
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) 

10 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） 

        10/1（火）は 11 時開店 ※10/13（日）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。 

（税率は商品によって異なります） 

・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。 

 

 

 

 
■増税後の施策 「食」「限定商品」を強化します⇒ P２ 

 

 

 

 

 
 
 
■秋のパンフェスティバル⇒ P４ 

 

 

 

 

 
 
■2019 年 京王のクリスマスケーキ ⇒ P５ 
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トピックス 

2014年から年2回開催の人気企画「パンフェスティ

バル」を昨秋に続き3週連続で開催します。地元で

愛される‟ご当地パン“や‟心躍る人気パン”など週ごと

に店舗を入れ替え計19店舗が登場します。 

今年のクリスマスは、増税による中食需要の高まりから

家で過ごす方が増えると予想されます。根強い人気の

ショートケーキから‟SNS映え“なクリスマスケーキまで

幅広く取り揃えます。 

２

４ 

10月１日に予定されている消費税増税。増税後

の消費喚起として、軽減税率対象である「食」や11

月に55周年をむかえる記念企画をフックにした「当

社限定商品」を強化します。 

2019年 京王のクリスマスケーキ・・・・・・・・・・・ 
 
 

５ 
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消費税増税後の消費喚起に向けて 

  「食」・「限定販売商品」を強化します 

◆新宿店 各階 

 

10月1日（火）以降、消費税率引き上げに加えて堅実な消費意識の高まりもあり、“本当に必要なものや価格をしっ

かりと吟味して購入する”という傾向がより強くなることが想定されます。そこで新宿店では、11月1日（金）にむ

かえる開店55周年のアニバーサリー企画をフックに、軽減税率の対象である「食」や「京王百貨店限定販売」商品を

強化。値ごろ感や“ここでしか買えない”など付加価値のある商品訴求を行い、消費を喚起します。 

 

■新宿店開店 55周年記念アニバーサリーフェスティバル  10月 17日（木）～30日（水） 

 

＜中地階・菓子売場＞   限定販売品強化  

当社限定販売商品は計9アイテム。そのほか、期間限定商品などあわせて約20商品がそろいます。 

 

●モンロワール「リーフメモリーブルーギフト」 （15包入） 1,080円 

神戸発祥のチョコレート専門店。複数の味が入った小粒のリーフ型チョコ

レートのセットは、ちょっとしたおやつや気軽なプチギフトとして人気の高

い商品です。人気の定番2種（緑・橙 ※写真）に加え、「青（ブルーベリー・ヨーグ

ルト・ミルク）」の包みを含む京王百貨店限定のセットを販売します（販売期間：

10/28～ 限定200点 ※なくなり次第終了 ）。 

●泉屋「大きなリングダーツ」 （1枚） 648円 

創業90余年の老舗洋菓子店。同店の象徴「浮輪」をモチーフにした看板商

品「リングダーツ」を、約12㎝と大きめサイズに焼き上げた限定サイズを販

売します（販売期間：10/17～ 限定300点 ※なくなり次第終了）。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 

【番外編】 ＜8階・レストランフロア＞  

消費税が10％になるレストラン店舗では、販促施策の実施や一部メニューの価格据え置きなどを実施します。 

★「レストランフロア グルメグランプリ」 ＜8階「新宿Keioダイニング」＞ 10月 2日（水）～23日（水）  

レストランフロア全 14店舗にて、後日抽選で「新宿Keioダイニング」お食事券（3,000円分、計 70名様）が当たる人気

投票イベントを実施します。 ※投票対象メニューをご注文の方に投票用紙を配布 
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鶴屋八幡「花束」 （1個）454円 
 
販売期間：10/24～11/6 
※各日10点販売予定 
 

両口屋是清 
「新宿百景あずきみるく」 
（3個入）756円 
 
販売期間：10/17～10/31（予定） 
※なくなり次第終了 

 

銀のぶどう「チーズケーキ かご盛り
白らら ミックスベリー」 
 （1個）1,134円 
 
販売期間：10/17～10/30 

※イメージ 

※イメージ  
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＜1階・婦人靴売場＞  限定販売品強化   価格訴求  

百貨店の中で日本一の規模を誇るウォーキングシューズコーナーを要する新宿店婦人靴売場がお客様の声を基に

30~40歳代向けにメーカーと共同開発したバレエシューズのシリーズを、55
・・

色の素材・カラーで展開します。市場に欠

落していた豊富なカラーバリエーションとオンオフ問わず履ける汎用性の高いデザイン、そして履きやすさが支持され、

発売から約2年半で累計１万足以上を販売しているヒット商品。この秋発売の55色のうち13色に牛革を使用しながら

も価格は一律で税抜10,000円という値ごろ感があり、わかりやすく選びやすい価格設定にしています。 
 

●カルテットハーモニー「55色バレエシューズ」（22.5㎝～25.0㎝） 11,000円 

歩きやすい2㎝ヒールに、お悩みに応える8つの機能付きです。 

 

 
  

 
 

 

＜2階・ハーモニー売場＞  限定販売品強化   価格訴求  

2階・婦人服のフロアで、88年から西口企業で働く女性をメインターゲットに据えてきた自主編集売場の「ハーモ

ニー」。百貨店業界では自主編集で運営する婦人服売場は減少傾向にありますが、お客様の声を反映しやすいという強

みを活かし、その時々に合わせた独自の品ぞろえを行っている当社の特徴売場です。10月以降は、税込1万円以下の

手に取りやすい価格帯で、定番アイテムを中心にトップス2種・スカート・パンツの計４型を展開します。 

                                   
 

■新宿店開店 55周年記念 「京王百貨店社員 55人による 55のリコメンド」  

※10月 10日（木）～11月 27日（水）午後 9時まで当社ホームページ内（https://www.keionet.com）にて掲載予定 

初の試みとして、当社社員が、担当アイテムに限らず日ごろから愛用している生活雑貨やファッション雑貨、フード

などを紹介するページを期間限定で開設します。近年、SNS等での口コミを購入判断の参考にする消費傾向の高まり

を受け、“顔の見える”社員が“リアル”なコメントとともにおすすめする55アイテムを掲載します。 
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●ニットベスト、カーディガン、テーパードパンツ、フレアスカート   

 
各種 9,900円＊ 

 
フレアスカートは 3サイズ（7・9・11号）展開に、背中部分にゴムをいれる
ことにより幅広いサイズ対応と着心地の良さを重視。テーパードパンツは
3サイズ展開に加えてレングスを 3㎝ピッチの 2タイプ用意し、極力お直
しの時間・費用がかからないようそろえます。 

① 吸水速乾ライニング材：靴の中の蒸れを軽減 
② 低反発＋高反発クッション中敷き：足なじみの良い低反発クッションの下に、

フィット感を持続させる高反発を重ねた 2層構造 
③ 制菌中敷：抗菌の一段階上の「制菌」。気になる臭い対策に 
④ 土踏まずパッド：足裏のアーチをサポートし、荷重を分散 
⑤ かかと脱げ防止パッド：パンプスが脱げやすい方も安心 
⑥ 防滑ソール：滑りにくく、歩きやすい 
⑦ 消音ヒール：パンプスを履きなれていない方でも、ヒールの音が響きにくい 
⑧ はっ水加工：晴雨兼用として使用可能  

 

前面はゴールドのチャームをあし

らい、背面はゴムに。 

カラーはワイン、ベージュ、カー

キの3色展開。 

※イメージ 

※掲載イメージ 

＊の掲載価格は、税率 10％に基づく税込価格です 

＊ 
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   軽減税率対象の「食」を訴求！パンブームは衰え知らず！ 

  2019年 秋のパンフェスティバル  

10月 1日（火）～23日（水）◆中地階エキサイティングスポット、菓子売場 

 

2014年春から年に2回開催してきた人気企画を、昨秋に続いて3週間連続開催し

ます。食品フロア内にある週替わりのイベントスポットで行う小規模催事ながら、

根強いパンブームに支えられて当社の定番イベントへと成長しました。新任の女性

担当者が選んだ全国各地のパン店が 1 週間ごとに 7～8 店舗入れ替わりで登場し、

3 週間で当社初出店 7 店舗を含む計 19 店舗が登場。各店舗が豊富な量・種類のパ

ンを揃えることで「街のパン屋さん」の雰囲気を演出します。また、同フロア内の

常設ショップでは、秋のパンフェスティバルに合わせた秋の新作パンを販売しま

す。  

 

 

今春のパンフェスティバルに百貨店初登場し人気を

集めた「オハナパン」。今回は3週目に登場。 

＜1週目＞ ご当地パン特集 10月 1日（火）～9日（水） 

地元で愛される“ご当地パン”が全国各地から約100種類登場！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。また、不便な場所ながら行列が絶えない「丹沢あんぱ 

ん」のオギノパン（神奈川県）や、鬼怒川の老舗・金谷ホテルベーカリー（栃木県）

も出店します。 

●ご当地パン一例 

工藤パン（青森県）「イギリストースト」250円、たいようパン（山形県）「チーズカット」360円、

ニシカワ食品（兵庫県）「にしかわフラワー」180円 

●オギノパン「丹沢あんぱん」（1個）150円 

神奈川県・相模原市に直売所を持つオギノパンは、パン通の間では有名な人気店。職人

が手包みするあんぱんは、小ぶりなサイズながら、しっとりとした薄皮の中にあんがずっ

しりと入っています。「つぶ」「こし」のほか「紫いも」「玉露」など、あんの種類も豊富で

食べくらべや手土産にもおすすめです。 

 

 

＜2週目＞ 心躍る人気のパン特集 PART１ 10月 10日（木）～16日（水） 

  当社初登場となる川口市「デイジイ」、鎌倉「カノムパン」の2店舗のほか、ドイツパンが人気の吉祥寺にある「ベ

ッカライカフェ・リンデ」、無添加・天然酵母にこだわる京都「梅
うぐ

鶯堂
いすどう

」、千葉県松戸市のパンと洋菓子の店 

「ルフラン」など計7店舗が登場します。 

●デイジイ 京王初出店 

 埼玉県川口市の人気ベーカリー＆パティスリー。常時100種類程度の焼き立てパ

ンをお手頃価格でそろえることで、埼玉県でも屈指の人気を誇ります。石窯で焼き

上げたソフトタイプの食事パン「デイジイブレッド」など約20種類を販売しま

す。 

●カノムパン 京王初出店 10日（木）～13日（日） 

 神奈川県鎌倉市にある一軒家カフェに併設されたベーカリー。乳製品を使用せず

に作るパンは「ヴィーガン（絶対菜食主義）」派からも人気を集めます。看板商品

は、ココナッツを練りこんだ生地に、バナナ、シナモン、ココナッツ、メープルシ

ロップで作った濃厚なペーストを巻き込んだ「バナナパン evo.V」です。 

 

「デイジイブレッド」324円 

 

「バナナパンe v o
エボリューション

. V
ファイブ

」（ハーフ）972円 
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＜3週目＞心躍る人気のパン特集 PART2 10月 1７日（木）～23日（水） 

初出店となる横浜「パンメゾンもあ」、京都「麦わらぼうし」など初登場5店舗を含む9店舗が一部日替わりで登

場。コッペパンブームの火付け役である盛岡「福田パン」も出品します。 

 

●パンメゾンもあ 

横浜市にある、総菜パンが豊富にそろう店。角切り牛肉と香味野菜を煮込

んだビーフカレーをカリカリの生地で包んだ「自家製カレーパン」などが

登場します。  

自家製カレーパン（1個）194円 

●麦わらぼうし 18日（金）～2０日（日） 

京都・宇治市にある「麦わらぼうし」。星の形をしたデニッシュパン

「星のパン」は、何層にも丁寧に折り重ねた生地と特製バターを使用し

た、創業以来の一番人気商品。このほか、メロンパンの生地でつくった

「メロンパン食パン」（842円）も販売します。 

 

星のパン（1個）237円 

●福田パン 17日（木）・21日（月）～23日（水） 

盛岡市のコッペパン専門店。コッペパンに挟む具を豊富な種類から選べるスタイルが人気を集め、今では盛岡市のソ

ウルフードとまで言われる存在に。今回のイベントでは、あん・バター入りサンド（159円）、ピーナッツ・バター入

りサンド（139円）など、本店で定番人気の組み合わせを6種類販売します。 

 

 

＜常設ショップの秋の新作＞ 

 

●ジュウニブン ベーカリー「マロンフランス」357円 

パン業界でカリスマ的人気を誇る代々木八幡「365日」の姉妹店。昨年4

月にオープンしたジュウニブンベーカリーは、店内厨房で作る焼き立ての

パンが並び、売上高前年比は今年4月～8月まで連続プラスと人気が定着

しました。秋の新作は、口どけの良い自家製マロンクリームと練乳クリー

ムをフランスパンでサンド。フランスパンの上にのせたアーモンドスライ

スの香ばしさやザクザクとした食感との相性抜群です。 

 

 
●花園万頭「花園あんぱん」（こしあん）301円      9 日（水）～16（水） 

新宿に本店を構える老舗和菓子店「花園万頭」が、今年 6月にオープンした

テイクアウト専用店舗でのみ販売している限定商品を百貨店に初出品。代表銘

菓「花園万頭」に使用する餡をくちどけの良いバター風味のパン生地で包みまし

た。粒選りの北海道エリモ小豆と上質な氷砂糖、香川県産和三盆糖で作る上品

な味わいの「こしあん」、粒の食感を残し、少し甘めに仕上げた「つぶあん」の 2

種です。 

各日20 個限定 
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  撮って楽しい、食べて美味しい、見た目も味もこだわりのラインアップ 

  2019 京王のクリスマスケーキ 
◆予約承り期間：10月 1日（火）～12月 16日（月） ※商品により異なる  

・店頭／新宿店地下 1階、聖蹟桜ヶ丘店 1階「クリスマスケーキ承りコーナー」 

・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 ＊10/1（火）は11時～ 

・インターネット受付／http://www.keionet.com  

※クレジットカード、京王友の会お買い物カード決済の場合：10月1日（火）10時～12月16日（月） 

※コンビニエンスストア決済、ペイジー決済、銀行振込の場合：10月1日（火）10時～12月10日（火） 

◆商品お渡し：12月 23日（月）、24日（火）＜一部商品は各店舗にて 25日（水）のお渡し可能＞ 

・新宿店 7階大催場（12時～19時 30分）、聖蹟桜ヶ丘店 1階「京王フードアリーナ」特設会場（13時～19時） 

今年は、消費税増税による中食需要の高まりから、クリスマスも家で過ごす方が増えると予想されます。そこで、3

世代で楽しめる根強い人気のショートケーキを強化し、なかでも当店の主力顧客である中高年層のお客様に支持の高い

ホテルメイドのショートケーキを増やします。また、若い世代で“SNS映え”が当たり前の時代に、思わず写真が撮

りたくなる見た目も楽しく、女子会などの需要にも対応するデザイン性の高いケーキを揃えます。当社初出品となるパ

ティスリー7店舗を開拓し、定番のショートケーキから「彩り豊かな見た目×実力派シェフが手掛ける味」のクリスマ

スケーキまで、全51型（前年比+6型）、うち京王百貨店限定商品17型を取りそろえます。 

■思わず SNSにあげたくなる！“映え”クリスマスケーキ 

●アニバーサリー「サンタさんのプレゼント」 6,912円 直径 13ｃｍ×高さ 10ｃｍ 

 京王百貨店限定商品   販売予定数量 50個  

港区・青山に本店を構える、ウエディングケーキや記念日を彩るケーキを得意とす

る洋菓子店。大きなサンタのプレゼント袋をモチーフにしたケーキは、「楽しいクリ

スマスになるように！」とアニバーサリーのパティシエと当社女性担当者がアイデア

を出しながら仕上げた限定ケーキで、食べるのがもったいなくなるほどの可愛さ。袋

の中にはいちごと生クリームがたっぷりと詰まっています。  

●スマイルラボ「ポムポムノエル」 4,320円 直径12ｃｍ 

 京王百貨店限定商品   販売予定数量 30個  

ユーモアのあるデザインのケーキが人気の、港区・六本木にあるパティスリーか

ら、大きなリンゴ型のチョコレートが印象的な当社限定ケーキが登場します。マスカ

ルポーネムースに甘酸っぱいリンゴのコンポートを閉じ込めたピンクのケーキも楽し

い気分にさせてくれます。  

●ア・ラ・カンパーニュ「タルト・オ・フリュイ・ディベール」 4,644円 直径 15ｃｍ 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

神戸発のフルーツタルト専門店が初登場。アーモンド風味豊かなタルト生地にアー

モンドクリームを詰めてしっとりと焼き上げ、カスタードクリームとフレッシュな8

種類のフルーツを色鮮やかに飾ったタルトです。 
 

●グラモウディーズ「プティフール」 2,808円 6種×各2個  販売予定数量 50個  

神戸発のマカロン専門店。有名パティスリー「ピエール・エルメ」でシェフパティ

シエを務めたマーク・グレイス氏が立ち上げたブランドです。色とりどりのひとくち

サイズのプチケーキは、クリスマスパーティーのテーブルを彩る、見るだけで笑顔が

あふれる可愛さです。  
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■有名パティシエの技が光る独創的なケーキ 

 名だたるホテルや数々の名店、名パティシエのもとで経験を積んだ、実力派パティシエによるケーキが登場。いずれ

も当社初出品です。 

●ビヤンネートル「ノエル モンブラン」 4,951円 直径15cm 

 京王百貨店初登場   京王百貨店限定商品   販売予定数量 30個  

都内パティスリーや2つ星レストランを経たシェフ・馬場麻衣子氏が代々木上原にオー

プン、旬の果実を使った月替わりパフェが話題のパティスリー。和栗をふんだんに使った

モンブランは、爽やかな柑橘とほろ苦いキャラメルやカカオの風味をアクセントに効かせ

ています。  

●パティスリーハヤトヤマダ「クリスマス ルージュ」4,860円 14×14×6ｃｍ 

 京王百貨店初登場   京王百貨店限定商品   販売予定数量 30個  

「エコール・クリオロ」「ザ・ペニンシュラ東京」でペストリーシェフを務め、国内コンク

ール入賞多数の実力派・山田隼人氏が手掛ける千葉県・松戸市にあるパティスリー。見た

目にインパクトのあるハート型のケーキの中は、あまおうのピュレ入り苺ムースにセンタ

ーはピスタチオムースやメープルムースが重なりあう、味わいも楽しい逸品です。  

●モンサンクレール「クールドショコラ」5,801円 約14×12×4cm 

 京王百貨店初登場   販売予定数量 30個  

  クープ・デュ・モンド優勝をはじめ、世界的コンクールで金賞や最高評価を獲得するパ

ティシエ、ショコラティエ・辻󠄀口博啓氏が手掛けるパティスリーブランド。ショコラのス

ポンジ、ガナッシュ、ムースが重なったクリスマスツリーをかたどったケーキは、厳選し

たカカオを惜しみなく使用し、ショコラ本来の味が楽しめます。  

 

  

■ホテルが手掛ける、こだわりのショートケーキケーキ 

 当社のクリスマスケーキで根強い人気の「ショートケーキ」。中でも有名ホテルが手掛けるショートケーキは、味へ 

の信頼感から、毎年売上数量の上位にあがるほどの人気です。今年は、新たに有名ホテルを1店舗増やし拡充します。 

●ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル「イチゴのシンフォニー」4,860円 直径15cm 

   京王百貨店初登場   販売予定数量 50個  

横浜・みなとみらいにある国際ホテルから人気の高いショートケーキが初登場します。し

っとりときめ細やかなスポンジに、ふんわりとろける生クリームと甘酸っぱい苺で、王道な

がらも贅沢な気分味わえます。  

●京王プラザホテル「シャンティーフレーズ」 4,801円 7.5×18×9 cm 

 京王百貨店限定商品   販売予定数量 70個  ★昨年販売数量第１位 

1971年日本初の超高層ホテルとして開業した、西新宿にあるホテル。国産小麦粉と名古屋

コーチンの卵を使いふんわりと焼き上げたスポンジに、シェフ自らブレンドした生クリー

ム、上品な甘さと酸味の国産苺をサンド。素材のこだわりが感じられる人気商品です。  

このほか、昨年も好評だった「ホテル雅叙園東京PATISSERIE
パ テ ィ ス リ ー

『栞
り

杏
あん

1928』」「ハイアットリージェンシー東京」「ホテルオ

ークラ」のショートケーキを展開します。 

① ② 

※販売予定数量 50個 

2019 

このほか、「メゾンショーダン」、「ダロワイヨ」が当社初出品します。 

①メゾンショーダン「ノエル エスメラルダ」4,860円 7×17×5cm 

②ダロワイヨ「ショコラ フランボワーズ」4,320円 直径12ｃｍ 
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※販売予定数量 30個 


