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2019 年 12 月 10 日 

株式会社 京王百貨店 
 

「ラグビー」、「十二単」「タピる」「肉肉しい」など、注目ワードをヒントに 

2020年 新春福袋 
 

 

＜応募抽選式福袋のポイント＞ 

◇日本中にブームが沸き起こった「ラグビー」：日本代表主将リーチ マイケル選手所属チームで貴重体験！ 

◇SNSの普及で大きな関心事になった「片づけ」：「こんまり流」片づけ コンサルティング福袋 

◇これぞ令和流？！豪華なお子様パーティープラン：人気遊び場「京王遊びの森 ハグハグ」を貸し切りに！ 

＜売場福袋のポイント＞ 

◇商品だけでなく、「商品＋コト」のハイブリット型福袋が 16種類登場 

◇十二単、タピオカ、肉肉しい、TTT、など注目ワードをヒントに開発 

 

   

 

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）では、2020 年の初売りを 1 月 2 日（木）にスタート。

福袋は同日から各売場で販売する「売場福袋」（P５～）と、年末から受付を開始する「応募抽選式福袋」の 2 種

類をご用意します。 

 

■応募抽選式福袋 概要 

・応募期間：2019年 12月 26日（木）～2020年 1月 4日（土） 

・応募場所：新宿店 1階正面入口、聖蹟桜ヶ丘店 2階センターコート  ※応募者多数の場合は抽選となります 

 

 

 

お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店  TEL：03－3342－2111（大代表） 

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（深山、竹田、篠原、島田） 

 

 

 

 

報道関係資料 
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応募抽選式福袋① 

 

ワンチーム！日本列島が沸いたラグビーの魅力を体感！ 

ジャパンラグビートップリーグ所属 東芝ラグビー部タイアップ スペシャル試合観戦福袋 2種 

 

   

 

 

 

 

 

2019 年の大きな話題となった「ラグビー」。京王線飛田給駅付近（調布市）で試合が開催されたこともあって、

新宿駅や沿線にはラグビーファンの姿が多くみられました。京王線沿線で、試合会場になった調布市に隣接する

府中市に練習拠点を持ち、日本代表経験者を多数擁する東芝ラグビー部のスペシャル試合福袋 2 種をご用意。普

段関係者以外立ち入りできないロッカールーム前で選手に直接サインがもらえる一般福袋と、試合開始時の選手

入場の際にグランド入口で選手を見送ることができる「花道キッズ」になれるお子様福袋です。 

●お子様福袋 

【実施予定日】  2020年 2月 29日（土） 

【所要時間】   花道キッズ 1時間程度＋試合観戦 

【販売予定価格】 11,000円 

【販売予定数】  20組 40名様 

【対象年齢】 小学生＋保護者* 

*花道キッズの際は会場にて待機していただきます 

【場所】 秩父宮ラグビー場 

【内容】 ①東芝ラグビー部の公式戦観戦（VSヤマハ発動機ジュビロ） 

②試合入場時の花道キッズを担当 

③東芝ラグビー部 2020 年度版レプリカジャージ

をプレゼント 

●一般福袋 

【実施予定日】  2020年 2月 29日（土） 

【所要時間】   試合観戦＋ロッカールーム体験 1時間程度 

【販売予定価格】 11,000円 

【販売予定数】  10組 20名様 

【対象年齢】 中学生以上 

【場所】 秩父宮ラグビー場 

【内容】 ①東芝ラグビー部の公式戦観戦（VSヤマハ発動機ジュビロ） 

②試合後、東芝ラグビー部サイドのロッカールーム

前で選手から直接サインがもらえる！ （事前に選

手の指定も可能*）＊当日のコンディションにより対応不可の場合もあり 

③東芝ラグビー部 2020年度版レプリカジャージを

プレゼント 

 「東芝ラグビー部」について・・・  
 

ジャパンラグビートップリーグ所属チーム。1948 年創部、チームの愛称は「BRAVE LUPUS（ブレイブルーパス）」。

“LUPUS”とはギリシャ語で「狼座」のことで、「グランドにおいて、オオカミのように組織的な群れをなし、相手が戦意喪失するよう

な緻密かつ野性味あふれる追い込みと、勇猛果敢なプレーを身上とする」意味が込められています。創部からの全国タイトルは

優勝 14 回、主な在籍選手は日本代表のキャプテンを務めるリーチ マイケル選手。 
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応募抽選式福袋② 

 

世界でたった 2人の公式弟子 武田望さんによる 

“こんまり流”片づけコンサルティング 福袋 

 

 

 

 

 

これまでも「片づけ」は主婦の大きな関心事でしたが、SNS での普及もあって、老若男女問わず「片づけでシ

ンプルにお家を整え、より良いライフスタイルを目指す」という価値観が広がっています。世界 42 か国で大ベ

ストセラーとなった「人生がときめく片づけの魔法」の著者で片づけコンサルタント・近藤麻理恵（通称こんま

り）さんの、世界で 2 人しかいない公式弟子・武田望さんから直接片づけのコツをレクチャーしてもらえる福袋。

ご自宅で武田さんと一緒に、“リバウンドしない”こんまり流片づけが実践できます。 

 

【実施予定日】 2020年 2月 5日（水）、7日（金）、8日（土）、3月 4日（水）、6日（金）、7日（土）（いずれかお好きな日程 １日） 

【所要時間】 およそ 5時間（10時～17時の間で調整となります）、１回開催 

【販売予定価格】  20,200円 ※本福袋のみの特別価格 

【販売予定数】 1名様 

【場所】   応募者ご自宅（関東のみ） 

【内容】  ①ご自宅にてマンツーマンで武田さんからこんまりメソッドのポイントやお洋服のたたみ方をレクチャー 

②片づけのお悩みを武田さんに相談、アドバイス後に、こんまり流片づけを実践（一度に家の中を片付けるものではなくお洋服中心の片付けがメイン） 

③レクチャーと実践をもとに、お客様自身でモノを見極めるコツや収納のポイントなどを、武田さんがサポート 

④こんまりさんの書籍「人生がときめく片づけの魔法」をプレゼント 

⑤ごみ捨てやお掃除を行うお掃除スタッフ 1名が付きます（福袋特別特典） 

※本企画は福袋用特別パッケージで、通常の武田さんのレッスンとは内容が異なります。 

※片付け代行ではなく、モノの見極めはお客様ご自身で行っていただき、ときめきで選ぶサポートや収納づくりのお手伝いを行います。 

 

 「こんまり流片づけ」について・・・  

片づけコンサルタント・近藤麻理恵（通称こんまり）さんが提唱する片づけメソッド。2010 年に同氏が出版した「人生がときめく片づけの魔法」は

世界 42 か国でシリーズ累計 1,200 万部以上の大ベストセラーとなり、アメリカの雑誌・TIME で「世界で最も影響力のある 100 人」に選出。アメ

リカでは「KONDO」といえばこんまり流片づけのことを指すような社会現象に。世界で２人しかいない公式弟子の武田望さんも「こんまり流片づけエ

グゼクティブコンサルタント」として、国内外で講演会や個人レッスン、メディア出演などで多忙な日々。 
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応募抽選式福袋③ 

 

お誕生日や卒園パーティーにも！ 

京王あそびの森 ハグハグ貸切お祝いディナーパーティー 福袋 

 

 

 

少子化や酷暑などの影響で、安全・安心な子供の室内遊び場のニーズは高まり、週末や祝日ともなればどの施

設も大混雑。貸し切りで思う存分遊べたら、という親子の願いが叶う福袋です。 

京王線多摩動物公園駅に隣接する「京王あそびの森 ハグハグ」（東京都日野市）を貸し切って、さらに併設す

るカフェでのビュッフェとデコレーションケーキ付のディナーパーティープランをご用意。公式キャラクター

「ハグー」にも会える、令和流のお子様向けパーティープランです。 
 

【実施予定日】 2020年 2月 15日（土）～3月 1日（日） の期間でいずれか 1日 

※定休日 2月 19日（水）、26日（水）を除いた、お好きな日程をお選びいただけます 

【所要時間】 18：00～21：00 

【販売予定価格】 33,000円 

【販売予定数】 1組（最大 20名様） 

【実施条件】  保護者 1名につき小学生以下のお子様 5名まで 

【内容】 ①ハグハグ館内を貸切、遊び放題（通常別料金のハグハグトレインも乗り放題） 

②18：30 より、ハグハグカフェにてビュッフェディナー（料理 7～8品、飲み放題、デコレーションケーキ付） 

③オリジナル缶バッジづくり体験（通常 1回 100円）を 1回（お子様の人数分）プレゼント 

④オリジナルグッズプレゼント（お子様の人数分） 

⑤ハグーのグリーティング開催 

⑥記念日に合わせた装飾やバースデーソングの館内放送        

 

 京王あそびの森 ハグハグ について・・・  
 

2018 年にオープンした、「木育」「体育」「知育」をコンセプトとする屋内型の大型子ども向け遊戯施設。日本最大級のネッ

ト遊具「ハグハグのき（高さ約１２ｍ、直径約１５ｍ）」や全周約２００ｍの屋内ミニＳＬ「ハグハグトレイン」など７つのコ

ンテンツに、お子様メニューも豊富に取りそろえたカフェなども併設。多摩の森にすむ動物などをモチーフとした妖精「ハグーと仲間

たち」が公式キャラクター。 
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1月 2日（木）発売の売場福袋 

1 月 2 日（木）10時～ 新宿店 各階 

 

 1月 2日（木）の初売りに売場で販売する福袋はこれまで「モノ」が中心でしたが、近年は商品にプラスして体

験チケットが付くなどの「コト」型が増えてきました。ヨガなどのスポーツからエステ、蔵元見学、そして写真

撮影プランと多様にそろえます。また、令和や 2020 年、そして今年話題となった言葉にちなんだアイデア福袋

も登場します。 

■＜コト型福袋＞即位の礼で注目の「十二単と直衣」が着られる！  

● 「ウェディングフォト福袋（十二単・直衣）」 （限定 3 組）60 万円 

／8 階 「京王の写真室」 

 

 儀式で着用され、注目度大の十二単や直衣。平安時代から伝わる日本

装束の歴史を見直すとともに、着る機会の希少なこの十二単と直衣を

着用して、ご結婚の記念写真を、という特別企画福袋。装束は平安絵

巻さながらの伝統的なものをご用意。撮影後のプリントも特別仕様で、

キャンバス地に絵画風のプリントと、クリスタル台紙の 2種類がセッ

トになっています。  

●「タッチフォーカス福袋」（限定 3 点） 275,000 円／6 階 メガネ・サングラス「イワキ」 

内蔵された液晶レンズで遠近を瞬時に切り替えできる次世代型眼鏡「TouchFocus」。歪みを感じにくくゴルフ

に最適です。この次世代眼鏡「TouchFocus」にご自身も愛用者であるプロゴルファー藤田寛之氏と一緒にラウン

ドできる特別な体験をセットにした福袋です。 

 

このほか、人気フォトグラファー・保坂さほ氏によるお子様向けきもの撮影会（29,700円、限定 14組）、新宿

店屋上での青空ヨガ教室のチケット付き・「ミズノ」レディーススポーツウエア福袋（11,000円、限定 15点）な

ど、計 16種類をご用意します。 

■2019 年の話題から！ 

●「肉肉しい福袋」29,290 円（限定 5 点）  

／地下 1 階 生鮮・グロサリー売場「肉の匠 いとう」 

 国産黒毛和牛を、「肉肉しい＝2929g」に近い３㎏分を、ステーキ・すき焼

き・しゃぶしゃぶ用にカット（各 1 ㎏）。新年のパーティーにおすすめです。 

 

 

●「タピオカドリンク回数券福袋」2,020 円（限定 5 点） 

／4 階 喫茶 銀座 仏蘭西屋 

「タピる」（＝タピオカドリンクを飲む）という言葉が定着するまでに人気が

拡大しているタピオカドリンクを、4 階喫茶「銀座 仏蘭西屋」で 1 月 2 日

～31 日の期間中に 10 杯分飲める回数券が入った福袋。思う存分タピオカの

魅力に浸れます。 ※イメージ 
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■2019 年の話題から！ 

●「おっさんず♡福袋」11,000 円（限定 5 点）／5 階 カジュアルウエア売場 

中年男性の恋にも注目が集まった今年、すてきなおじさまに変身できる

福袋が登場です。ダウンコートを含むアウター・トップス 4 点と、7 階美

容室「ハツコエンドウ」で眉のお手入れが付いたヘアカット（シャンプ

ー・ブロー込み）で、スタイリッシュなミドルエイジが目指せます。 

  

 

■０１８＝れいわと読んで！ 

 ０１８（れいわ）にちなんだ福袋は 2種ご用意。 

●「０１８（れいわ）・18 足入り靴下福袋」（限定 10 点）3,960 円 

／5 階 紳士肌着売場 

ビジネス向け紳士靴下 18 足入りのお得な福袋。  

商品一例 
  

●「０１８（れいわ）出産準備福袋」（限定 18 点） 2,200 円／7 階 マタニティ売場 

   限定 18点の令和ベビーの出産準備用福袋。人目が気になる入院時も安心のマタニティパジャマにプラスし

て、入院や出産をはじめ令和ベビーを迎える準備について学べるセミナーチケットが付きます。 

 

■2,020 円、2,020万円福袋 

●「T・T・T 福袋」2,020 円（限定 10 点）／4 階 婦人服・パーツセレクション売場 

 「TTT…」という言葉が巷に流行ったことにちなんで、トレンチコート、トッパーカーディガン、ティー

（TEA）チケット、3つの Tが入った福袋。春まで活躍するトレンチコートと肌寒い日にさらっと着れておし

りまで隠せるトッパーカーディガン、新宿店にある 4喫茶店で使えるティーチケットが入っています。 

 

●「住まいのドリーム福袋～新築パナホーム/『平屋でペットと暮らす薪ストーブのある家』」（限定 1 点）2,020 万円 

（建物本体税込価格）／6 階 インテリアスタジオ 

 パナホームの新築・平屋建て（延床面積 81.35㎡）を 2,020万円で建てられるプラン。「コンパクトながらも

心地よい平屋の暮し」をコンセプトに、段差の少ない平屋建てで人間にもペットにも優しい仕様。薪ストーブ

は電気式への交換も可能です。 

 

 

 

 

 

お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店  TEL：03－3342－2111（大代表） 

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（深山、竹田、篠原、島田） 

 

 


