2022 年 9 月 20 日
株式会社 京王百貨店

「フィンレイソン展」をはじめ、新宿店に北欧アイテムが勢ぞろい

「北欧祭」を初開催します
会期：9 月 21 日（水）～10 月 5 日（水）

場所：京王百貨店 新宿店 7 階 大催場ほか

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：仲岡一紀）新宿店では、9 月 21 日(水)～10 月 5 日(水)の
期間、
“北欧”を切り口にした展覧会やグッズ、グルメを新宿店各階で展開する「北欧祭」を初開催します。
カラフルな色使いや個性的なデザインでありながらも生活になじむ温かみのあるテイストが人気の北欧アイ
テムは、イエナカ需要の高まりも相まってキッチン・インテリア雑貨を中心に一層人気を集めています。7 階大
催場では、フィンランド最古のテキスタイルブランド「フィンレイソン」の国内初となる展覧会を首都圏初開
催するほか、北欧雑貨を多数集積する「北欧屋台」が登場。そのほか、新宿店各フロアに北欧テイストのアイ
テムやグルメ、4,300 点以上が勢ぞろいします。

■「創業 200 周年記念 フィンレイソン展」

◆7 階 大催場

「創業 200 周年記念 フィンレイソン展 －フィンランドの暮らしに愛され続けたテキスタイル－」を首都圏初
開催します。1820 年創業のフィンランド最古のテキスタイルブランド「フィンレイソン」
。同展では、1800 年代
の見本帳や製品、1900 年代以降の代表的なデザイン生地や原画などの資料をはじめ、日本でも親しまれている人
気のクラシックデザイン、トレンドカラーやモチーフを捉えた現代のデザインなど 260 余点の展示とともに、フ
ィンランドの家庭で愛されてきたブランドの 200 年の歴史とデザインを紐解き、魅力を伝えます。また、会場で
は、展覧会オリジナルグッズ等のグッズも販売します（※入場券を購入しなくてもお求めいただけます）。
「創業 200 周年記念 フィンレイソン展」概要
会期：9 月 21 日（水）～10 月 3 日（月）
営業時間：10 時～20 時 ※最終日は 17 時まで
※入場は各日閉場の 30 分前まで
入場料(税込)：一般

前売券 800 円/当日券 1,000 円

高校・大学生 前売券 600 円/当日 800 円
※詳細については、下記の特設サイトをご確認ください
https://www.keionet.com/info/shinjuku/event/finlayson_2209.html
【後援】フィンランド大使館、文化服装学院、 【特別協力】フィンレイソン社、
【協力】タンペレ歴史博物館・フォルッサ博物館、アンドフィーカ、 【企画制作】東映

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、千脇、成田、島田 電話：直通 03(5354)2855
お客様のお問い合わせ先：京王百貨店 新宿店 電話：0570(022)810（ナビダイヤル）

■「北欧屋台」

◆第 1 会場：7 階 大催場、第 2 会場：１階 イベントスペース

「子供から大人までが、お祭りのように訪れる楽しさのある北欧ギフトマーケット」をコンセプトに、フィン
ランド、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンを代表するデザイナーやブランドのテキスタイル製品、アクセ
サリー、ヴィンテージ食器、北欧フードなどを幅広く取りそろえる「北欧屋台」。今回は、当社でのイベントとし
ては最大規模となる 2 会場に分けての展開で、計約 4,000 種のアイテムを集積します。7 階大催場では、インテ
リア雑貨やフードをはじめ、お好みの北欧生地を選んでオーダーが可能な「北欧ファブリックパネル受注会」を
開催。1 階イベントスペースでは、アクセサリーやショールなどのファッション雑貨を中心にそろえます。
＜展開商品・イベント一例＞

＜7 階大催場＞

北欧ファブリックパネル受注会＊
(サイズ一例)

「ミニパネル」(20×20 ㎝) 3,300 円から
「大型パネル」(90×43 ㎝)7,810 円から

＜1 階イベントスペース＞

＜7 階大催場＞

＜デンマーク＞ロイヤルコペンハーゲン/ヴィンテージ
「バッカ 蓋付きボックス」(写真奥、直径 11×高さ 7.5 ㎝、
1960～1980 年代)44,000 円 ※1 点限り
＜フィンランド＞アラビア/ヴィンテージ
「トゥントゥリ ティーカップ＆ソーサ―」

＜フィンランド＞
フィンランドの銀行のノベルティを復刻
「2022 年マフラー付 白くまの貯金箱」
（12×12×15.5 ㎝）

2,640 円

(写真手前、カップ=直径 10 ㎝、ソーサー=直径 16.3 ㎝、
1960～1970 年代) 8,800 円 ※１点限り

「北欧屋台」概要

［企画制作］727 カンパニー

・第 1 会場（7 階 大催場）

＊北欧ファブリックパネル受注会
会期：9/21(水)～10/3(月)
受付時間 10：00～17：00
〈最終日は 13 時まで〉

会期：9/21（水）～10/3（月） 10：00～20：00 〈最終日は 17 時閉場〉
・第 2 会場（1 階 イベントスペース）
会期：9/21（水）～10/5（水） 10：00～20：30
※9/23（金・祝）、25(日)、10/2(日)は～20：00、3(月)～5(水)は～21：00

■そのほかにも、各フロアにさまざまな北欧アイテムがそろいます

※オーダー商品のお渡しは、会期終了後
10～20 日後のお渡しまたはご配送となります

◆新宿店各階

●「ガレリアナナ」北欧絵画展示販売会 ◆7 階イベントスペース
会期：9/21（水）～10/3（月） 10：00～20：00 〈最終日は 17 時閉場〉
絵本や数々の書籍の挿絵などを手掛ける人気作家トゥーンぺレ氏の作品をはじめ
とした、北欧の作家たちの作品を展示販売します。
「冬眠中」R.L.トゥーンペレ
(ジクレー版画、32.5 ㎝×49 ㎝、2019 年制作)

126,500 円

●「キッピス」スペシャルショップ ◆2 階イベントスペース
会期：9/21（水）～10/5（水） 10：00～20：30
※9/23（金・祝）、25(日)、10/2(日)は～20：00、3(月)～5(水)は～21：00

自然や日々の暮らしからインスパイヤされたモチーフのテキスタイルを取り入れた毎日が楽し
くなるようなアイテムを取りそろえた期間限定ショップです。
同会場では、「デザイナー島塚絵里さんトークイベント」（無料、9 月 24 日〈土〉15 時～）も開催
します。
※イメージ
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＜各階にて取扱いの商品一例＞

＜スウェーデン/日本＞
ha-na×ヨブス工房
「ミニポシェット」（25×18×4 ㎝） 13,200 円
◆4 階 イベントスペース

＜フィンランド＞「フィンランドサンド」
(1 パック) 529 円
◆地下 1 階 紀ノ国屋

＜フィンランド＞イッタラ/タイカ
「ボウル」（300ml） 3,850 円
「プレート<シーメス>」（直径 22 ㎝）4,950 円
「マグカップ」(400ml) 3,850 円
◆6 階 食器・調理用品売場

＜フィンランド＞ブローニュ
「ボッパナ織ジャケット」(綿 100%、M・L)
264,000 円
◆4 階 イベントスペース

●お買い上げプレゼント ＜9/21（水）～10/3（月）＞
期間中、対象商品をレシート合計税込 10,000 円以上お買い上げの先着 2,000 名様に、
フィンレイソンの創業 200 周年記念パターン「アンヌッカ」柄のオリジナルジャム瓶をプレゼ
ントします。 ※無くなり次第終了 ※お一人様一回限り
詳しくは、下記の特設ページをご確認ください。
https://www.keionet.com/info/shinjuku/topics/000946.html
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