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2021 年 8 月 27 日 

株式会社京王百貨店 

 
 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

  

京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店では、海鮮、肉、ラーメン、スイーツなど

北海道の味が一堂に会する「秋の大北海道展」を、入場制限など感染防止対策※を十分に実施しながら開催

します。今秋は、イエナカ需要の高まりを受けて前展でも好評だった「豪華絢爛！ぜいたく弁当」特集や、

北海道の人気定番フルーツ「メロン」をテーマにしたスイーツ特集をはじめ、限定商品や新商品、ネット商

品を多数そろえ展開します。遠出を控える傾向にある中、新宿で少しでも北海道気分を味わえるよう 1 週ご

と(1 週目：9 月 7 日～9 月 14 日、2 週目：9 月 15 日～9 月 21 日)に一部内容を変更し計 2 週間実施します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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（成田、竹田、深山、島田） 

秋の大北海道展 
 

 会期：9月 7日(火）～9月 21日(火) 

会場：京王百貨店新宿店 7階大催場 

営業時間：10時 00分～20時 00分 

※9 月 14 日（火）、最終日は 17 時閉場 

京王ネットショッピング「秋の大北海道展 インターネット販売」(9 月 1 日 10 時 00 分～9 月 18 日 10 時 00 分) 

https://shop.keionet.com/ 

 

※主な感染防止対策 

① 会場に入退場口を設置：会場内の人数をカウントし、混雑時には入場制限をします。 

② 商品は、弁当など持ち帰り可能な商品を主軸に展開。加えて当社ネットショッピングサイトでは、「秋の大北海道展 

インターネット販売」を実施し、北海道銘菓など前年の約 2.5倍の約 80品目をそろえ、ご自宅でも物産展が楽しめ

ます。 

③ イートイン店舗では、仕切りのあるテーブルでお客様が入れ替わるごとにアルコール消毒を実施。会場内の「お休み

処（休憩用のイス）」は休止します。 
 

そのほか、従業員の健康管理、飛沫防止シート、お客様用手指消毒液の設置などの対策も併せて実施します。 
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■北海道の定番フルーツ“メロン”！4年ぶりの「メロン特集」 

 京王限定商品や京王プラザホテル札幌の商品など、人気のメロンスイーツが実演販売を含めて登場します。 

 

  

 

 

 

・「メロンドゥーブルサンデー」（1 個）627 円 

                各日 500個 販売予定  京・限   実演   2週目（出店は通期） 

北海道・十勝産ジャージーミルクのソフトクリームに北海道産赤肉メロンで作った 

ソース、ルタオの人気チーズケーキの季節限定商品「メロンドゥーブル」とクッキー

がトッピングされたサンデー。 

 

●もりもと「北の散歩道 らいでんメロン」（8 枚入）756 円    通期    

千歳市にある人気の菓子メーカー。とろりとしたメロンのコンフィチュールをメ

ロン味のチョコレートとサクサクのクッキーでつつんだメロンの味わいを楽しめ

るお菓子。コンフィチュールとチョコレートには 北海道産「らいでんメロン」を

使用しています。 

 

●京王プラザホテル札幌「富良野産メロンロールケーキ」（1 個）1,700 円  

                                      実演  1週目(出店は通期) 

 観光需要の減少が続く中、東京のお客様との接点の拡大を目指して出店する京王プ

ラザホテル札幌。催事限定販売商品の富良野産メロンと練乳が入ったメロンロールケ

ーキが初登場。メロンの形のチョコレートをのせて仕上げています。 

 

●雪印パーラー「北海道メロンパフェ」（1 杯）1,430 円   

各日 30食販売予定  京・限   実演   イ-トイン  通期 

1961 年創業、札幌に本店をおく雪印パーラーが 2 年ぶりに登場。濃厚な甘みあふ

れる北海道産赤肉メロンをメロンアイスや生クリームとともに楽しめるメロンづくし

の贅沢なメロンパフェが京王百貨店限定販売で登場します。 

※ラストオーダーは各日閉場の 1 時間前 

 

●小樽の人気洋菓子店「小樽洋菓子舗 ルタオ」から京王百貨店限定販売のスイーツが週替わりで 2 種類登場 

 
・「富良野メロンフロマージュ」（1 個）594 円  

各日 500個 販売予定  京・限   実演  1週目(出店は通期) 

富良野産の赤肉メロンを大ぶりにカットし、メロンのジューシーな甘みが広がる 

グラスデザートです。メロンの甘みが引き立つよう程よい酸味のクリームチーズを

使用したレアチーズクリームとフランボワーズソースを合わせ、最後まですっきり

と食べられるよう仕上げています。 
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※文中のマーク・・・ 京王百貨店初出店=  京・初    京王百貨店限定販売=  京・限    実演販売=  実演  

 

■味わい、見た目とも華やかな「豪華絢爛！ぜいたく弁当」特集 

   北海道の海鮮・肉、それぞれをふんだんに使い「豪華絢爛」なぜいたく弁当を企画。コロナ禍で外食を控え

る中「自宅でプチ贅沢を楽しもう」と、高単価の弁当を購入される方が増えていることから、今展では 3,000

円前後の価格を中心に、味わい・見た目ともにこだわった弁当をそろえます。限定販売を含む計 11 種類が登場

します（2 週間計）。 

      

                            

＜１＞旭川駅立売商会「蟹三種贅沢御膳」3,500 円、各日 50 折販売予定   京・限   実演  

旭川駅での駅弁立売販売がはじまりの弁当店「旭川駅立売商会」。ズワイガニ、タラバガニ、毛ガニの三

種の蟹をふんだんに使用した贅沢弁当です。 

 

＜２＞氏家待合所「タラバ蟹たっぷり牡蠣飯」3,240 円、各日 30 折販売予定   実演  

   北海道・厚岸駅の名物駅弁「氏家かきめし」を手掛ける老舗駅弁調製元。ひじき入り炊き込みご飯にタ

ラバガニ、牡蠣煮、イクラと錦糸卵を盛り合わせたお弁当です。 

 

＜３＞鮨処 竜敏「贅沢味比べ」2,970 円、各日 50 折販売予定  京・限   実演  

   ボタンエビ、甘エビ、北海シマエビなど 3 種類のエビの味比べや、炙った大玉のホタテと希少価値の高

い赤玉ホタテの味比べなど 10 種類のネタを楽しめる豪華なお弁当です。 

 

＜４＞やきにくれすとらん沙蘭「北海道産 牛ステーキ盛り合わせ」2,700 円、各日 50 折販売予定 

                        京・限   実演  1週目 

函館の焼き肉店。道産牛のヒレ、ウチモモのステーキにホタテを盛り合わせた満足度の高いお弁当です。 

 

＜５＞和牛王国ウエムラ「白老牛ヒレステーキを使った四種贅沢膳」3,564 円、各日 50 折販売予定  実演  

北海道・白老町に位置するウエムラ牧場。白老牛のヒレステーキと赤身のステーキ寿司、すき焼き風味

のバラ肉、牧場自家製ハンバーグの 4種が味わえる贅沢弁当です。 
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■注目の北海道土産も登場 
 

  

＜１＞ キャラメルキッチン「キャラメルビスケット(バター)」（8 個入）1,188 円                

グリコ初のキャラメル専門店として 2014年に新千歳空港にオープンした「キャラメルキッチン」が、

2019年のリニューアルオープン後初登場。ビスケットとキャラメルの濃厚な味わいが同時に楽しめます。 

 

＜２＞ 北菓楼「夢くりむ」 1,404 円 2週目(出店は通期)  

北海道の和洋菓子店「北菓楼」のシュークリームで使用している新鮮で風味豊かな北海道産生クリーム

をたっぷり使用し、しっとりふんわり焼き上げたバウムクーヘン。生クリームの味わいを楽しめる初登場

商品です。 

 

＜３＞ ロイズ「栗のショコラ」（6 個入） 896 円  

   北海道に生産拠点を置く、人気チョコレートメーカー。栗のおいしさをたっぷり閉じ込めた、季節限定

の贅沢ショコラが登場。栗風味のチョコレートガナッシュにマロングラッセの粒を混ぜ込み、甘さ控えめ

のチョコレートで包み仕上げています。隠し味の、栗のリキュールが風味をさらに引き立てます。 

 

＜４＞ めめ「めめおやき ピスタチオ」 (1 個) 250 円  実演  

北海道・札幌で豆腐店を経営する「めめ」。新感覚もちもちおやきの季節商品として「ピスタチオ」が

初登場。そのほか「栗」、「富良野メロン」などのおやきも登場します。 

 

■人気のラーメン店、海鮮が週替わりでイートインに登場 ※ラストオーダーは各日閉場の 1 時間前 

イートインでは北海道産の肉や海鮮を贅沢に使った限定メニューが登場。初出店などの人気店 4 店が週替

わりで登場します。 

●函館麺厨房あじさい 「特選雲呑麺」（1 人前）980 円 各日 100 食予定      

 

 

 

 

 

 

●札幌 ひぜん 「北海道蝦夷あわびうにいくらかに食べ比べ豪華海鮮丼」 (1 人前) 3,960 円 
 
 

 

 

 

             京・初    京・限   イートイン   １週目  

昭和初期から続く函館の老舗「函館麺厨房あじさい」が初登場。ス

ープの透明度にとにかくこだわり、手づくりのワンタンには豚ひき肉

がたっぷり。あっさりとした塩味のスープとの相性が抜群の限定販売

メニューです。  

    各日 50 食予定  京・初   京・限   イートイン   １週目  

札幌・すすきの の寿司店「ひぜん」が初登場。蝦夷あわびにバフン

ウニ、ムラサキウニ、いくらなどの豪華な海の幸を贅沢にのせた限定

販売メニューが登場。 
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2週目は魚介類が堪能できる「鮨処 竜敏」、札幌・すすきの に本店をかまえるラーメン店「らーめん空」

が 2年ぶりに登場します。 

 

■JAL 協賛 野菜やお菓子を航空便にて空輸販売  

 コロナ禍の影響を受ける農家の方の一助となればと、今展では JAL との共同で北海道農家から新鮮

な野菜を航空便にて空輸、販売します。野菜をはじめとした農産品のほか、ドレッシングやお菓子など

も販売します。 

■ネットショッピングでも一部商品が購入可能！ 

ご自宅でも物産展を楽しんでいただけるよう、当社ネットショッピングサイトでも北海道グルメを約 80 品

目そろえて販売します。 

＜「秋の大北海道展 インターネット販売」概要＞ 

URL： https://shop.keionet.com/ 

会期：9 月 1 日（水）10 時 00 分～ 18 日（土）10 時 00 分 ※予定数に達し次第、終了 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①  ③ ② 

④ ⑤ ⑥ 

＜商品一例＞ 

① POTATO
ポ テ ト

 FARM
フ ァ ー ム

「じゃがポックル」（10袋入）885円 

② もりもと「ハスカップジュエリー」（6個入）1,500円 

③ 北海道観光物産興社「ポテトスティックインカのめざめ」(8袋入)1,080円                            

④ 六花亭「マルセイバターサンド」（5個入）680円 

⑤ マルダイ水産「花咲かに甲羅盛り」（1個 70g） 2,160円 ※9月 11日 10時 00分まで                          

⑥ 佃善「じゃがちーず」（[28g×12個]×1パック・スープ付き）1,080円 

 


