
 

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、篠原、深山、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) 

８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） 
  ※8/11（日）のみ、地下 1階～3階は～20時 30分 ＜8月 20日（火）は店休日、8月 27日（火）は 10時 30分開店＞ 

・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。 

 

 

 

■＜夏休みこどもフェスティバル①＞しまじろうプレイパーク ⇒ P２ 

  

 
■＜夏休みこどもフェスティバル②＞みんなイヌ みんなネコ⇒ P３ 

 

 
 
■＜夏休みこどもフェスティバル③＞鉄道フェスティバル⇒ P４ 

  

 
■＜夏休みこどもフェスティバル④＞ジュラシックアイランド⇒ P５ 

  

 
■京王の手みやげ ⇒ P６ 
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帰省土産や友人の集まりにおすすめの手土産は、

「東京らしさ」が感じられるものを。国内外で注目の

“東京土産”を提案します。 
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トピックス 

写真展やイヌ・ネコグッズの物販、トークショーなどの

イベントのほか、昨年好評だった保護ネコ譲渡会

は、お客様のご要望にお応えし、新たに保護イヌの

譲渡会も実施します。 

 

キッズの「子鉄」から大人の「呑み鉄」まで、幅広い鉄

っ子が集う「鉄道フェスティバル」は今年で5回目の

開催です。 

２ 

３

４ 

５ 

昨年初開催し、好評だった「しまじろうプレイパーク」

を今年も開催します。しまじろうが好きなお子様と、

親世代、祖父母世代の、2・3世代で楽しめる夏休

みイベントです。 

AR（拡張現実）の特製ライフルでサバゲ―を楽し

む「ジュラシックアイランド」。全国百貨店で初の開催

です。 

京王の手みやげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 

６ 



 

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、篠原、深山、島田  電話：直通 03(5354)2855 

 

2 

 
昨年初開催した人気イベントを今年も開催！ 

 「しまじろうプレイパーク」が 2・3世代ファミリーに好評です 

8月 8日（木）～19日（月） 10時 30分～20時＜最終日は 17時 40分閉場＞ 

◆新宿店７階 大催場  

 

新宿店では、昨年初開催し好評だった「しまじろうプレイパーク」を、今年は会期を１日増やし、計 12 日間で開

催します。「しまじろうプレイパーク」は、株式会社ベネッセコーポレーションの提供する「こどもちゃれんじ」監修

のもと、テレビせとうち株式会社、株式会社おもちゃ王国が共同開発した“遊びながら学べる”コーナーなど8つの

コーナーからなる移動式テーマパーク。しまじろうが好きな未就学児はもちろん、かつて「こどもちゃれんじ」で学

び遊んだ親世代、当時子供と慣れ親しんだ祖父母世代の、2・3世代で楽しめる夏休みイベントです。 
 

＜昨年開催時の概況＞ 

関東地区初開催となった昨年は、11 日間（8/10～8/20）で 1 万 8,000 名以上の入場

者数を記録し、新宿店全体の入店客数も前年比 10％以上伸長。レストラン利用や玩具

購入を中心に婦人服・紳士フロアの売上も好調に推移するなど、同イベントによる来店

促進効果が見られました。若いファミリー層（2世代・3世代）からの反響が大きく、

当社が現在継続的に進めている「客層の拡大」に向け新規顧客を呼び込む好事例となり

ました。 

 

■「遊び」と「学び」を体験できる 8つのコーナー 

しまじろうが暮らす「ちゃれんじ島」の世界観の中で、遊びと学びが体験できます。 

①しまじろうの ちゃれんじ園 「ひらがなパズル」や「おともだちキューブパズル」で、もじ・かずをテーマにした体遊

び 

②みみりんの ちゃれんじ商店街 「パン屋さん」や「スーパーマーケット」など、ごっこ遊び 

③とりっぴいの おうち 「バランス積み木」や「木のパズル」など木のおもちゃで手指遊び 
 

④にゃっきいの ドキドキ森・ちゃれんじ海岸 アスレチックとボールプールで全身を使った遊びが楽しめる（対象年齢2歳以上） 

⑤ガオガオさんの ふしぎ堂 「けんけん鍵盤」や「パイプ電話」などでサイエンスを体験 
 

⑥はなちゃんの 遊び場  ウレタンブロックとミニボールプールで遊べる小さなお子様限定のはいはいゾーン（対象

年齢1歳以下） 

⑦ちゃれんじ広場 映像ショーやしまじろうグリーティングが楽しめる 
 

⑧こどもちゃれんじ ライブラリー 「こどもちゃれんじ」の歴史や過去教材～最新教材の紹介、しまじろうカーに乗れる写真

撮影スポットなどを展開 

 

■催事概要 

 

・入場券販売： 新宿店7階大催場内入場券売場にて10時～販売 ※販売は当日分のみ、なくなり次第終了  

・利用料金： おとな600円、こども800円（1歳～小学6年生） ※0歳児は無料 

・入場時間： 

 

 

 

 

 
 

①10時30分～11時40分 ※完全入れ替え制 

（途中入場の場合も終了時間でのご退場

となります） 

※各回300名予定 

※最終日は⑤の時間まで 

 
  

②12時～13時10分 

③13時30分～14時40分 

④15時～16時10分 

⑤16時30分～17時40分 

⑥18時～20時 
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※昨年開催時の様子 
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  今年はイヌの譲渡会も実施します 

「みんなイヌ、みんなネコ」楽しみながら保護イヌ・保護ネコ活動に貢献！ 

 

◆新宿店７階 大催場  
 

今年で３回目となるイヌとネコの魅力に触れられるイベント「みんなイヌ、みんなネコ」。回を追うごとに認知度・

注目度を集め、昨年は初回に比べて売上高が約2割伸長。毎回好評をいただいている保護ネコの譲渡会に、「イヌな

ら飼えるのに」というお客様の声を反映したイヌの譲渡会も同時開催いたします。また、「飼うことはできないが貢献

したい」というお客様の気持ちに応えられるよう会場内に募金箱を設置するとともに、今回新たな試みとして、同催

事会場内での売上の一部を動物愛護団体およびボランティアグループに寄付します。 

会場は①展示ゾーン②販売ゾーン③イベントゾーンに分かれ、併催の「しまじろうプレイパーク」と同じくお子様

から大人の方まで楽しめるイベントです。 

■かわいいイヌやネコを写真とイラストで飾る展示ゾーン 

・朝日新聞社特別協力 sippo写真展「みんなイヌ みんなネコ」（入場無料） 

ペットに関するWEBメディア「sippo」に登場した、著名人がその愛犬・愛猫

と一緒に写った写真や、人気インスタグラマー撮影のかわいいイヌやネコの写真

約100点を展示予定。 

・夜廻り猫展mini(入場無料) 

『夜廻り猫』は漫画家・深谷かほるさんが漫画雑誌「モーニング」公式サイト

「モアイ」で連載している8コマ漫画。今回は原画展とグッズの販売を行います。

深谷かほるさんの作品は他に『ハガネの女』 『カンナさーん！』などがあり、

40代の女性を中心に多くのファンがいます。 

 

 

■チャリティにも参加できるイヌネコ関連グッズが集まる販売ゾーン 

・グッズ販売＆みんなイヌ みんなネコマーケット 

一般社団法人「ちよだニャンとなる会」と千代田区が共同で開催するチャリ

ティイベントです。収益は飼い主のいない猫の医療費などに活用されます。  

 

■保護されたネコの出会いの場とトークショー、ライブなど日替わりイベントゾーン 

・保護ネコ・イヌ譲渡会  

＜15日(木)・16日(金) 11時～14時/17日(土)・18日(日) 13時～17時＞ 

【協力：朝日新聞社（SIPPO）主催：NPO法人「ねこけん」、保護ねこカフェ「ねこかつ」】 

保護されたネコの里親を探す譲渡会を開催。4 日間で約 300 匹を展示し、家族

同様に大切にしてくれる新しい飼い主と保護ねこの出会いの場を提供します。今

年は小型犬の譲渡会も実施します。 

・トークショー・サイン会＜15日（木）～18日(日)＞ 

日替わりでトークショーや夕方からのライブを予定。 

15日(木)18:00～19:00 ぐっぴーくまくま部屋 トークショー 

16日(金)18:00～19:00 近藤研二・山田稔明LIVE ㏌みんなイヌ、みんなネコ 

17日(土)11:00～12:00 浅田美代子さんトークショー 

18日(日)11:00～12:00 深谷かほるさんトーク＆実演作画会・サイン会 
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浅田美代子さん 

8月 15日（木）～19日（月）10時～20時＜最終日は 18時閉場＞ 

深谷かほるさん 
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キッズの「子鉄」から、おとなの「呑み鉄」まで。老若の鉄っ子が集う夏のイベントに 

  鉄道フェスティバル 

8月8日（木）～13日（火） 10時～20時＜最終日は 18時閉場＞ 

◆新宿店 7階 大催場 
 

今年5回目となる「鉄道フェスティバル」は、2年連続で売上高が1.5倍に伸長し、夏の定番イベントへ成長しま

した。猛暑でもお子様を安心して遊ばせられるプラレールやNゲージなどの無料体験コーナー各種、マニア欲をくす

ぐる廃品グッズやトークショーなど、鉄道好きであれば老若男女問わず楽しめます。年々「鉄分」濃度が高くなる注

目イベントです。 

■“乗り鉄”に絶大な人気ゲーム「電車でＧＯ!!」の無料体験コーナーを拡充 

㈱タイトーの人気アーケードゲーム「電車でGO!!」が約 8 分間無料で体験できる

コーナー。初導入の昨年は、開店直後に整理券が終了してしまうほどの人気でした。

今年は車体を昨年の1体から3体へ拡大します。本物の車両と遜色ない本格使用のフ

ルサイズ、コンパクトサイズとキッズ向け車両の3体をご用意。スタッフが常駐して

使い方をサポートするため、初心者の方からお子様までお楽しみいただけます。 

☆日時：各日 10時～18時（最終日は 17時閉場） 

 

 

■最古の鉄道学校・岩倉高校によるNゲージ運転体験（無料） 

日本最古の鉄道学校として、毎年各鉄道会社に多くの卒業生を輩出する岩倉高校。

同校所有の N ゲージを無料で体験できるコーナーは、鉄道にあこがれる子供たちか

ら毎年大人気です。普段はプラレールでしか遊んだことのない小さな子供が本格的な

Nゲージに触れられ、かつ専門知識を学ぶ現役高校生から指導を受けられる貴重な機

会です。未来の鉄道マン候補たちとの相互交流の場となる、無料コーナーです。  

 

■初出店のホビーセンターカトー。16両のフル編成 Nゲージは大注目です！ 

新宿区落合南長崎にある鉄道模型販売店「ホビーセンターカトー」。模型の製造・

輸入を手掛けるKATO社のショップとして、マニアからの知名度も高く「ホビセン」

の愛称で知られます。普段ショップでは取り扱わない特別企画品を販売するほか、

展示のみですが、N・HO ゲージ*が運行できる本格レイアウトが登場。新幹線など

の16両フル編成が走るNゲージの巨大レイアウトは必見です。 

☆レイアウト展示期間：8月 10日（土）～12日（月） 

*レール幅 9ミリがNゲージ、同 16.5ミリが HOゲージ。縮尺が異なるがどちらも精巧な鉄道模型。 

 

 

 
 
 
 

■催場を飛び出して、夜の“呑み鉄”交流会 

鉄道好きで知られる著名人によるトークショー（無料）を 7 階大催場で行ってきましたが、昨年から大人向け

「呑み鉄交流会」も実施したところ大好評。京王線の駅名ビンゴでは知名度の低い駅名トークで大盛り上がりで

した。今年は定員を20名拡大して実施します。☆日時：8月 9日（金）19時～ （約 120分） 、料金：4,320円（1名、

飲み放題付き）、定員数：120名 ※WEBでの事前予約制、場所：8階 レストラン「お好みダイニング 八寸八卓」  

 

 

© TAITO CORPORATION 1996, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. 

© 2017, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. 

DESIGNED BY VISUAL WORKS 

JR東日本商品化許諾済 

JR西日本商品化許諾済 

阪神電気鉄道株式会社商品化許諾済 

画像はイメージです 
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全国百貨店初の開催！ 

  AR（拡張現実）の特製ライフルでシューティングゲーム！「ジュラシックアイランド」 

8月１日（木）～７日（水） 10時～18時 

◆新宿店 7階 シーズンスペース 

 

 近年人気を集めるAR（拡張現実）の技術を取り入れたシューティングゲームを百貨店で初開催します。長崎・ハ

ウステンボスで人気の無人島アトラクション「ジュラシックアイランド」の簡易版として、約5分間の特別バージョ

ンをお楽しみいただけます。ARを搭載した特製ライフルを使い襲ってくる恐竜を打ち倒すゲームで、1回につき同

時に4名がプレイ可能。画面に映るARの世界を、実際の仲間と一緒に臨場感をもって楽しめます。 

 VRやARなどの最新技術を使った体験型ゲームは増加傾向にあります。屋内で子供を遊ばせる場へのニーズが年々

高まるとともに、こうした最新技術を学びたい、学ばせたいという親子双方の需要もあり、新宿店ではここ数年で、

「遊びながら学ぶ」体験型イベントを強化しています。今回は、特に男児に人気の「恐竜」に「AR」の人気コンテン

ツが組み合わさった新ゲームで、夏休み期間中の集客力向上を目指します。 

 

 

 

●対象年齢：5歳～小学6年生 

●所要時間：1回5分程度 

●定員：1回4名 

●参加費：300円  

※開店時より整理券を配布予定  

画像はイメージです 

※ジュラシックアイランド参加特典：①ガラポン抽選会（7階対象ショップにて、1精算・税込み1,620円以上お

買い上げの方に、ゲーム機などが当たるガラポン抽選会を実施） 

                 ②恐竜スタンプラリー（7階各所に設置されたスタンプ台を回ってすべて集

めると、恐竜フィギュアをプレゼント） 
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東京らしさをお土産に♪ 

  京王の手みやげ 

～8月 19日（月） ◆新宿店 中地階・地下１階 菓子・銘店売場／中地階 酒・進物売場 

帰省土産や友人との集まりなどへの夏の手みやげは、渡したときに会話のきっかけになるような「話題性」や「東

京らしさが感じられるもの」が求められる傾向にあります。最近では、外国人観光客からの需要も高まっており免税

売上※は、菓子・銘店売場で前年比+60.4％、酒・進物売場で+74.5％と大きく伸長しています。そこで新宿店では、

国内外から注目度の高い「東京」をキーワードにした商品を提案します。※19年4月～6月 

■東京に来たなら東京らしいお土産を！おすすめの“ＴＯＫＹＯ”土産  ◆菓子・銘店売場 

●イシヤ 新宿「サク ラング・ド・シャ ルビー」（12枚入） 1,296円 (8/1（木）～販売予定) 

外国人観光客にも人気の「白い恋人」でおなじみの ISHIYAが手掛ける北海道外ブラン

ド「イシヤ 新宿」。今年4月にオープンし、直営店舗は都内2店舗のみ。人気の「サク ラ

ング・ド・シャ」シリーズの新作は、話題のルビーチョコレートをココア風味のラング・ド・

シャでサンドし、甘みと酸味のバランスにこだわった商品です。  

●ヨックモック「クッキーアソート（東京缶）」（販売期間：7/25（木）～8/19（月）※なくなり次第終了） 

（シガール 8本、ドゥーブルショコラオレ4枚、ビエオザマンド8枚）  1,404円 

海外に店舗をもち外国人観光客の知名度が高く、免税売上も伸長している東京・青山の老

舗洋菓子メーカー「ヨックモック」。東京の名所をイラストにあしらった限定缶に入ったク

ッキーの詰め合わせを期間限定で販売します。  

■外国人観光客から注目の「東京のお酒」  ◆酒・進物売場 

人気の獺祭をはじめ、外国人観光客に日本酒が注目されており、免税売上実績は+4.3％（19年4月～6月）。特に購

入を迷われている方には「東京産のお酒であること」が買上につながることも。東京都内に蔵元がある日本酒や焼酎な

ど、東京発のお酒を10種類以上取り揃えます。地方の方への贈り物にもおすすめです。 

●小澤酒造 （東京都青梅市） 

1702年創業の歴史ある東京の酒造。東京郊外の自然に恵まれた奥多摩に位置し、酒造りにお

いて最も重要と言われている水には、奥多摩の新鮮な湧き水を活用しています。 

＜8/1（木）～8/7（水） 「澤乃井」試飲イベントを酒・進物売場で開催します。＞ 

① ①「澤乃井 大吟醸」（720ｍｌ）2,700円 

厳選した原料米（山田錦）を低温でゆっくり時間をかけて仕込んだ一品。香り、旨み、酸味、

キレそれぞれのバランスが良く、上品で滑らかな味わいです。 

② ②「東京蔵人」（720ｍｌ）1,800円 

日本酒造りの原点「生酛
きもと

造り」で仕込まれた純米吟醸酒。口当りなめらかで、程よい酸が旨

味を引き立たせます。 

●青ヶ島酒造（東京都青ヶ島村） 

    

 

東京都伊豆諸島南部・青ヶ島にある酒造。原料には青ヶ島で生産された薩摩芋（かんも）や大麦を使用しています。 

③ ③「青酎プレミアムTOKYO」（700ｍｌ）5,400円 

7年貯蔵の青酎(麦)と10年貯蔵の青酎(芋)をブレンドしたプレミアムな限定焼酎。芳醇な芋の香りとコクのある味わい、

まろやかな風味が特長です。  
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①  ② 

③ 

当社の多言語ホームページでは、外国人観光客に向け「バイヤーおすすめの日本酒ガイドページ」を用意。各商品の詳細情報に加え、日本

在住外国人によるテイスティングレビューを紹介するなど、増加傾向にある外国人観光客の集客に向け、取り組みを強化しています。 


