
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) 

2 月の営業時間： 10 時～20時（地下 1 階～3 階は 2/23 以外の日・祝、2/26～29 を除き～20 時 30 分） 

・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。 

 

 

 

■2020 年 京王のバレンタイン ⇒ P2 

     

■「パンフェスティバル」今年も開催 ⇒ P５ 

   

■2020 年「恵方巻き」 & 「節分」 ⇒ P６ 

  

■「ねこグッズフェア」開催 ⇒ P７ 

  

 

 

 

性別・世代を問わず人気のネコ。愛好家も多く、ネコグ

ッズも人気です。2 月22 日の「ネコの日」にちなんで、

新宿店各階でイベントを開催します。 

 

昨年から7階大催場で開催している「パンフェスティバル」

を今年も開催。実演で出来たてが食べられるスイーツパ

ンから、人気の高級食パンなどが日替わりで登場する店

舗含めて計10 店舗が集まります。 

多様化するバレンタイン需要。今年のバレンタインは、国内

外のブランド32ブランドが新たに初登場。また、今年で3回

目となる7階大催場「Keioスイーツフェア」は展開スペースを

拡大し、過去最大規模で展開します。 

。 

手軽に歳時記を楽しめる恵方巻き。新宿店 食品フロア

から、和・洋・中の店舗から趣向を凝らした恵方巻が登

場します。 

２０２０年 京王のバレンタイン・・・・・・・・・・・・・・ 
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国内外のブランドショコラが大集合！ 

2020年 京王のバレンタイン 

  1月 30日（木）～2月 14日（金） （ブランドによって期間が異なります） ◆新宿店 

 近年のバレンタイン需要は、大切な人への「本命チョコ」のほか、自分への「ご褒美チョコ」や日ごろの感謝を

伝える「サンクスチョコ」など多様化しています。新宿店では、なかでも需要の高まりが顕著な「自分用」に人気

のインポートブランドを強化するなど、ブランド数を大幅に増やし多様化するバレンタイン需要に対応します。今

年は欧州ブランド含め32ブランドが初登場、全86ブランドを取り扱います。特に7階大催場で2018年から開催

している「Keio スイーツフェア」は、年々売上を拡大し、3 回目となる今年はスペースを拡大し、前年に対し 16

ブランド増の全65ブランドが集合します。 
 

 

 

 

 

 

 

■インポートブランドセレクション 

日本と比べてチョコレートの歴史が長い欧州ブランド。そのほとんどがこの時期にしか取り扱いのないこともあ

り、自分への「ご褒美チョコ」としても人気が高いです。今年は、欧州ブランドを中心に11ブランドを新規展開し、

インポートブランドのショコラを強化します。 

●デュフー「バレンタイン セレクション」（4個入）1,480円  京・初  

フランス・リヨンの名店「ベルナション」で修業したベルナール・デュフー氏がフ

ランス・ブルゴーニュ地方に本店を構え、現在はフランス国内に7店舗を構える創業

60 年の老舗ショコラトリーが今回日本初上陸します。厳選されたカカオと、質の高

い原材料を使用したガナッシュやナッツが香るプラリネの詰め合わせです。300点販

売予定。＜2/6（木）～：7階大催場＞  

 

●コントワール ドゥ カカオ「京王百貨店限定アソート」（9個入）2,916円  京・初    京・限  

  パリに 2 店舗を構える家族経営のチョコレートメゾン。代々職人に引き継がれる

高品質、高純度のカカオバターチョコレートの伝統を忠実に守りながらも、独自のフ

レーバーを生み出し続けています。パリ発のチョコレートの祭典「サロン・デュ・シ

ョコラ」で優秀賞を受賞したヘーゼルナッツのプラリネ、塩バターキャラメルのプラ

リネをはじめ、話題のルビーチョコレートやブロンドチョコレートを使ったドーム型

のプラリネを詰め合わせたアソートを当社限定で販売します。60点販売予定。 

＜2/6（木）～：7階大催場＞  

 

●ル・コントワール・ド・マチルド「ハンマーチョコ」（400ｇ）3,456円  京・初  

フランス全土に約90店舗を構える、チョコレートやエピスリー（調味料類）のブ

ランドでパリの「サロン・デュ・ショコラ」にも、毎年出展している実力派。可愛ら

しくユニークな見た目に加えて本格的な味わいで、ショコラに厳しいフランス人にも

人気です。付属のハンマーで割って食べる「ハンマーチョコ」の最新作はドライスト

ロベリーとゴジベリーがトッピングされたバレンタインらしい色味のチョコレート

です。＜2/6（木）～：7階大催場＞ 
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＜バレンタイン概要＞ 

◆1階イベントテラス：1月30日（木）～2月14日（金） 

◆中地階エキサイティングスポット、地下1階食品入口・特設コーナー：2月4日（火）～14日（金） 

◆7階大催場「Keio スイーツフェア」（併催）「パンフェスティバル」：2月6日（木）～14日（金） 
 
◆インターネット販売：1月9日（木）午前10時～2月8日（土）午前10時 

 

※最終日は午後5時まで 

※  京・初  ・・・京王百貨店初登場商品   京・限  ・・・京王百貨店限定商品  
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■ジャパンメイドセレクション 

 見た目や細部へのこだわりなど、繊細な技が光る「ジャパンメイド」のチョコレート。知る人ぞ知る国内パティス

リー・ショコラトリーが手掛けるチョコレートを取りそろえます。 

●クリオロ 「シェフのわがままセット」（8個入）2,970円  京・初  ☆お酒使用 

国際コンクールで受賞歴多数のパティシエ、サントス・アントワーヌ氏の東

京・板橋区に本店を構えるパティスリー。真っ赤な箱には、キャラメルやジャ

スミンティーなどシェフのお気に入り食材を使った新作チョコレートを詰め合

わせました。300点販売予定。＜2/4（火）～：中地階エキサイティングスポット＞ 

※京王ネットショッピング対象除外品 

 

●レ カカオ「セレクション」（9個入）3,024円  京・初  ☆お酒使用 

 東京・五反田にあるショコラトリー。パティシエ・黒木琢磨氏が「ピエール・

マルコリーニ」のシェフ・パティシエ経験から学んだ、カカオ豆の選別、焙煎、

精錬から一貫して作る「Bean
ビーン

 to
トゥ

 Bar
バ ー

」と呼ばれる製法でタブレット、ボンボン

ショコラ、ガトーまで手掛けています。厳選したカカオを使用し、味はさるこ

とながら、繊細なコーティングで見た目も美しいボンボンショコラは、大切な

人への贈り物にもおすすめです。150点販売予定。＜2/6（木）～：7階大催場＞ 

 

●デカダンス ドュ ショコラ「東京ワイナリー×Décadence
デ カ ダ ン ス

 du
ド ュ

 Chocolat
シ ョ コ ラ

」（4個入り）1,404円 ☆お酒使用 

2018年3月に新宿店にオープンした、銀座に本店を置く日本発のショコラト

リー。当社の協同企画により実現した、東京初のワイン醸造施設「東京ワイナ

リー」とのコラボ商品。バレンタイン催事を担当する当社社員が、酒売場での

経験をもとに選び抜いた日本ワインを使用したボンボンをはじめ、ピスタチオ

など大人が楽しめる贅沢なアソートです。400点販売予定。 

＜1/23（木）～：中地階 京王のれん街「デカダンス ドュ ショコラ」、 

2/6（木）～：7階大催場＞ 

 

■常設ブランドから当社バレンタイン初登場♪ 

  昨年新宿店に新たにオープンした2店舗から、バレンタインシーズン限定のチョコレートが登場します。 

●イシヤ チョコレート「恋するチョコレート ザ・ハート」（7個入）1,080円  

2019年4月に新宿店にオープンした「イシヤ 新宿」を手掛ける ISHIYAからバ

レンタイン限定商品が当店初登場。「白い恋人」のチョコレートをベースにした、ル

ビー、ミルク、ホワイトの 3 色のハート形のチョコレートには、それぞれ異なるフ

ルーツソースが入っており、個性豊かな味わいが楽しめます。 

＜1/30（木）～：1階イベントテラス＞※京王ネットショッピング対象除外品 

※中地階 菓子売場「イシヤ 新宿」での販売はございません。 

 

●セゾン ド セツコ「お酒のショコラ」（5個入）1,080円  ☆お酒使用 

2019 年 8 月に新宿店にオープンした、「日本の美しい SHIKI（四季、色、式）」

を表現する和ショコラトリー。日本酒、梅酒、焼酎、甘酒、柚子酒のショコラを詰

め合わせました。200点販売予定。 

＜1/23（木）～：中地階 菓子売場「セゾンドセツコ」＞ 
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■今年は“チョコパ”!? みんなでシェアしたくなるチョコレート 

今年のバレンタインは金曜日。仕事終わりにチョコレートを買い、週末は友人と“チョコパ（＝チョコレートパー

ティー）”や家族でゆっくり楽しむことを想定し、シェアしたくなるチョコレートを揃えます。 

●ココロキッチン京都「カカオ風味の京ナッツ（バレンタインバージョン）」（30ｇ入）756円   京・初   

オーガニック素材にこだわった京都発のグラノーラ専門店。ローストした有機ナ

ッツをたっぷりのココアパウダーでコーティングした、風味豊かな甘すぎない大人

の味わいの京ナッツ。同店人気の定番商品「黒七味ナッツ」なども販売予定で、お

酒と共に楽しむのもおすすめです。200点販売予定。 

＜2/6（木）～：7階大催場＞ 

 

●スマイルラボ「ショコラニマル」（1箱 7パーツ入）1,512円   京・限  

東京・六本木に店舗を持ち、チョコレート細工が目を引くデコレーションケーキ

を提供するパティスリー。“人と被りたくない”というこだわり派に人気の独創性

溢れるチョコレートは、動物パズルをモチーフで遊び心たっぷり。ミルクチョコレ

ートなので、お子様とも楽しめる一品です。 

＜2/6（木）～：7階大催場＞ 

 

■仕事帰りに、ごちそうチョコ♪実演スイーツ ＜7階大催場「Keioスイーツフェア」＞ 

7階大催場「Keioスイーツフェア（2月6日‹木›～2月14日‹金›）」では、仕事帰りやお買い物帰りに“プチ贅沢”

が味わえる実演スイーツを用意。各店の味を新宿駅至近の会場内で気軽に楽しむことができます。 

   

 

①神楽坂茶寮「バレンタイン限定 ほうじ茶のミルクプリンパフェ」（1個）639円  京・初   京・限   

神楽坂に本店を構える、和の食材をふんだんに取り入れたスイーツが魅力のカフェ。ほうじ茶のミルクプリン、

チョコチップ、苺、生クリームを使ったバレンタイン特別仕様のパフェを販売します。 

②デカダンス ドュ ショコラ「東京ワイナリー スペシャルソフト」（1個）519円  京・限   ☆お酒使用 

銀座に本店を置く日本発のショコラトリー。エクアドル産カカオ含有量 80%のハイカカオをベースに香り華

やかな4種のチョコレートをブレンドしたソフトクリームに、東京初のワイン醸造施設「東京ワイナリー」の赤

ワインをふんだんに使用したスペシャルソースをトッピング。当イベント限定の大人向けスイーツです。 

※中地階 京王のれん街「デカダンス ドュ ショコラ」での販売はございません。 

③Tapi
タ ピ

 Tapi
タ ピ

「ホットスイートショコラタピオカ」（500ｍｌ）651円  京・初  

鳥取県・米子に店を構えるタピオカ専門店。国産生タピオカとボリビア産ショコラを使った冬季限定のホット

ショコラタピオカは、温かいチョコレートドリンクに、カカオ豆をフレーク状にしたビターなカカオニブを浮か

べ、甘くほろ苦い大人の味わいに仕上げています。 
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昨年に続き、2度目の拡大開催！ 

パンフェスティバル 

2月 6日（木）～2月 14日（金） （ブランドによって期間が異なります） ※最終日は午後5時まで ◆新宿店 7階大催場  

2014年秋に食品フロア内のイベントスペースでスタートした「パンフェスティバル」は、以降、春と秋の年2回

開催している人気イベント。根強い人気のパンブームを受け昨年7階大催場で初開催した「パンフェスティバル」を

今年も開催します。併催の「Keioスイーツフェア」に合わせ、その場で楽しめる出来たてのスイーツパンや、人気の

食パンなど日替わりで登場する店舗を含め、計10店舗・約100種類のパンが並びます。 

■「店内調理」で出来たてのスイーツパン 

会場では、出来たてスイーツパンを楽しむことができます。 

●COCO
コ コ

-agepan
ア ゲ パ ン

「京王スペシャル」（1個）500円  京・初   京・限   

 東京・原宿にあるフードトラックスタイルの揚げパン専門店。ココナッツオイル100%

で揚げるオリジナル揚げパンにホイップクリームとフルーツをサンドした限定メニュー

が登場。店内調理販売なので会場内で温かい揚げパンを楽しめます。各日20個販売予定。 

 

●カリヨン「ベルギーワッフル（カスタード・生クリーム・チョコクリーム）」（各 1個）220円  

本場ベルギーと同じ製法で全てが手焼きのワッフル店。バターの香りと甘さ控えめの

ミラクルシュガー（粒状に結晶した砂糖）のつぶつぶした食感が楽しめます。シンプル

なプレーンのほか、トッピングのクリームも豊富なバリエーションを取り揃えます。 

 

■パンブームの火付け役“食パン”も初登場店舗が大集合！ 

幅広い世代に楽しんでいただける「食パン」。昨今のパンブームに欠かせない存在になっている「食パン」を種類

豊富に取り揃えます。 

●大仏さまの福みみ「大仏さまの福みみ食パン」（1個）864円  京・初   百貨店初出店  

神奈川・鎌倉にある食パン専門店。大仏さまの福耳をイメージしたやわらかもちも

ちの食パンは、その食感を出すために希少小麦「岩手県産もち姫」を使用するなど素

材や製法にこだわり、ひとつひとつ丁寧に焼き上げられています。シフォンケーキ型

で焼いた食パンらしくない見た目も人気です。各日150点販売予定。 

 

●MIYABI「デニッシュ食パン」（Mサイズ）864円 

京都・祇園で生まれたデニッシュ食パン専門店。芳醇な香りと上品な甘さ、外はサ

クサク、中はしっとりふわふわの食感が最大の特徴です。 

 

●題名のないパン屋「無題の熟成（プレーン）」（1本）864円  

東京・大田区にある和惣菜に合う食パンを展開する高級食パン専門店。生クリーム

を使用し、皮は薄くキメ細かなくちどけの良い食感が特徴です。各日70点販売予定。

<出店：2/6（木）・2/7（金）> 

 

●ペニーレイン「ブルーベリーブレッド」（1斤）640円  

栃木・那須にある行列のできるパン屋。ブルーベリーをふんだんに使用した、同店

人気No.1のブルーベリーブレッドは、生地にはオリジナルのブルーベリーソースを

練りこみ、一斤に130グラム前後のブルーベリージャムを切り口から、とろりとこぼ

れるほど巻き込んでいます。各日100点販売予定。<出店：2/13（木）・2/14（金）> 
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今年の恵方は「西南西！」 

2020年 「事前予約」を強化します。京王の恵方巻 

  2月 3日（月）  ◆新宿店 地下 1階・中地階 食品のフロア  

 食品フロアの寿司店の売上が年内で最も高くなる「節分の日」。昨年8月にリニューアルオープンした惣菜・デリ

カ売場から、和・洋・中華の各ショップが豪華、ヘルシーと趣向を凝らした恵方巻を販売します。 
 

 

■豪華！ヘルシー！惣菜売場の各ショップが競います 中地階 惣菜売場 

●旭鮨総本店「旭鮨特製豪華恵方巻」（1本）10,800円   京王百貨店限定商品  

 予約販売のみ※事前予約は 1月 30日まで  

昭和 2 年、京王線下高井戸駅に創業以来、「本物の江戸前鮨」を提供する

旭鮨総本店。京王百貨店限定の天然本マグロ、車エビ、ウニ、イクラ、焼き

アナゴ、カニ、イカをぜいたくに使った豪華恵方巻を販売します。 

  

●美濃吉「ご運節分巻き寿司」（1本）1,944円 45点限定 

 

亨保年間に創業して以来、約三百年の老舗。国産食材にこだわり、うなぎ

やちりめん山椒など京料理屋らしい食材を巻き上げました。 

 

このほかにも、野菜をたっぷり使った商品や、タイ料理をアレンジした商品など、ヘルシーな商品や各ショップの

特徴を表現した恵方巻を販売します。 

 

●ＲＦ１「野菜を愉しむ 海老とアボカド

の福恵方巻」（1本）1,296円 

●柿安ダイニング「柿安名物の牛肉

しぐれ煮大恵方巻」（1本）1,421円 

 

●グッドモーニングバンコク「ガパオロ

ール」（1本） 540円 

 

■生鮮食品・催事売場・菓子売場からも特徴ある恵方巻が続々 

生鮮のフロアでは鮮魚店「𠮷川水産」の「本マグロが入った海鮮巻」をはじめ、鮮魚店ならではの恵方巻を販売。

催事売場エキサイティングスポットでも全国の寿司店が恵方巻を販売するほか、菓子売場でも「恵方ロール」や節分

にまつわる縁起もののお菓子を販売します。 

 

■食品ロス削減の取り組み 

今年は店頭・電話での事前予約を強化するとともに、お取引先から仕入れる商品は、前年実績をもとに無理のない

数量を発注し、最後まで売り切ることを目標とします。一方で、当社新宿店において毎年大きな売り上げシェアの「古

市庵」と「𠮷川水産」は、ともに店内厨房で製造するため、自店の売れ行きはもちろん、他の店舗の状況を見ながら

数量の調整が可能。恵方巻を購入しようとご来店するお客様の期待に応えつつ、廃棄ロスの削減に努めます。 
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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 
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  ２月２２日は「ねこの日」！！ 

「KEIO ねこフェスティバル」 を開催 

2月6日（木）～25日（火） ◆新宿店各階 

 

 2月22日（土）の「ねこの日」に合わせて、新宿店ではネコにまつわるイベントや期間限定ショップを集めた「KEIO

ネコフェスティバル」を開催します。ネコモチーフの洋服やハンカチなどは以前から人気が高かったものの、現在

では写真展や保護ネコ譲渡会など、商品だけにとどまらない「ネコ」の世界が人気に。昨年夏に開催して大好評だ

った人気漫画「夜廻り猫」の期間限定イベント第2弾も開催します。 

■年々関心の高まる「保護ネコ」のミニ譲渡会を開催 

  保護されたネコと新しい家族との出会いを目的とした、ミニ譲渡会を開催します。全国で「ネコの殺処分ゼロ」

の機運が高まる中、保護ネコの譲渡会への関心が多く寄せられるようになりました。こうした取り組みを支援するた

め当社では、毎夏、7階大催場での譲渡会を開催してきました。今回は初のミニ譲渡会として実施。2日間で16頭の

ネコたちが参加します。（主催：一般財団法人ちよだニャンとなる会） 

会期：2 月22 日・23 日 、会場：屋上 ペットショップ 

■猫の世界観を楽しめる無料展覧会 「夜廻り猫原画展」、「必死すぎるネコ 写真展」 

●夜廻り猫原画展 

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「夜

廻り猫」。心の涙にそっと寄り添う夜廻り猫・遠藤平蔵を描く癒しの作風にフ

ァンが多く、昨夏新宿店で初開催したところ大好評を博しました。今回も無

料でのミニ原画展とグッズ販売（ポストカード、クリアファイルなど）を行

います。2月22日には、漫画家・深谷かほる先生によるサイン会（事前予約

制）も開催します。    

会期：2 月13 日～25 日 、会場：7 階 丸善ステーショナリー特設会場 

 

●必死すぎるネコ ミニ写真展 

 写真家・沖昌之氏が必死に撮りためたネコの姿を集めた写真集「必死すぎるネコ」のミニ写真展を開催。写真集に

未掲載の写真も特別展示します。15日（土）には、7階丸善書店にてサイン会も実施します。 

会期：2 月6 日～25 日 場所：7 階B階段前特設会場 ほか 

 

このほか、1階正面入り口前のイベントスペースにて、ロシアのネコのぬいぐるみショップ「ブ

ディーバーサ」が初出店（2月15日～18日）します。   

                 ブディーバーサ ぬいぐるみ 7,150円～  

番外編：定番人気のネコグッズ ＜アンジェweb shop＞ 

グループ会社が運営する「アンジェweb shop」でも、様々なネコグッズを

販売しています。ネコの舌と同じような感触を再現した特殊構造のやすり「ネ

コじゃすり」（3,850円・写真）や、ネコの顔が転写プリントされたモバイル

バッテリー「アニマルフェイスモバイルバッテリー」（4,180円）、ティーバッ

グの先端がネコの形「山壽杉本商店 ネコ茶」（1,080円）など、多様なネコ

グッズがそろいます。 

ネコの舌のざらざらした感触を再現し、ネコ同士が毛づくろいするような心地に  
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