
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) 

営業時間：12 月 24 日（火）まで、10 時～20時 30 分（日・祝は～20 時） 

12 月 25 日（水）から、10 時～20 時 
（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分、ただし 1/12 は～20 時 30 分） 

12 月 31 日（火）は全館 18 時閉店、地下 1 階・中地階のみ 9 時 30 分開店 

1 月 2 日（木）は全館 20 時閉店 ※1 月 1 日（水・祝）は店休日 

・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。 

 

 

 

■直前に買えるクリスマスケーキとおすすめグルメ ⇒ P２ 

  

■アドベントカレンダーが再注目の兆し ⇒ P３ 

 

 

 

 

 

 

■順調に推移！2020 年 京王のおせち ⇒ P４ 

  

■今年も開催！「京王お肉の祭典」 ⇒ P５ 

  

■京王友の会「半年コース」を新設します ⇒ P６ 

■「京王の写真室」 単独美容メニューを導入します ⇒ P７ 

もうすぐクリスマス。1日1日をカウントダウンしながらクリス

マスまでの日を楽しむ「アドベントカレンダー」が近年進化

しています。新宿店各階で販売のアドベントカレンダーを

紹介ます。 

9 月より承りを開始したおせちが順調に推移。作るよりも

“買うおせち”のニーズは今年も高い模様。直近までの人

気おせちベスト 3 とともに、買い忘れにも対応できる、直

前で買えるおせちを紹介します。 
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デパ地下グルメで人気の「肉」。11 月29 日「いい肉の

日」に合わせ、今年も「京王お肉の祭典」を開催します。 

消費税増税後、初めて迎えるクリスマス。自宅に持ち

帰る食料品は軽減税率対象となるため、今年のクリス

マスは家で過ごす方が増えると予想されます。そこで、

直前でも買えるケーキとおすすめグルメを紹介します。

す。お子さま・お孫様へのクリスマスプレゼントにもおす

すめ！ 
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  今年は「おうちクリスマス」♪ 

  直前で買えるクリスマスケーキとおすすめパーティーグルメ 
◆新宿店 地下 1階、中地階 菓子売場・京王のれん街／中地階 惣菜売場 

消費税増税後、初めて迎えるクリスマス。自宅へ持ち帰る食料品は軽減税率対象になるため、今年のクリスマスは

家で過ごす方が増えると予測されます。そういった中食需要の高まりを見込み、当社ではクリスマスケーキの予約期

間を約2週間早めたこともあり、新宿店の予約状況は、10月1日（火）の販売開始から11月20日（水）の約1カ

月で店頭予約分とインターネット受付分をあわせて売上高前年比約18％増と好調に推移しています。これまでの予約

数量では、今年初登場のパティスリーが首位に（下記参照）。例年、首位のショートケーキも変わらず幅広い世代で

楽しめると人気ですが、今年はモンブランやショコラなど、いつもと違う味、見た目が華やかなもののニーズがより

高まっているようです。また、「うっかり予約し忘れてしまった」方や「今年は家で過ごそう」という方にも、直前

で買えるクリスマスケーキを今年も展開します。さらにクリスマスパーティーを盛り上げるオードブルなどの惣菜に

も注目です。 

【参考：直近※の予約数量 人気ベスト3】＊販売数量に達している場合がございます。 

※集計期間＝10月1日（火）～11月20日（水）店頭予約およびインターネット受付分の合計数量 

①ビヤンネートル「ノエル モンブラン」（直径 15cm）4,951円 

②京王プラザホテル「シャンティーフレーズ」（７.5×18×9ｃｍ）4,801円 

③モンサンクレール「クールドショコラ」（約 14×12×4ｃｍ）5,801円   

■直前に買える！クリスマスケーキ ＊販売予定数に達し次第、終了いたします。 

⚫ デカダンス ドュ ショコラ「ノエルショコラ」（直径 15ｃｍ）4,860円  京王百貨店限定商品  

銀座に本店を置く日本発のショコラトリー。チーズブリュレ、フランボワーズソース、

ビスキュイショコラを濃厚なチョコレートムースで包み、ザクザクのクランブルの土台

が食感のアクセントになった一品です。デコレーションのカカオ型のショコラは、中に

チーズガナッシュとフランボワーズソースが入ったショコラトリーならではの本格的

なボンボンです。＊販売期間＝12月 21日（土）～25日（水）  

⚫ シフォンケーキ ムムス「シフォンケーキのクリスマスデコレーション」（直径 14cm）4,320円  

神奈川県茅ケ崎市に本店を置くシフォンケーキ専門店。安心・安全、厳選された素材

で作るシフォンケーキは、しっとりふわふわ。濃厚な純生クリームで包み、苺とアイシ

ングクッキーでデコレーションしたケーキは、シンプルながらも素材のこだわりが感じ

らる味わいで小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。 

＊販売期間＝12月 21日（土）～25日（水）  

■「おうちクリスマス」を盛り上げるパーティーグルメ 

ケーキに次いで「おうちクリスマス」に欠かせないクリスマスグルメ。新宿店・惣菜売場では、自宅にいながら、

本格的な味を楽しむことができるクリスマスにぴったりのパーティーグルメをそろえます。 

そのほか、麻布あさひ「国産ローストチキン丸焼き」や旭鮨総本店「SUSHIケーキ」など多数取りそろえます。 

⚫ 萬幻豚 SANOMAN「萬幻豚スペシャルオードブル」（1パック 3人前）3,780円 

100年の伝統を守る老舗がつくるブランド豚「萬幻豚」を使用した肉惣菜・弁当シ

ョップ。萬幻豚ローストポークをはじめ、キッシュやウインナーなどのクリスマス

シーンを盛り上げるオードブルです。＊販売期間＝12月 23日（月）～25日（水） 

［予約受付期間＝12月 1日（日）～22日（日）］＊各日 10点販売予定  
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12 1 
2019 

 

 

モンサンクレール 
 

京王プラザホテル 
 

※アイシングクッキーは2種類（クリスマスツリー、スノー
マン）からお選びいただけます。（写真はクリスマスツリー） 
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  クリスマスを家で、家族で過ごす傾向から、再注目の兆し 

アドベントカレンダーが進化しています ◆新宿店各階 

 

クリスマスまでの１日１日をカウントダウンするための「アドベントカレン

ダー」。もともと浸透していたのは紙でできたカレンダーで、扉を 1 日ひとつ

ずつ、クリスマスまで開けていくと別の絵柄が現れる、というものでしたが（写

真①）、今ではカレンダーの中にチョコレートなどの菓子が入っているものが主

流に。毎年、菓子売場にはアドベントカレンダーが登場し、小さなお子様から

シニア世代までプチギフトとして人気が定着しています。が、ここ 1～2 年、

アドベントカレンダーが化粧品などにも派生。小さなものを少しずつ長い期間

楽しめること、家でゆっくり1日1日を家族と過ごしたいという今のライフス

タイルニーズに合致していることなどが、アドベントカレンダーが再注目され

ている要因のようです。 

①オーソドックスなアドベントカレンダー。1日～24日までの

数字が書かれた扉を開けると、クリスマスらしい絵柄が出て

きて楽しめます。（4種・各726円）7階 丸善 

■長い期間楽しめる「ギフト」として、お孫様への贈り物にも人気  

すっかり定番となった、扉や引き出しを開けるたびに毎日一粒ずつ楽しめる

お菓子入りタイプ。食べ過ぎず、かつ長い時間楽しめるため、大人同士のプチ

ギフトとしてはもちろん、小さいお子様に「ばあばからの贈り物」として長く

クリスマス気分を味わってもらえると人気です（写真②）。中地階菓子売場では、

数量限定のためすでに売切れとなっているショップも。 

中身のお菓子だけでなく、外箱に凝ったタイプも登場しています（写真③）。

サンリオショップの「アドベントチェスト菓子セット」は、引出しを裏返すと

日付なしの絵柄が現れ、クリスマスを過ぎても小物入れとして使えます。 

 

②メリーチョコレート「クリスマ

スマジック」（1,296円） 

中地階菓子売場 

 

 

③サンリオ「アドベントチェスト菓子セット」（2,200円） 

7階サンリオショップ 

■化粧品メーカーから多数登場（1階化粧品売場） 

この数年、増加傾向にあるのが化粧品ブランドのアドベントカレンダー。24

～25個のミニサイズの化粧水やハンドクリームなど、お気に入りブランドのラ

インアップのほとんどや、日本未発売の商品をお試し感覚で使えるお得感、毎

日ひとつずつのご褒美に、とご自分用に買われる方が目立ちます。 

 1階化粧品売場では、「ロクシタン」「ジョー・マローン」「クリニーク」（11

月27日発売）「クラランス」（同29日発売）の4ブランドで販売中。クリニー

クでは、アドベントカレンダーの販売は今年が日本では初となります。 

→ハンドクリームで知られる「ロクシタン」のアドベントカレンダー（16,500円） 

 

 

香水の「ジョー・マローン」の

カレンダーでは香水、クリー

ム、ソープなどフルラインアッ

プが試せる（66,000円） 

 

■「クリスマスは家で」が今年の気分。店内装飾もアドベントカレンダーに（1階正面入口前） 

今年の新宿店のクリスマス装飾も「アドベントカレンダ

ー」。「クリスマスは家族で過ごす」のが今年の傾向とみて、

家族でクリスマスまでの準備を楽しんでいただきたい、と

いう想いを1日ずつ引き出していくアドベントカレンダー

で表現しました。 
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  “買うおせち”は今年も人気です 

  順調に推移！2020年 京王のおせち  
～12月 22日（日） ※インターネット受付は～12月 25日（水）正午まで 

◆新宿・聖蹟桜ヶ丘店、サテライト店各店  

9月12日（木）よりインターネットで承りを開始した*1おせちが、スタートから順調に推移しています。今年は、

近年高まるインターネット注文の需要に対応すべく、例年10月から開始していたインターネット受付を約3週間前

倒しで実施。9月末までの早期受注キャンペーン*2も功を奏し、11月12日（火）までの期間、新宿店・聖蹟桜ヶ丘

店両店の店頭予約分とインターネット受付分をあわせて売上高は前年比約3％増、インターネットでも気軽に注文す

ることもできる“買うおせち”のニーズは今年も高いようです。人気ベスト3は「京王百貨店オリジナルおせち」が

占めています（下記参照）。毎年、売上上位にランクインする21,600円のオリジナルおせちは「お手頃価格×ボリ

ューム感」が今年も変わらず売上を牽引しています。 

*1 店頭での承りは10月1日から開始 ＊2 9月12日～30日、1商品税込み21,600円以上のおせちをご注文で送料無料になるキャンペーン 

【参考：直近※の予約数量 人気ベスト3】＊販売数量に達している場合がございます。 

※集計期間＝9月12日（木）～11月12日（水） 店頭予約およびインターネット受付分の合計数量 

①京王百貨店オリジナルおせち「寿」（18.9×18.9×4.2cm/四段）21,600円  

②京王百貨店オリジナルおせち「慶」（20.3×20.3×4.2cm/三段）21,600円  

③京王百貨店オリジナルおせち五段重（14.5×14.5×3.9cm/四段、14.5×30.4×4.2ｃｍ）30,000円  

  
 

 

■直前でも買えるおせち  ※12月 31日（火）のみ販売［予約は 12月 26日（木）から承り］  

年末に需要が高まるおせちは、「少しだけお正月気分を味わいたい」など気軽におせちを食べたいという理由から、

価格も10,000円前後で1～2人前の少量タイプが人気です。そのほか「今まで外食をしていたが今回は家で」という

方に向け、直前で買えるおせちを展開します。＊販売予定数に達し次第、終了いたします。 

●たん熊北店「年越祝膳」（1～2人前）10,584円 

1928年（昭和3年）創業の老舗京料理店。例年早期に完売することが多

い名店のおせちを、年末年始直前のタイミングで数量限定で用意します。味

付数の子や昆布巻といった定番の料理を少量ずつ盛りつけ、そのほかにも鰻

八幡巻などが楽しめます。  

●和食屋の惣菜 えん「おせち二段重」（4人前）18,000円   初登場  

今年8月に新宿店に新規出店、季節の素材にこだわった手作り和惣菜店か

らおせちが初登場。国産牛の牛蒡八幡巻やさつま芋とラム酒の栗きんとん、

紅
こう

芯
しん

大根とかぶのりんごなますなど、伝統を大切にしながらも厳選したこだ

わり食材を使用した「えん」料理人による創作おせちです。  

 

2020 

12 1 
2019 

 

 

① ② ③ 
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  “肉肉しい” 牛・豚・鶏が大集合！ 

京王お肉の祭典 ◆中地階 食品フロア 11月 28（木）～12月 4日（水） 

 
老若男女問わず、「肉」はデパ地下でも注目の的です。11月29日の「いい肉の日」に合わせて、今年夏に改装を終

えたばかりの惣菜売場から、定番から新規ショップの“肉肉しい”惣菜・弁当を特集する「お肉の祭典」を開催し、

増加傾向にある「中食需要」に対応します。 

■豚 静岡のブランド豚「萬幻豚」の焼豚 VS 豚のシャトーブリアン 

●萬幻豚 SANOMAN 「焼豚 3種盛り合わせ（肩ロース・バラ・モモ）」 648円/100g  

各日 10パック販売予定 （1パック 100グラム前後） 

静岡県富士宮市で100年以上の歴史を持つ肉店「さの萬」が、独自に飼育・開発

したブランド豚「萬幻豚」の専門店として昨年11月に百貨店に初登場した「萬幻

豚 SANOMAN」。旨味のモトになるでんぷん質を多く与えるため、飼料の25％に麦

やさつまいもを食べさせ、オレイン酸を豊富に含む萬幻豚の3つの部位を使った焼

き豚の盛り合わせです。 

 

●新宿 さぼてん「フィレブリアン 特選やわらかヒレかつ」（1枚）854円 

 牛肉の「シャトーブリアン」にかけて「フィレブリアン」と名付けた豚フィレの

中心部分をとんかつに。脂肪分が少なく、かつ柔らかな希少部位です。旨味が引き

立つ塩でいただくのがおすすめ。 

 

↑写真は約200g 

 

■牛 新ブランド VS 定番人気ブランドの 黒毛和牛弁当 

●松阪牛 よし田 「国産黒毛和牛 ステーキ弁当」 1,980円 ※デリカコーナー 

 パック詰め惣菜や弁当が並ぶ「デリカコーナー」が今年8月にリニューアル。服

部幸應氏監修の松阪牛の鉄板焼き・すき焼き・しゃぶしゃぶの店「松阪牛 よし田」

が作る弁当も同コーナーに並びます。国産黒毛和牛のステーキに、醤油ベースの特

製タレ・煮玉子を添えたお弁当のほか、すき焼き弁当も販売します。 

 

●柿安ダイニング 「黒毛和牛 牛めし」（1折） 1,301円 

 肉の老舗・柿安の看板商品。やわらかな黒毛和牛の薄切りを秘伝のたれで丁寧に

焼き上げ、奥出雲産の仁多米の上に贅沢に敷き詰めました。 

 

 

■鶏 台湾の小籠包専門店が作るお弁当 

●京鼎樓
ジンディンロウ

小館
ショウカン

「油淋鶏 二段重ね弁当」（1折）918円、各日20折販売予定 

台湾で行列ができる小籠包専門店の、百貨店初となる惣菜・デリの店。大きな油

淋鶏が2枚と、看板メニューの焼き小籠包1個が入ったボリューム満点の弁当で

す。 
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  気軽に始める＆追加で増やせる 

  新しく「半年コース」の募集を開始します 
◆株式会社 京王友の会 

 

■欲しい商品が決まっている方におすすめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループの１つである株式会社京王友の会（本社：東京都新宿区、社長：相京孝明）では、2020 年 1 月から

積立期間が従来の半分の6カ月で満期を迎える「半年コース」を新たに設定します。京王友の会では一口3,000円か

ら30,000円までの各コースで、12カ月間積立てると、満期時に積立額に1カ月分のボーナスをプラスした金額を友

の会会員証にチャージしてお買物カードとしてご利用できるシステムを提供しています。従前のコースでは積立期間

が長く、「欲しい商品が決まっていても待ちきれない」という会員の要望を反映するとともに、消費税増税後もお得

にお買い物を楽しみたいというニーズの拡大を受け新設。京王百貨店が目指す客層拡大とも連動し、気軽に積み立て

を始めたい若い世代の顧客の新規取り込みに努めます。 

 

 

これまでの1年積み立てコースラインアップ

毎月の 1年後の 1ヶ月分の

お積立 満期積立額 ボーナス特典

3,000円 36,000円 3,000円 39,000円

5,000円 60,000円 5,000円 65,000円

10,000円 120,000円 10,000円 130,000円

30,000円 360,000円 30,000円 390,000円

毎月の 6ヶ月後の 0.4ヶ月分の

お積立 満期積立額 ボーナス特典

5,000円 30,000円 2,000円 32,000円

NEW　半年コース

お受取額

お受取額

2020 

12 1 
2019 
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 今の自分にあったメイクが知りたい、というシニア世代のお声から！ 

写真室に単独美容メニューが登場 12月1日（日）～◆8階 写真室/貸衣裳・ヘアメイクサロン 

 

記念写真から、証明書写真、プロフィール写真の各種写真撮影と貸衣装を行う新宿店8階の「京王の写真室」では、

12月より単独での美容メニューを開始します。これまで行ってきた記念写真やポートレート写真、貸衣裳とセットで

のエイジングケアやメイクアップが好評だったため、単独メニュー化。終活用にご自分のポートレートを撮影する時

のヘアメイクや、同窓会用等の衣裳とエイジングケアなど、これまでも中高年層のお客様向けの施策を厚くしてきま

したが、年齢を重ねたからこそのメイクやエイジングケアの需要に着目し、写真室に併設するヘアメイクサロンにて

実施することとしました。 

若い世代のようにSNSで情報を集められないけれど、今の自分に似合う化粧品やメイクグッズが知りたい、仕事で

多忙なので短時間で複数ブランドから化粧品を選んでほしい、同窓会等に若々しい自分になって出席したい、といっ

たご要望にお応えします。 

 

■2つの単独美容コースが登場 

●エイジングケアスペシャルコース 7,700円（約45分） 

興味はあるけれど実際にどうすべきかわからない、撮影の際に受けたケアを継

続したいといったご要望の多いエイジングケア。ヘアメイクアップアーティスト

による、頭皮や頭のもみほぐし、若々しい肌を目指す年齢に応じたお手入れをす

る「エイジングケア」と、お肌に合わせたケアのワンポイントアドバイスが受け

られます。 

 

 

●個人メイクレッスン 16,500円（約80分） 

 社会的地位が高くなる方、子育てを終えてお友達との外出が増える方など、年

齢が上がるにつれて変わってくるライフスタイルに合わせたメイクや化粧品につ

いてのパーソナルアドバイスから、エイジングケアを含むメイクアップまで、お

一人お一人に応じた個人メイクレッスンです。 

 ブルームビューティーサイエンス*代表の小山内氏の指名も可能（指名料別途 

11,000円） 

＊ヘアメイクアップエージェント。代表の小山内秀敏氏は、洋装から和装までのヘアメイクと、エイジングケアに造詣

の深いヘアメイクアーティスト。 
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12 1 
2019 

 

https://www.keio-costume.jp/photo-studio.html

