
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) 

９月の営業時間：9/4（水）まで：10時～20時（地下 1階～3階は日・祝を除き～20時 30分） 

        9/5（木）から 9/30（月）：10時～20時 30分 
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キーワードは「必需品」「直前型」 

  新宿店 増税前の駆け込み需要対応 

◆新宿店 各階 

 

10月1日（火）に予定されている8%から10%への消費税増税。前回（2014年4月）増税時は、アベノミクス効

果とも言われる経済環境などの背景もあり、増税の半年ほど前から時計や家具などの高額品が好調に推移し、直前に

は日用品・必需品の先取り購入などを中心に売上が伸長しました。今回の増税においては、税率の上げ幅が少ないこ

とや堅実な消費意識の高まりもあり、駆け込み需要が顕著にみられるのは9月に入ってから、また、必需品を中心に

需要が高まることが予想されます。新宿店では、増税前の駆け込み需要を見込んだ施策や前回増税時に反響の大きか

ったアイテムを中心に展開を強化し9月の新宿店売上は前年対比＋約20％を見込んでいます。 

 

■営業時間の延長  9月 5日（木）～30日（月） 

上記の期間、通常20時閉店としている4階以上のフロアを30分延長して営業します。前回増税時にも営業時間の

延長を実施（2014年3/8～3/31）しましたが、直前の3/30を除き日曜は通常通り20時閉店としていました。今回は

曜日を問わず、紳士服フロア、日用品を多く扱う家庭用品のフロアなど上層階まで営業時間を延長し、消費機会の獲

得を狙います。 

        

 

■駆け込み需要が見込まれる主なアイテム＆施策  

直前型消費では、主に「定期的に購入するアイテムのまとめ買い」「この先必要になるアイテムの先取り買い」が目

立ちます。新宿店では、増税前に需要が高まると想定されるアイテムを強化します。 

 

① ワイン （中地階 酒売場） <まとめ買い需要> 

「秋のワインフェア」を例年より約１カ月前倒し、9月5日（木）～18日

（水）で開催。酒類のなかでもまとめ買い需要が高いワインを中心に訴求しま

す。期間中、近年人気の国産ワインの試飲会を実施するほか、約20種から選

べる「10本よりどり10,800円」などのセットを計約20種を用意します。 

 

② 化粧水などのスキンケアアイテム （１階 化粧品売場） <まとめ買い需要> 

2～3カ月周期で買い替え時期がくる化粧水などのスキンケアアイテムは、前

回増税時にも売上を大きく伸ばしたアイテム。京王百貨店限定販売のお得なキ

ット（9/5発売・計3種）や大容量タイプを中心に訴求します。 

 

③ ブラックパンプス （１階 婦人靴売場） <先取り買い需要> 

 
 

    

前回増税時、就活や通勤用の駆け込み需要で売上は約1.8倍に（2014年3月前年対比）。今回も同様の需要に加え、近年

重視される“痛くなりにくい”自分に合うパンプスが探せる「ブラックパンプス計測＆試し履き会」（9/5～9/11）を初

開催。3D計測機の結果をもとに選べる5ブランド＊・計約100種を集積します。 

＊ワコール、卑弥呼、エイゾー、ミハマ、エース 
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エノテカ「ワイン各種10本よりどり」10,800円 

※対象の約 20 種からお選びいただけま

す。 

シスレー「フローラルローションバリューセット」33,048円 

※レストラン街は変更なし（11:00～22:00） 
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④ ブラックフォーマル （4階 フォーマル売場） <先取り買い需要> 

同売場1着あたりの平均単価は約6万円のブラックフォーマル。増税をきっかけとした買い替え需要で前回増税時

には売上が約1.7倍となりました（2014年3月前年対比）。今回は、なかでも高価格帯のブラックフォーマルコートの訴求

を例年より1カ月以上前倒し、8月21日（水）から展開をスタートします。 

 

⑤ ベビー・マタニティ用品 （7階 ベビー・こども服売場） <先取り買い需要> 

前もって予定の分かる慶事に向けての必需品は購買意欲の高まりが見込まれ、前回増税時には増税前2カ月の売上

が約1.5倍に伸長しました（2014年2～3月対比）。なかでも、需要が高かったマタニティ服やインナー、ベビー雑貨・肌着

などの出産準備用品は、今回も在庫量を通常の約1.3倍準備し、高まると想定される需要に対応します。 

 

■引き取りキャンペーンを強化します 

対象アイテムを引き取り、その日からすぐに使えるクーポン（各種使用条件あり）を配布するキャンペーン計4企

画を9月中に実施。不要品を引き取り、秋冬商品の消費意欲を喚起します。 

・「オンワードグリーンキャンペーン」（婦人服・紳士服対象） 9/5～10/4 

・「紳士衣料品引き取りキャンペーン」（紳士服対象） 9/12～9/18 

・「ワールドエコロモキャンペーン」（婦人服・紳士服・子供服対象） 9/12～9/18 ※9月開催は初 

・「ハンドバッグ引き取りキャンペーン」（婦人・紳士・子供ハンドバッグ対象） 9/19～9/25 

 

 

＜増税後の対策について＞ 
 
消費意欲の減退が想定される10月以降は、9月に来店されたお客様の再来店を促進するクーポン施策や、軽減税率

の対象である「食」を扱う催事を実施するほか、国慶節をむかえるインバウンド需要の取り込みを強化します。 

 

① 「お買物クーポンプレゼント」 9月下旬ごろ実施予定 

期間中1万円お買い上げごとに、10月以降使用可能な 500円クーポン券を配布。 

 

② 10月は「食」を扱う物産展を前年に対し１企画（１週間）増やし、消費意欲を喚起 

・10/2～10/8「東西有名寿司と全国うまいもの大会」 ※10％になるイートインでは初「食べ放題」を実施 

・10/10～10/15「京都展」 ※前年は婦人服を扱う催事を展開 
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  インバウンド向けコスメエリアをリニューアル、日本グルメの発信強化 

訪日客増加が見込まれる今秋のインバウンド施策 ◆新宿店各階 

 

訪日観光客の買い物の仕方が、高額品から「食品」「化粧品」などの消耗品へと変化しています。新宿店ではここ数年

でドラッグストアや専用コスメエリアを導入したほか、食品フロアの改装を行うなど消耗品の訴求に力を注いでおり、

免税売上高は前年比プラスを維持しています。9月20日に開幕するラグビーのビックイベントに10月初旬の国慶節と、

多くの訪日観光客の来日が予想される今秋にむけた集客策をご紹介します。 

 

■インバウンド向けコスメエリアを拡大リニューアル／8月 21日（水）オープン 2階ビューティースクエア 

 ここ数年で訪日観光客が急増したことを受けて、18年2月、2階に海外のお客様向けコスメエリア「ビューティー

スクエア」を開設しました。免税カウンター至近の場所にインバウンド需要の高いコスメブランドを集積し、多言語

対応スタッフをそろえたことで海外のお客様への利便性向上につながり、1階の既存フロアでは日本人顧客への時間を

かけたカウンセリング環境が整いました。今回の2階エリアのリニューアルで、約65平米拡大し新規3ブランドを導

入するほかクレンジングや日焼け止めが好調の「ファンケル」を拡大します。 

●新規 3ブランドは、ポーラ、コスメ・デコルテ、アテニア 

1階化粧品売場で訪日観光客に人気の国産3ブランドを導入します。化粧品免

税売上の大半を占める中国・香港などのアジア圏のお客様は「美白」「美肌」へ

の意識が非常に高く、クレンジングや日焼け止め下地、美白美容液などが人

気。スキンケアや美白に定評のある上記の国産3ブランドを2階にも導入する

ことで、人気の高い国産ブランドがそろい、スムーズに買い回りしやすい環境

となります。 

 

●増税のタイミングに合わせてコスメパンフレットを増強 

 京王プラザホテルなど近隣ホテルで訪日観光客向けクーポンとともに配布している京王百貨店のコスメパンフレッ

トを、8％免税表記が10％となる増税のタイミングに合わせて刷新し、ページ数も8P増の28Pとします。開設から1

年半が経過したビューティースクエアの売れ筋商品などを紹介します。 

■日本食を体験できる物産展を 2週連続開催（7階 大催場） 

  訪日目的が「買い物」から「体験」へシフトしていることから、国慶節のタイミングに合わせて、2週連続で物産

展を開催します。日本食の中でも特に人気の「寿司」にフォーカスした新宿店名物催事に、約20年ぶりの復活となる

「京都展」が続きます。  

●10/2（水）～8（火） 第 32回「東西有名寿司と全国うまいもの大会」 

 握り寿司、押し寿司、いなりずしなど、日本各地のさまざまな寿司店と、ス

イーツなどのうまいもの約70店舗が一堂に会します。 

●10/10（木）～15（火） 京都展 ★20年ぶりの復活催事 

 京都料理、和菓子、お茶などの食品と、漆器や扇子、西陣織などの工芸品が

集合。新宿にいながらにして人気観光地気分が味わえます。 

※イメージ画像 

10%増税のイートインでは食べ放題を実施してお得感を演出 

■「日本グルメ」を発信する英語インスタグラムとウェブページを新規開設 

「日本食」は、免税売上トップの中国に限らず多国籍から人気。7月20日にはグルメ情報に特化した英語アカウン

トのインスタグラム「Japan Food Otaku」を開設しました。また9月中旬には、食品フロアを外国人目線で紹介する

「デパ地下ウェブページ」を開設し、新宿店食品フロアを訪問した外国人による実食レポートなどを掲載します。 
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  オリジナルおせちが人気です！ 

  2020年 京王のおせち 
◆予約承り期間：10月 1日（火）～12月 22日（日） 

・店頭／新宿店 地下 1階、聖蹟桜ヶ丘店 1階「おせち承りコーナー」 

     セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店、キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

・フリーダイヤル（10時～19時）／新宿店 0120（593）335、聖蹟桜ヶ丘店 0120（860）560  

・インターネット受付／https://shop.keionet.com ※9月 12日（木）10時 ～12月 25日（水）昼 12時まで 

◆商品お渡し：12月 31日（火）  

 ・新宿店 7階大催場（10時～16時）、聖蹟桜ヶ丘店 7階催場（11時～16時） 

お正月気分を盛り上げる、年始の食卓に欠かせないおせち。｢すべて自宅で手作りするには手間がかかる｣｢夫婦 2 人

分には量を作りすぎてしまう｣といったことから、近年は “買うおせち”が主流になっており、インターネット、店頭

ともに売上は伸長傾向です。当社でも、昨年末のおせち商戦では売上高・売上数量ともに前年を上回りました。 

今年は、新宿店が開店 55 周年を迎えることを記念した特別企画おせち、料理評論家・服部幸應氏と有名店がタッグ

を組んだ豪華おせちが初登場します。また、毎年、21,600円という価格ながら三段・四段重のボリューム感が好評の京

王百貨店オリジナルおせちは 3 型増やし全 8 型に拡充、強化します。｢伝統的な味わいを家族で｣｢普段なかなか食べる

機会の少ない名店の味を友人と｣｢夫婦でゆったりと正月気分を味わいたい｣といった様々なシーンにお応えするおせち

を、新規18ブランドを含む厳選された全225型用意します。 

今年は、インターネット予約受付を 9月 12日から開始します 

 ご自宅で気軽に注文ができるインターネット販売での売上高が高まっていることを受け、例年 10 月 1 日から開始し

ていたインターネットでの予約承りを9月12日（木）から開始します。早期ご予約で送料無料キャンペーン※を実施す

るなど、インターネットでの更なる売上拡大を目指します。 

※9月12日（木）～30日（月）18時まで、1商品税込み21,600円以上のおせちが送料無料になります。 

■新宿店開店 55周年記念！京王沿線素材を使ったおせち 

●「京王百貨店オリジナルおせち五段重」（4人前）30,000円 

                                 初登場   京王百貨店限定   

新宿店開店55周年を記念し、“京王”にちなんで、京王線沿線育ちの素材を盛

り込んだ五段重です。八王子産米で造る地酒「高尾の天狗」を使用したアワビの

酒蒸し、多摩の豊かな土壌で育った「八ツ頭（里芋）」入りの煮しめ、八王子産ブ

ランド豚「TOKYO X」のロースハム、多摩市産の米・麦・国産大豆（一部多摩

市産）を使った味噌「原峰のかおり」に漬け込んだ鰆西京焼き、江戸時代に親し

まれたかつての「内藤新宿」特産の「内藤とうがらし」をソースに使った海老チ

リソースなど、お正月らしい祝肴や煮物、多彩なオードブルが楽しめます。  

■料理評論家・服部幸應氏全面監修！豪華おせち 

●「服部幸應氏×『松阪牛 よし田』特撰おせち」（4～5人前）32,400円         

 初登場   京王百貨店限定  

料理評論家・服部幸應氏と松阪牛を使った会席料理などを提供する「松阪牛 

よし田」がタッグを組んだ豪華なおせちが初登場します。「松阪牛 よし田」自

慢の松阪牛ローストビーフ、松阪ポークの角煮をはじめ、服部幸應氏こだわり

の丹波産大粒黒豆、丹波栗の渋皮煮、肉厚の高千穂
た か ち ほ

郷
きょう

産どんこ大葉椎茸など

を盛り込みました。  
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■価格×ボリュームが人気！オリジナルおせち 

三段重・四段重で21,600円と「お手頃価格×ボリューム感」が魅力の「京王百貨店オリジナルおせち」は、一昨年の

新規展開から、おせちの売上を牽引する人気のシリーズになりました。今年は、前年の5型から8型へ拡充展開します。 

   
 

① 「京王百貨店オリジナルおせち『和』」（3～4人前）21,600円   初登場   京王百貨店限定  

信州牛の炭火焼や豚の角煮、合鴨パストラミ、黒糖笹団子などを盛り込んだおせちです。 

② 「京王百貨店オリジナルおせち『湊』」（3～4人前）21,600円   初登場   京王百貨店限定  

ロブスター、野菜うま煮、ぶりの照焼、笹巻麩、4種のテリーヌなど、和洋の味が楽しめるおせちです。 

③ 「京王百貨店オリジナルおせち『宴』」（3～4人前）21,600円   初登場   京王百貨店限定  

 一の重、二の重は祝肴や煮物で和風の味を、三の重はローストビーフ、フォアグラムース、シュリンプアスピック

※などで洋風の味を楽しめるおせちです。※アスピック…調味料などで味付けをしたスープをゼリー状に固めた料理。 

★昨年の人気トップ 3※は、オリジナルおせち！※売上高ランキング 

   
 

④ 「京王百貨店オリジナルおせち『寿』」（3～4人前）21,600円  京王百貨店限定  

一昨年、昨年と売上1位。高級感のあるロブスターをはじめ、アワビ、エビなど四段重に46品目入りです。 

⑤ 「京王百貨店オリジナルおせち『慶』」（3～4人前）21,600円  京王百貨店限定  

一昨年、昨年と売上2位。2つの和の重に洋の重を加えた三段重は、和洋合わせて53品目です。 

⑥ 「京王百貨店オリジナルおせち『雅』」（3～4人前）21,600円  京王百貨店限定  

  昨年初登場ながらも売上3位。射こみ高野豆腐、湯葉巻、とりのミートローフなど四段重に45品目入った京風お

せちです。 

※その他の 2型は、「京王百貨店オリジナルおせち『福』」21,600円（昨年売上 5位）、「京王百貨店オリジナルおせち

『宝』21,600円（同 6位）についても売上トップ 10入り。今年も継続展開します。 

 

 

①  ② ③ 

④  ⑤ ⑥ 
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