣接する紳士カジュアル服ショップとの買い回り効果も。4月は前年比プラス 8％と好調。  

■圧倒的な薄さと高機能で、梅雨も便利なウィンドブレーカー 

 気温や天候の変化が読みにくい春・夏には、薄手のウィンドブレーカーがおすすめ。薄くて軽い生地に防水かつ透

湿機能を備え、レインコートとして肌寒い時、蒸し暑い時も快適。水を通さない生地は風や日光も通しづらく、風よ

け・日よけの役割もこなします。かつてのレインコートのイメージであるごわついた生地と違い、現在の商品は肌な

じみの良いものに進化。薄い生地はコンパクトにたため、中にはポケットに入れこめるパッカブルタイプもあって携

帯に便利です。今季は薄手のナイロン素材パーカーがファッショントレンドなこともあって、普段使いに取り入れる 

方が増えています。 

●マーモット「ゼロフロージャケット」24,840円    

手を入れると透けるほど薄いマーモット社の独自素材「メンブレン®ストラ

タ™」を使用し、総重量は145グラムと超軽量。極薄ながら透湿性・防水性を

もち、ウィンドブレーカーの着心地の良さとレインジャケットとしての機能性

を併せ持ちます。レディースはオレンジ、紫、グリーン、グレー、イエロー×

紫の5色、メンズはグレー・ブルー・ブラック・グリーンの4色展開。アウト

ドア商品ならではの視認性の良い色使いも人気の理由です。 

 

※写真はレディースです 

■変わりやすい天気でも安心のスニーカー 

アウトドアブランドならではの防滑ソールに完全防水機能、軽量性を持ちつつ、見た目は普通のスニーカーと変わ

りないものが増えています。「朝は降っていなかったのに…」という急な雨にも安心の全天候対応シューズは、透湿性

もあって晴天時も快適。シンプルなタイプは通勤にも使え、30歳代～60歳代と幅広い層に支持されています。 

●コロンビア「ホーソンレインⅡ ウォータープルーフ」 

（ローカット）9,612円、（ハイカット・写真上段右）10,800円 

完全防水のスニーカー。靴底の素材（ソール）は、中間にはクッション性の高い

もの、下には滑りにくいものを使用し、雨の日の滑りやすい道も安心です。中敷き

には蒸れにくい素材を採用し、靴ずれしにくいクッション性の高い履き口など、快

適性にも配慮されたレインシューズです。黒や白などシンプルなものは通勤にも使

えます。 

 

23~29㎝のサイズ展開でユニセックス対応 
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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 竹田、深山、篠原、島田  電話：直通 03(5354)2855 
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増税前の購入を目指し、ピークの 6月に受注集中の予測 

「増税前に確保したい?!」2020年のランドセル事情 ◆新宿店 7階こども用品売場  

  

 年々早まるランドセルの購入時期。かつての商戦ピークは秋～冬ごろでしたが、少子化が進み、購入役となった祖

父母と来店しやすい8月のお盆時期へ、「ラン活」と呼ばれるようになった近年はより拍車がかかり、新宿店では2017

年に6月がピークに。今年もピークは変わらずの予想ですが、10月の増税前の引き渡しを目指してより集中する見込

みです。消費税は原則、商品のお渡し時の税率が適用されるため、6月中のご注文であれば9月末までのお渡しが可

能な場合が多くなります。ブランドによっては10月以降のお渡しの場合もありますが、人気の型は早い段階で完売

しやすいため最盛期である6月の来店がやはりおすすめです。最盛期の売場を拡充すべく、5月末から6月中旬にか

けて、現在売場に展示している約100点のほかに30～60点ほど展示品を追加した展示受注会を実施します。 

●［キッズアミ］展示受注会 5/23（木）～6/5（水）＜最終日は 18時閉場＞ 

 期間中のご注文であれば、9月末までのお渡しが可能（消費税は8%）。約60点を展示予定。 

●［ララちゃん］オーダーメイドランドセル展示受注会6/6（木）～6/16（日）＜最終日は18時閉場＞ 

 形、大きさ、色など豊富なバリエーションから選択可能なオーダーメイドランドセルの製作サン

プル約30点展示。オーダーメイドのためお渡しはすべて年末予定（消費税は10%）ですが、6月

中のご注文で早期割引と早期特典（レッスンバッグ・シューズケース）付き。      

 「オーダーメイドランドセル」早割特別価格57,000円～※お渡しが年末予定のため新税率10%適用価格  

■参考：ランドセル商戦の変化 

 ランドセルは基本的に、注文を受けてから職人が手作業で仕上げるため生産数に限りがあるもの。この特性に加え

て、女児を中心とした好みの多様化で、本体カラーや素材はもちろん、刺繍やポケット、飾り鋲まで選択肢は無数に。

多品種を作るために在庫の奥行きは持てず、結果、「早く買わないと好きなデザインがなくなってしまう」と、商戦は

年々早期化しています。 

●当社の商戦スタート時期、売上ピークは早期化、平均単価は上昇へ 

  

・直近5年間の平均単価推移 

 

●女児の主力カラー 

 男児は黒・紺がほとんどなのに対し、女児は定番と言える色はなく年々カラー展開が増加。一昨年からは白・ベー

ジュの淡い色味のパール系が登場し、汚れが目立たない濃色が基本のランドセルの中で徐々に台頭中。

 

 

商戦スタート 売上ピーク

2011年8月17日 10月

2012年8月8日 10月

2013年7月1日 10月

2014年6月12日 9月

2015年5月30日 8月

2016年5月26日 8月

2017年4月8日 6月

2018年4月1日 6月

2019年4月1日 6月（予想）

入学年

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2018

2020

入学年 平均単価

2015年 55,000 円

2016年 56,000円

2017年 58,000円

2018年 60,000円

2019年 62,000円

色

ビビッドピンク

サックスブルー

ブラウン

ラベンダー（パール系）

キャメル

優しい色味×光沢のあるパール素材もここ数年で増殖中

ブラウンよりも明るく、上品でおしゃれと人気上昇中

備考

赤・ピンクは主力であるものの、色の濃淡などは千差万別

淡い青色はいまや女児ランドセルの”当たり前”に

2011年、人気子役の影響でヒットし定着。祖父母両親受けが良い色

2019 
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約7千円プラス！ 


