
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) 

3 月の営業時間：10 時～20 時（地下 1 階～3 階は 3/1～4 の期間と 3/20（金・祝）以外の日・祝を除き～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。 

 

 

 

■新宿店7 階 こども服売場リニューアル ⇒ P2 

  

■もしもの備えに「防災ウィークス」 を初開催 ⇒ P3 

  

■せいせき ねこフェス 開催 ⇒ P4 
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お知らせ：京王BBQ ガーデン スタート 

 

 

 

ねこブームは衰え知らず。聖蹟桜ヶ丘店で 2017 年に

初開催してから 4 度目を迎える「せいせき ねこフェス」

では、岩合光昭氏の写真展など、春休みに親子で楽

しめるイベントです。 

３ 

段階的な改装を行う新宿店。3 月5 日にこども服・こども用

品売場がリニューアルオープンします。これまでも得意としてき

た 10 歳代前半のジュニア・ティーン向けブランドをより強化。

また、ランドセル売場は移設し、21 年度商戦に向けて始

動。ラン活セミナーを 3 月20 日に実施します。 

こども服売場 リニューアルオープン ・・・・・・・ 
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3・11に合わせて、新宿店初となる「防災ウィークス」を開

催。近年、台風や地震など自然災害が増えていることか

ら、いつも使えてもしもの時にも役立つものを揃えます。 
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19 年度の売上が前年比+30％以上と人気のバーベキ

ューガーデンが 3 月7 日（土）に営業スタート！ 
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ジュニア・ティーン向けブランドを集積し、独自性・顧客利便性の向上を目指します 

  ３月５日（木）、こども服売場がリニューアルオープン！ 

◆新宿店 7階 こども服・こども用品売場 
 

段階的な改装を進めている新宿店において、7階こども服・こども用品売場の一部改装を行い、3月5日（木）※に

リニューアルオープンします。 

※注：順次改装工事を実施するため、3月5日が一斉オープン日ではありません。 
 

■こども服 3ショップ新規導入と買い回り利便性を向上 

「イーストボーイ」等の新規3ショップを導入するとともに、こども服売場のゾーニングを変更して顧客の買い回

り利便性を高めます。併せて、これまでもキッズファッションショーの実施など、親子での来店を強化してきた10

～14歳前後のジュニア・ティーン向けブランドを集積し、競合他店との差別化を図ります。 
 

 ジュニア・ティーン向けブランドゾーンの強化  

人気女性アイドルの影響などを背景に、「優等生」にトレンドが変化しているジュニアファッションに対応します。 

 

●イーストボーイ  ☆2月１日（土） 新規オープン済み 

両親・祖父母世代からの支持も高いスクールファッションの定番人気ブランド。 

●ディアブル／ジディー  ☆3月 4日（水） リニューアルオープン 

 ベベ社が手掛ける2ブランドを移設し、リニューアルオープン。子どもらしさの中

にも大人っぽさとトレンドを取り入れ、ファッションへの意識が高いジュニア世代に

人気です。 

そのほか、「ショパン」を移設・リニューアルし、「アルジー」を含めた計5ブランドをメイン通

路沿いに集積します。 

 

その他 新規導入ブランド  

●ズッパ ディ ズッカ  ☆2月 14日（金） 新規オープン済み 

シンプルながら繊細なディテールデザインにこだわったこども服ブランド。 

●ワスク  ☆3月 5日（木） 新規オープン 

 男の子向けのデニムを中心としたカジュアルファッションを提案するブランド。 

 

 

 

■2021年入学向けランドセル商戦がスタートします 

 

 

年々早まるランドセルの購入時期にあわせて4月1日（水）にスタートする当社の

2021年入学向けランドセル商戦。それに先駆けてランドセル売場を移設オープンし

ます。“ラン活”と呼ばれるようになった近年では、商戦ピークは約10年前の秋～冬

ごろに比べ、6月ごろへと早まっています。そこで早期の商品提案としてイベントも

開催します。 

●2021年 京王のご入学「ラン活セミナー」   

ランドセルの専門家が、ランドセルの選び方をわかりやすく説明します（各回 約30分、参加費無料）。 

3月 20日（金・祝）午前 11時～[くるピタ]、午後2時～[ふわりぃ] / 21日（土）午前 11時～、午後 2時～[クロスター] 
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  「いつでも備える」意識の高まりを受けて初実施  

「防災ウィークス」 

～3月18日（水） ◆新宿店各階 

 

 大雨や地震などの自然災害の増加を受けて、年々防災意識が高まっています。最近の防災グッズのトレンドは「普

段から使えて、もしもの時にも役だつ」こと。来る 3月 11日に合わせて、新宿店全館で様々な「もしもの備え」

を集めた「防災ウィークス」を初めて実施します。 

 

■アウトドア人気×防災意識の高まり 普段から使えるアウトドアグッズ／ 6階 食器・調理用品売場 

テントやライトなど、アウトドアはもちろん防災時にも役立つアイテム

が増えています。キャンプに使える折り畳み式「LEDソーラーライト」

（6,050円・写真右上）は、最長50時間点灯できスマホへの充電もOKで

停電時に使えます。昨年の大型台風時に問い合わせの殺到したガスコンロ

には、吹きこぼれや風で炎が消えても自動で再着火する安全装置付きタイ

プ（27,500円・写真左上）をご用意しています。 

非常食や防災リュックから、保温ボトルまで豊富にそろえるコーナー。中央のテントはブルーノ 

「ポップアップサンシェード」。前後のスクリーンが閉じられるので災害時の着替えなどにも（8,800円） 

 

  
 

■時間のない時のごはんにも、自宅待機中の非常食にもなる「備蓄グルメ」／地下 1階 紀ノ国屋 

時短に便利な家庭の「備蓄グルメ」は、非常時にも使えます。レトルト

食品や缶詰は賞味期限も長く、そのまま食べられて便利。缶詰の「ベター

ホーム・かあさんの味」シリーズは、卯の花やきんぴらなどのお惣菜が入

った珍しいタイプ。温めなくてもおいしく食べられ、缶切り不要です。ま

た、人気が高いのが豊富な種類を揃えるレトルトスープ。国産素材を使っ

た優しい味わいと食べやさ、手軽さから、普段使いから退院時のお祝いと

して購入される姿も見られます。 
 

①エム・シーシー「国産6種野菜のスープ」227円（賞味期間1年間） 

②ベターホーム「うの花炒り」「きんぴらごぼう」各238円（賞味期間2年間） 

※賞味期間は製造・加工日を基準 
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  岩合光昭氏の写真展も！人気の“ねこ”イベントを今年も開催 

「せいせき ねこフェス」  

3月 26日（木）～4月 8日（水） ◆聖蹟桜ヶ丘店 

 

聖蹟桜ヶ丘店では、春休みの時期にあわせて京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターで実施する「せいせき ねこ

フェス」において、動物写真家・岩合光昭氏の「岩合光昭の世界ネコ歩き写真展」等のイベントを開催します。2017

年から開催している「せいせき ねこフェス」は、地域に密着した郊外店ながら親子でも楽しめるイベントとして

広域から多くの方が来店され、館自体の知名度を高める効果も担っています。 
 

■トークショー＆サイン会も！「岩合光昭の世界ネコ歩き写真展」  

多くの写真集やテレビ番組で知られる著名な動物写真家・岩合光昭氏が世界

を旅しながら撮影した約200点のネコの写真を展示し、グッズも販売します。

昨年開催時には期間中約7,500人が来場された人気催事です。3月28日（土）

には、トーク＆サイン会を行います。 

●岩合光昭の世界ネコ歩き写真展 

会期：3 月26 日（木）～4 月8 日（木）10 時～19 時30 分  

※最終日は～15 時 ※入場は各日閉場の 30 分前まで 

会場：7 階 催場 

入場料：大人600 円  大学生・高校生300 円 中学生以下無料 

岩合光昭ギャラリートーク＆サイン会（日時：3 月28 日（土）11 時～／14 時～） 

※当日会場で指定の書籍をお買い上げの先着各回200名の方に、トークショー終了後サイ

ン会を実施します（10 時から書籍販売時に整理券を配布）。 

 

 
 

  

■ねこに関連する各種イベントも充実 

●「多摩市内の小学生が描くねこちゃんイラスト大募集！」 を初実施 

多摩市内公立小学校全17校の児童からイラストを募集し、会場内に展示します。さらに「岩合さん賞」として、

岩合光昭氏が1点を選出し、受賞者にプレゼントを贈呈します（3月28日(土)11時～にて実施。作品の優劣を競うものではあ

りません）。 

募集期間：3 月11 日（水）～27 日（金）、場所：7 階 こども用品売場お勘定場 

展示期間：3 月26 日（木）～4 月8 日（水） ※最終日は～15 時 、場所：7 階 催場 
 

そのほかにも催場では、似顔絵師がお客様とペットをイラストタッチに描く「似顔絵イベント（1枚1,000円）」や、

お客様からご応募いただいた「自慢のねこちゃんの展示」などを行います。 

 

 

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」の原画展や、写真家・沖昌之氏の「必死すぎるネコ」写真展

が連日にぎわいを見せています。また、ネコのぬいぐるみ等を扱う期間限

定ショップ「鎌倉ねこサロン（2/13～25）」は前年の約1.2倍で売上推移

するなど、“ネコ”は安定した人気と集客力を誇っています。 
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“ネコ人気” 継続中！ 新宿店各階で開催中の「KEIO ねこフェスティバル」（2/6～25）も好調です 

 

「夜廻り猫」原画展 会場の様子 


