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 2022 年 12 月 16 日 

株式会社 京王百貨店 
 

大切な人との思い出づくりになる「体験型福袋」が充実 

2023年 新春福袋 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）は、2023 年の初売りを 1 月 2 日(月・振休)にス

タートし、同日より店頭にて福袋の販売を行います。コロナ禍でラインアップを拡大したインターネット販売は、

11 月中旬より順次販売を開始しているほか、毎年人気の企画福袋（応募抽選式）は、「記憶に残る、特別な思い

出づくり」をテーマに豪華体験ツアーや旅行をそろえ、12 月 26 日(月)から店頭・WEB にて抽選受付を開始しま

す。 

 

＜応募抽選式福袋のポイント＞ 

◇家族・友人との集いに：福袋購入者のためだけの打上花火鑑賞付き貸し切りリムジンツアー 

◇憧れのヒーロー体験が叶う：爆破シーンを背景に、ご当地戦隊ヒーローと記念写真撮影 

◇プレミアスイートに泊まるお得旅：５つの特典付き！プレミアム宿泊プラン 

＜売場福袋のポイント＞ 

◇約 250種の福袋を 1月 2日から店頭販売 ※一部、インターネットでの先行販売も実施 

◇“商品＋コト体験付き福袋”や“選べる福袋”など消費傾向に対応する福袋が多数登場 

 
 
 
 

■応募抽選式福袋 概要 

・応募期間：2022年 12月 26日（月）～2023年 1月 6日（金） 

・応募場所：①店頭：新宿店 1階正面入口特設会場、聖蹟桜ヶ丘店 2階センターコート   

        ②インターネット：京王百貨店 公式ホームページ 

※応募者多数の場合は抽選 ※ご応募は 1企画につきお一人様 1回限り 

 

 

お客様のお問合せ先 ：京王百貨店 新宿店  TEL：0570－022－810（ナビダイヤル） 

報道関係のお問合せ先：京王百貨店 広報担当 TEL：03－5354－2855（竹田、千脇、成田、島田） 
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＜応募抽選式福袋①＞ 

 

メインイベントは“あなたのためだけの打ち上げ花火” 

夜景三昧・貸し切りリムジンツアー福袋 

 
 

 

   

  

「お祝いごとや記念日には特別感を演出したい」という方向けに、対象期間内でお好きな日程が選べるプライ

ベートリムジンツアーを企画しました。本福袋を購入された方のためだけに打ち上げられる花火※鑑賞後、ホテ

ルの高層階でのディナーやリムジンでのナイトドライブを楽しめる特別プランです。6 名様まで参加可能なため、

久しぶりに親子三世代や身近な方と集まって、記念日などの特別な思い出づくりにおすすめです。 

※ご希望のメッセージを仕掛け花火にすることができます（5 文字まで、漢字不可） 

 

 

【実施予定日】 2023年 3月 1日（水）～4月 30（日）の期間内で、ご希望の日程（一日）で実施可能 

＊この商品の取扱・申込は京王観光株式会社となります 
 

【販売価格】 350,000円(税込) 

【販売数】 限定１組（６名様まで） 

 

【内容】①リムジンとともに記念撮影＆東京タワー展望台見学 

     ②本福袋購入者の方のためだけに打ち上げられる花火を鑑賞・記念撮影 

     ③京王プラザホテルでのディナー 

      （対象期間内、日・月曜日での実施をご希望の場合、ディナー会場は別ホテルへ変更となりますのでご了承ください） 

     ④リムジン内でシャンパンを楽しみながらナイトドライブ 

 

 

 

 

※画像はイメージ 
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＜応募抽選式福袋②＞ 

 

大人も子どももヒーロー気分を味わえる 

戦隊ヒーローと「一緒に遊んで、フィナーレは爆破体験！の１日」福袋 

 

             
 

戦隊ヒーロー「創造戦士トチエイター」と一緒に、栃木県内観光後、爆破体験とヒーローショーを楽しむこと

ができる福袋です。ドラマや映画でお馴染みの本格的な爆破シーンを背景にした記念写真を思い出に残すことが

できます。 

 
 

【実施予定日】 2023年 3月 4日（土） 

【販売予定価格】 70,000円(税込) 

【販売予定数】 限定 10組（1組 4名様まで） 

【内容】 ①佐野厄除大師見学 

②栃木県内でのランチ・いちご狩り 

③栃木県内にて爆破体験＆記念撮影 

     ④同、ヒーローショー鑑賞 
 

       ※都内より貸し切りバスにて移動します  

※この商品の取扱・申込は京王観光株式会社となります 

 

 「創造戦士トチエイター」とは  
 

栃木の「トチ」と「クリエイター」からとって命名され、栃木県内を中心に活動する地域の子どもたちに人気の 3 人組ヒーロー。 

クリエイターとして、栃木県の魅力やものづくりの楽しさを発信しています。 

 

※画像はイメージ 
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＜応募抽選式福袋③＞ 

 

令和 5年のはじまりを記念した 5つの「福」特典付きプラン 

＜高山グリーンホテル＞プレミアムご宿泊券福袋 

 

 

    
 

 

令和 5 年に開業 50 周年を迎える飛騨高山の高山グリーンホテルより、5 つの特典がついた宿泊プランを特別

価格で楽しめる福袋です。 

 
 
 
【実施予定日】 2023年 3月 1日（水）～6月 30日（金）の期間内で、ご希望の日程（一泊）でご宿泊可能。 

※除外日：2023年 4月 14日(金)、4月 29日(土)～5月 6日(土) 

【販売予定価格】 50,000円(税込)  

【販売予定数】 限定 5組（1組 2名様） 

 

【内容】高山グリーンホテル 桜凛閣プレミアスイート和洋室 1泊 2日 2食付きペア宿泊券 

    ＜5つの「福」特典付き＞ 

① 最上級の部屋タイプ・人気の桜凛閣プレミアスイート和洋室ペアご宿泊を確約 

② 飛騨の味覚を堪能できる「緑亭ごちそうプラン」を和食処個室で楽しむご夕食 

＊朝食は、ビュッフェまたは和食からお選びいただけます 

③ 町内散策に便利でお得な「たばるチケット（ホテルオリジナルクーポン）」をお一人様 1冊プレゼント 

④ 地元酒造のリキュール「ゆず兵衛」プレゼント（1組様につき 1本） 

⑤ 「ラウンジ木乃香」で庭園を眺めながら楽しむウェルカムドリンクサービス 
  

     

    

 

 

 

 

そのほか、新宿店 8 階レストラン街「Keio ダイニング」のレストラン［お好みダイニング 八寸八卓］

の「10 種のケーキプレート食べ放題福袋」を含む、計 4 企画の応募抽選式福袋を用意します。 

 

※画像はイメージ 
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１月２日（月・振休）から販売の売場福袋 

◆新宿店 各階 
 
 

1 月 2 日(月・振休)より、約 250 種の福袋を販売します。コト消費・トキ消費に対応する体験型福袋や「本当

に欲しいものをお得に買いたい」という堅実消費需要に応える“選べる”福袋などが充実します。 

 

■コト消費に対応する体験型福袋 
 
●保坂さほキモノ撮影会 38,500円 

（各日限定 12組/計 24組） ／7階 こども服売場 

 レトロテイストの着物に、オリジナルコーディネートを何パターンも変えな

がら、さまざまな世界観でお子様の写真撮影ができる福袋です。 

・実施日 2023年 2月 4日（土）・5日（日） 9～19時  

※2023年 1月 2日(月・振休)10時から EC にて販売・ご予約を承ります（先着順） 

・撮影場所 保坂さほ氏スタジオ 

※ご兄弟で撮影の場合は、お一人様につき 11,000円追加料金が必要となります  
 

●Gooｄ Anniversary写真撮影福袋 55,000円（限定 3組） 

／8階写真室/貸衣裳・ヘアメイクサロン  

 着物を着てスタジオ撮影ができる福袋。結婚記念日や賀寿、誕生日などの記

念日に、ご夫婦・親子・ご友人との思い出を残すことができます。2 名分の和

装レンタル・着付け、写真撮影※がセットになっています。 

※約一カ月後、ダウンロードデータでのお渡し 

・実施日 2023年 2月 1日（水）～28日（火） （平日のみ）  

・撮影場所 新宿店 8階 写真室 

 

●フットバランス「フットケア付福袋」 22,000円（限定 5点） 

／4階「フットバランス」 

 10 月にオープンしたドイツ式フットケアサロンから、“新しい年を軽快に歩

めるように”と思いを込め、施術メニューチケットとおすすめのフットケア商

品をセットにした福袋が登場します。 

  
 
■食からスーツまで！“選べる”福袋 

選べるグルメカタログ付きやイージーオーダーなど、“自分好みをチョイス”して楽しむ福袋がそろいます。 
 
●「もらって選べるギフト」＋「6種類の商品」の 7点セット福袋 3,000円 

 （限定 400点） ／B1階 食品入口特設会場 

 約 40 種からお好きな商品を選べるグルメギフトカタログを含む、計 7

品が入ったお得な福袋です。 

 

※画像はすべてイメージ 

※価格はすべて税込表示 

 

※画像はすべてイメージ 
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●イージーメイドスーツ（インポート服地使用）福袋 66,000円  

（限定 35点〈うち、春夏服地 15点・秋冬服地 20点〉） 

／5階 メンズビジネス売場「ミユキドレッシード」  

 在宅ワークからオフィス回帰の動きが進み、需要が高まっているスーツ。イ

ンポート服地から生地を選んでイージーメイドスーツを仕立てることができ

る福袋です。 

＊ご注文から約 45日後のお渡しとなります。 

 

 
   

このほかにも、対象のバレエシューズ 1 足を選ぶとランダムに 2 足がついてくる「カルテットハーモニー福

袋」（11,000 円／各サイズ 1 点ずつ、1 階婦人靴売場 ※EC 先行販売有）、カシミヤセーター各種から 2 点を自

由に組み合わせられる「選べるカシミヤ福袋」（22,000 円／4 階パーツセレクション売場）などを各階にて販売

します。 

 

 

■人気のグルメ福袋も勢ぞろい 
 
●金賞受賞の赤・白・スパークリング 6本セット福袋 7,700円（限定 50点）  

／MB階 酒・進物売場 

世界の主要なワインコンクールで金賞受賞歴のある赤ワイン・白ワイン・

スパークリングワイン（各 750ml）を 2 本ずつセットにしました。 

 

 

●ての字「国産うなぎ蒲焼福袋」 5,000円（限定 50点）  

／MB階 惣菜・デリカ売場「ての字」 

1827 年創業の老舗うなぎ料理店「ての字」が厳選した国産ウナギの蒲焼

(70g)3 枚と吸い物が入った福袋です。 

 

  

●文明堂東京「福袋」 1,080円（限定 100点） 

／MB階 菓子売場「文明堂東京」 

「文明堂東京」の看板商品「文明堂のカステラ」をはじめ、どら焼き、バ

ウムクーヘンなど和洋菓子 6 種の詰合せです。 

  

 

毎年人気の食品福袋は、混雑分散化のため「イシヤ G」「ユーハイム」「資生堂パーラー」「モンロワール」お

茶専門店「ルピシア」などの食品ブランド福袋を 7 階大催場にて販売します（1 月 2 日のみ）。 

 


