
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 柴井、竹田、福島、永井、進藤 

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) 

5、6月の営業時間：6月 6日（水）まで、10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

6月 7日（木）から、10時～20時 30分（日・祝は～20 時） 

・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。 

 

 

 

■2018 年 京王のお中元 ⇒ P2 

   

■期間限定「Keio Hat Closet」初開催 ⇒ P4 

      

■京王アサヒスカイビアガーデン、6 月7 日（木）よりスタート ⇒ P5 

     

■めんそーれ！沖縄展 ⇒ P7 

        

■6 月17 日（日）は「父の日」 ⇒ P8 

           

■レイングッズフェア ⇒ P9 
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初夏 

SNSの普及により、写真映えする帽子を取り入れたフ

ァッションの需要は高まる傾向に。「選び方が分からな

い」方に向けたフィッティングイベントを初開催。 

日本各地の水にこだわった逸品や、今春新宿店の菓

子売場にオープンした新ショップの商品、暑い夏に食べ

たくなるカレーを初特集します。 
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現地でも人気の喫茶店をはじめ、沖縄ならではの素材を

使ったグルメ、伝統工芸品を展開します。一足早く、夏

気分を満喫してみては？ 

めんそーれ！沖縄展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
父の日ギフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
レイングッズフェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 
 

７ 

８ 
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毎年恒例のビアガーデンがいよいよスタートします。今

年は肉系メニューを拡充。同じ屋上ではバーベキュー

も併催しており、集客力向上を目指します。 

身の回り品にこだわりを持つ男性には、華やかな差し色

を効かせたアイテムがおすすめ。お酒が好きなお父さんに

は、特別なラベルで感謝の気持ちを。 

デザイン性の高い傘やレイングッズに注目し、4月に新設

した1階正面入口すぐのイベント用スペースに集積。雨

の日が楽しくなるアイテムを提案します。 
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初特集のキーワードは「水」「ニューフェイス」「辛うま」 

2018年 京王のお中元 

6月7日（木）～7月24日（火）  ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7階 ギフトセンター 

6月1日（金）～7月31日（火）  ◆セレオ八王子店、ららぽーと新三郷店、昭島モリタウン店、 

6月7日（木）～7月31日（火）  ◆キラリナ京王吉祥寺店、トリエ京王調布店 

5月19日（土）～7月30日（月） ◆インターネット shop.keionet.com 
 

今年のお中元ギフトは、「にっぽんグルメ探訪‐水の恵み‐」と題して、伏流水を使って仕上げたものや湧水・天

然水を使ったスイーツなどを初特集。ウナギやビール、アイスなど夏に嬉しいグルメを20種類集めました。 

そのほか、今春約11年ぶりの大規模改装を終えた新宿店の菓子・銘店売場に新たに登場したショップから、和洋

菓子あわせて9店舗の商品をラインアップする「新宿店のニューフェイス」や、夏に食べたくなるカレーを11種類

集めた「辛くて旨い夏のご馳走」も初特集です。 

■＜初特集①＞日本グルメ探訪－水の恵みー 

温泉水で育てたウナギや伏流水で練ったそばなど、生命の源「水」の恩恵を受けたグルメを集めました。 

●奥飛騨ガーデンホテル焼
やけ

岳
だけ

「温泉うなぎ」 8,640円 

奥飛騨温泉郷は、豊富な湯量と多様な泉質を誇る名湯の宝庫。その温泉水

のきれいな水質で育ったウナギの特徴は、柔らかな肉質で臭みが少ないこ

と。料理長こだわりの醤油をベースとしたタレで、香ばしく焼き上げていま

す。暑い夏を乗り切る滋味豊かな一品です（うなぎ長焼2尾（計220ｇ）、た

れ・山椒各2）。   

●「大山山麓そば3種詰合せ」 5,400円 

鳥取県の名峰・大山のふもとで収穫したそばを石挽きし、大山の地下水で

練り、打ったそば。香り高い黒そば、甘みのある味わいが特長の白そば、大

山茶を練り込んだ地元原料の茶そばの3種類が食べ比べできる詰め合わせで

す（白そば200g×2、黒そば200g×2、茶そば200g×2、そばつゆ70ml×

12）。  

●岩手県 菊地農場「たまごかけご飯セット」 4,860円 

「麦飯石
ばくはんせき

」を加え水質バランスを整えた北上山地の伏流水と、岩手県産雑

穀で育てた鶏が産み出す「朝採れ卵」、同じ土地の水で育った「江刺金札米
えさしきんさつまい

」

をセットに。専用の醤油や塩も付いて、お好みの味付けでたまごかけご飯を

楽しめます（いわて雑穀たまご6個×2パック、江刺金札米ひとめぼれ300g

×3パック、岩手県野田村の塩50g、オリジナルたまごかけ醤油5cc×6）。   

●岩手県 中松屋「龍泉洞爽菓 水まんじゅう（栗あん入り）」 5,400円 

日本三大鍾乳洞と言われる龍泉洞の地下から湧き出る水を使い、栗本来の

甘みを損なわないように仕上げた銘菓です。つるりとした滑らかな葛の中

に、濃厚な冷たい栗あんが入った暑い夏にもぴったりの涼菓。冷水や氷水を

入れた器に浮かべて一緒に食べるのがおすすめです（水まんじゅう7個×

2）。 
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■＜初特集②＞新宿店のニューフェイス 

今春約11年ぶりに大規模改装を行った、新宿店菓子・銘店売場新ショップのスイーツを展開します。 

●ファウンドリー「夏の収穫」 3,240円 

旬の素材にこだわったスイーツ作りを行う人気店。国産リンゴのジャムと

リンゴをのせてパイ生地と焼き上げた「国産林檎のバターサブレ」や、同じ

く国産のモモを使い、ごろっとした果肉が楽しめる「国産桃のコンポートゼ

リー」などが楽しめます（国産桃のコンポートゼリー×2、国産林檎のバター

サブレ×6、夏のバタースコッチ×3）。  

●ティサージュ「ミルフィーユ」 3,240円 

都内での常設店舗は当社新宿店のみのパイ菓子専門店。バターだけを使用

して焼き上げたサクサクとした生地と、口溶けのよいチョコレートからなる

ミルフィーユは、一口サイズで存分に風味が味わえます。人気の味を詰め合

わせてお届けします（バニラ・ストロベリー・キャラメル・アールグレイ・

ヘーゼルナッツ 各6）。   

●仙太郎「涼多彩」 5,400円 ＊「仙太郎」は 5/17（木）オープン 

京都の老舗和菓子店が手掛ける夏のギフトは、炊きあげたの水ようかんを

青竹に流し込んだ、味だけでなく見た目も楽しめる「竹の水」のほか、くり

ぬいた果実（河内晩柑
かわちばんかん

）の中に果汁を使用したゼリーを流し入れて作る「河

内熟子」などをセットにしています（竹の水×3、河内熟子×2、みくまりぶ

だう・みくまりかぼす・みくまり玉露水ようかん 各1）。  
 

■＜初特集③＞辛くて旨い夏のご馳走 

賞味期限が比較的長いレトルト食品は、贈りやすいアイテム。中でもカレーは、暑い夏にこそ食べたくなる、大人

から子供まで楽しめるメニューです。有名店や地方の高級食材など、特徴のあるカレーを11種類そろえました。 

●紀ノ国屋「東北6県カレー」 4,501円 

青森のシャモロックや山形の庄内豚、福島の会津地鶏など、東北各県

の地産肉を使った紀ノ国屋監修のレトルトカレー詰め合わせ。それぞれ

の肉の特長にあわせて、旨みとスパイスにこだわった味わいです（青森

のシャモロックカレー・岩手の短角牛カレー・山形の庄内豚カレー・秋

田の八幡平ポークカレー・宮城の仙台黒毛和牛カレー・福島の会津地鶏

カレー 各200g）。 

 

●三重 東洋軒「ブラックカレーセット」 6,264円 

三重県名産の松阪牛の背脂と小麦粉、秘伝のスパイスを合わせ、手間

暇かけて仕上げたブラックカレーは、今も昔も愛される東洋軒伝統の

味。黒い見た目とは異なり、松阪牛のまろやかな旨みを楽しむことがで

きます（ブラックカレー200g×4、かける野菜ウスターソース220g×

1）。  
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とことん試して「自分に似合う」帽子探しができる期間限定ショップが登場 

 「Keio Hat Closet （京王ハットクローゼット）」 初開催！ 

5月24日（木）～5月30日（水） ◆新宿店１階 イベントテラスⅡ 
 

新宿店では、約 30 型の帽子を試せる専用フィッティングルームや、ヘアアクセサリーがもらえるガチャガチャを

設置した期間限定ショップ「Keio Hat Closet（京王ハットクローゼット）」を1階イベントテラスⅡにて初開催します。 

新宿店の婦人帽子売場は、サイズバリエーションや機能性の強化により、全国でも上位の売上を誇ります。中心顧

客である 60 歳代以上は日常的に帽子をかぶるという特徴がある一方で、20・30 歳代の女性の中には、「ファッショ

ンや自分に合う帽子がわからない」「似合うか試したいだけなので接客は必要ない」という声が多く、百貨店で帽子の

購入を検討すること自体がないという方も少なくありません。近年、SNSの普及により写真映えする帽子を取り入れ

たファッションの需要は高まり、「試したいけれど選び方がわからない」といったお悩みを持つ方も増えています。そ

んな声にお応えし、「自分に似合う」帽子が見つかるよう、気軽に帽子をかぶり比べられるイベントを開催します。 

  

 

 

 

 
 

１．洋服の試着のように…専用フィッティングルームで一人であれこれ試して OK！ 

販売員に接客されることなく自分で選びたい、という方が増えている 20・30 歳代。人目が気になるという方のた

めに、一人の空間でじっくりと選ぶことができるよう帽子専用のフィッティングルームを設けます。帽子を“SNS映

え”アイテムとして購入する方も多いため、帽子をかぶっての写真映えを確認できるようフォトスポットも用意。 
 

２．帽子選びに困ったら…専門知識を持った販売員がアドバイス！ 

帽子は、顔の形やサイズなどのポイントを押さえると選びやすくなります。お客様の必要に応じて、専門知識を持

った販売員がアドバイスします。また、5月26日（土）には、ファッション誌やテレビなどで活躍中のモデル・武智

志穂さんを招いてのトークショーを開催。帽子選びのこだわりなどについてお話いただきます（14時～、約30分）。 
 

３．帽子を脱いだ後に使える！ヘアアクセサリーがもらえる企画も♪ 

室内で帽子を脱いだ後、へアスタイルの崩れが気になる方はへアクセサリーでの

簡単アレンジがおすすめ。ヘアゴムなどが無料でもらえる「ガチャガチャ（期間中1

回のみ）」や、帽子をお買い上げの方には「帽子にも髪にもつけられるヘアバトン（先

着50名様）」を差し上げます。※どちらも「京王百貨店LINE＠」友だち登録済の方が対象  

2018 

初夏 

 
 

＜概要＞ 1. 帽子をかぶった姿を写真に撮って比べてOK！“女優ミラー”付きの専用フィッテイングルームを設置 

2. ご希望のお客様には帽子の選び方を販売員がアドバイス！モデル・武智志穂さんのトークショーも！ 

3. ヘアアクセサリーがもらえる参加無料のガチャガチャや、お買い上げ特典も！ 
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肉系メニューで盛り上がろう！ 

京王アサヒスカイビアガーデン、6月7日（木）よりスタート！ 

6月7日（木）～9月2日（日） 

◆新宿店 屋上 
 

毎年夏の風物詩として好評の「京王アサヒスカイビアガーデン」を、今年も開催します。西新宿の高層ビル群の

夜景を見ながら屋外でビールを飲むことができる開放感、そして新宿駅の駅上という利便性も重なり、毎年多くのお

客様でにぎわいます。 

地下の食品売場や当社の名物催事「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」において、精肉や肉惣菜、肉系駅弁な

どの人気が高まっていることもあり、ビアガーデンでも肉系メニュー（単品）を昨年の5種から7種に拡充。今年

は同じ屋上で4月から「京王BBQガーデン」を開催しており、バーベキューをお楽しみの際に「あと一品食べた

い」「食後のデザートを忘れた」というお客様も注文できるようにします。ビアガーデンとバーベキューの相乗効果

で、集客力の向上を目指します。 

 

■やっぱり肉でしょ！おすすめメニュー 

   

●鶏半身揚げ 黒胡椒風味、夏野菜添え（1,980円、写真①） 

豪快に揚げた鶏の半身を、お酒がすすむ黒コショウで味付け。 

●和牛一口カルビステーキ（2,500円、写真②） 

柔らかい和牛のカルビを使った一口サイズのステーキ。 

●タンドリーチキンパワーサラダ（950円、写真③） 

サラダにタンドリーチキンを入れて、肉と野菜をバランスよく。 
 

■その他の主な新メニュー 

   

●ローディットフライポテト（900円、写真④） 

フライドポテトにベーコンとチーズをトッピングした、食べ応えのある一皿。 

●おつまみラーメンのアタマ（700円、写真⑤） 

チャーシュー、煮卵、メンマ、モヤシと、ラーメンのトッピング（アタマ）がおつまみに。 

●ココナッツアイス（500円、写真⑥） 

食後にさっぱりと。ココナッツの皮をそのまま器に使ったアイス。 
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① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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■飲み放題が付いた「プレートメニュー」は内容を全面刷新！ 

昨年初登場ながら好評を得た「プレートメニュー」は、1種類増えて今年は5種類での展開。内容もすべて刷新し

ています。 

   

●5種から選べる飲み放題付きプレート（各2,980円） 

・「おつまみプレート」（生ハム、チーズ、スモーク鮭、スモーク帆立）※写真⑦ 

・「アメリカンプレート」（ホットドッグ、チリコンカン、ピクルスフライ）※写真⑧ 

・「スパイシープレート」（ジャージャー麺、手羽先BBQソース、ピリ辛海老） 

・「フライコンボプレート」（チーズ揚げ、オニオンリング、フィッシュフライ、チキンフライ）※写真⑨ 

・「ソーセージプレート」（ポークソーセージ、粗挽きソーセージ、ガーリックオニオン） 
 

■大人数でワイワイするなら宴会メニュー！ 

●宴会メニュー（1組4名以上、要予約、1人3,980円） 

「冷製オードブルの盛り合わせ」「海鮮シュウマイと煮豚チャーシュー

盛り合わせ」など全6品の料理に、サワーやグラスワイン、ソフトドリ

ンクなど20種類から選べる飲み放題が付いたお得なプランです。 

 

■営業時間・概要 

・営業時間：17時～22時 

※ラストオーダーは閉店の 30分前 

飲み放題は150分（ラストオーダーは終了時間30分前） 

        ※全席禁煙 

※荒天の場合は営業中止、8月21日（火）は店休日 

・予約お問い合わせ：03-5321-5349（直通） 

・インターネット予約 http://digiq.jp/keio/ 

 

【参考】京王BBQガーデン 

・営業時間：4月19日（木） ～ 11月25日（日）  

11時～14時／15時～18時／19時～22時 

 （一部期間は営業時間が変更になります） 

※荒天の場合は営業中止 ※利用時間には受付・準備・片付けなどの時間も含みます 

※事前予約制（2名様より。空きがある場合は当日でも利用可） 

・休 業 日：8月21日（火）［京王百貨店新宿店 店休日］  

※10月以降、休業日が発生する場合あり  

・利 用 料：大人（中学生以上） 2,160円 / 小学生 1,080円 / 小学生未満 無料 

 

2018 

初夏 

会場の様子（2017年） 

⑦ ⑧ ⑨ 

会場にはフォトスポットも用意 

（1名様） 

※写真は8名分です 



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 柴井、竹田、福島、永井、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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一足お先に夏気分を満喫♪ 

  めんそーれ！沖縄展 

5月31日（木）～6月5日（火） 10～20時＜最終日は 18時閉場＞ ◆新宿店7階 大催場 
 

観光客数が5年連続過去最高を更新している「沖縄」。新宿店では、その魅力を満喫できる「沖縄展」を開催しま

す。現地でも話題の喫茶の初出店など、9店舗の初登場グルメから伝統工芸品まで約50店舗を展開します。 
 
■沖縄の素材をふんだんに使用した、現地でも人気のスイーツが勢ぞろい！ 

●喫茶ニワトリ「ドラゴンフルーツとシークァーサーのかき氷」 （1杯）900円 ※各日限定30杯 

 京王百貨店初登場   実演  

浦添市にある天然酵母を使用した食パン専門店「ippe coppe（イッペコッペ）」が、4～9月頃

のみ店舗の庭で営業する喫茶店。現地でも人気の夏季限定店舗が東京に出店です。沖縄で栽培さ

れた安心・安全なフルーツを使用した果肉感のあるシロップがたっぷりとかかった人気のかき氷

を実演販売。物販では「イッペコッペ」のラスクやスコーンも販売します。  

●ラ・ボウス「沖縄パイン＆沖縄セロリ＆リンゴのソルベ」（1カップ）500円 京王百貨店初登場   実演  

宜野湾
ぎ の わ ん

市のジェラート＆マカロン専門店。2017世界シャーベットフェスティバルで優勝し、同

年「世界ジェラート大使（本部：イタリア）」にアジアから初就任した柴野
しばの

大造氏と、同氏の弟子

で2017ジェラート世界大会自由部門で準グランプリを獲得した米盛
よねもり

勝也氏が手掛けています。

素材は、やんばる産の果物や野菜をマエストロ自ら足を運んで厳選。本催事では、世界大会で優

勝した同商品やマンゴーなど、沖縄定番の6種が並びます。  

＜そのほかの注目のスイーツ店舗！京王百貨店初登場はこちら＞ 

① ココベーグル「沖縄タコスベーグルサンド」 （1個）540円  

 

② 御菓子御殿「紅いも生タルト」 （6個入）1,050円 

   
 
■沖縄のソウルフードや沖縄食材を味わえるイートインも充実  ※イートインコーナーは11時～各日閉店1時間前L.O. 

●平良商店「八重山そば」 （1杯）864円  京王百貨店初登場   イートイン  

2014年に石垣市にオープンした八重山そば店。ソウルフードである八重山そばは、細丸

麺、豚とカツオから取るスープ、「ヒバーチ（島胡椒）」を合わせるのが特徴。同店のスープ

は、豚・鶏ガラダシと、カツオダシを絶妙なバランスで合わせており、「八重山そば選手権

2017」で参加20店舗中グランプリに輝くなど地元の老若男女から愛される味わいです。  

●シーサイドカフェ ブルートリップ「やんばるスパイス焼き やんばるプレート」 （1人前）1,380円 

 京王百貨店初登場   イートイン  

地元の島野菜や肉にこだわったメニューを提供する、名護市で人気の名護湾が一望でき

るカフェが同催事に初出店します。イートインでは、やんばる産のウコンや島唐辛子など

を使った「やんばるスパイス」が香るカレーにたっぷりのチーズを乗せて焼いた同店1番

人気の焼きカレーと、スパイスの効いたジャークチキンのセットが登場します。 

 

 
 

そのほか、まぐろ解体ショー（5/31～6/5＜13時/18時 ※最終日は13時のみ＞）や、対象の酒（泡盛・ビール）1杯＋対象

のおつまみ1品がセットになった「ちょい飲みチケット*」など、気軽に沖縄グルメを堪能できる企画も用意していま

す。 ＊価格：900円（チケット販売は各日閉店の1時間前、ご利用は閉店30分前まで） 

 

2018 

初夏 

 

※容器はイメージです 

中頭郡読谷村に本店を持つ、沖縄土産の定番「元祖 紅いもタルト」で

知られる和洋菓子店。 

 

浦添市に店舗を持つベーグル専門店。北海道産の小麦とてんさい

糖、沖縄の海塩を使用したベーグルは、パン通の間でも人気です。 

 

② ①  



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 柴井、竹田、福島、永井、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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お父さんに、感謝の気持ちを伝えるのを忘れずに… 

6月17日（日）は「父の日」 

◆新宿店 5階紳士洋品売場／ビジネス・カジュアルバッグ売場、中地階 酒・進物売場 
 

■さり気ない「差し色」アイテムでお父さんをお洒落に！ ◆5階 紳士洋品売場／ビジネス・カジュアルバッグ売場 

 身の回り品の素材や使い勝手にこだわりを持つ男性は多く、一見シンプルなデザインながら機能性に優れたアイテ

ムは自分用・ギフト用ともに人気です。近年はクールビズなどのファッションのカジュアル化により「差し色」や「柄

物」のバリエーションも豊富に。父の日ギフトには、華やかな差し色を効かせたアイテムがおすすめです。 

●ノイインテレッセ「ラート キーケース」 8,640円 

自動車のハンドルなどに使用されるウレタンエンボス加工を施し、耐久性を兼ね備

えた特殊レザーの表革に、カラーレザーを内革に組み合わせた上品ながら遊び心のあ

る「ラート」シリーズ。モーターカルチャーとファッションの融合をテーマにした「ノ

イインテレッセ」は7シリーズを扱い、車愛好家の方からも高い支持を得ています。  

●プレリー ギンザ「牛革ベルト」（写真左からクロ・バーガンディー・マロン／全5色） 各11,880円 

ベルトはオンオフ兼用で使えるものがおすすめ。職人が手作業で仕上げた独特のム

ラ感の牛革ベルトは程よいカジュアル感が魅力です。カラーは、ビジネスシーンは黒

や茶が定番でしたが、クールビズスタイルでは明るい茶やワインレッドなども人気で  

す。差し色カラーは、ベルトと靴の色をそろえるとバランスよくまとまります。 

●イズイット「ビジネスリュック」（クロ・グレー・コン） 22,680円 

B4が収納可能なサイズに大小7つのポケットを搭載し、はっ水性のあるポリエス

テル素材で680gという軽さが人気です。クールビズの普及により、リュックやトー

トバッグがビジネスバッグの新定番に。20・30歳代を中心にトレンドの「ビズリュ  

ック」は、お父様世代でもじわじわと注目度が上がっています。 

●かなや末広「扇子」（綿・竹、全長21㎝、扇子袋付、桐箱入） 各5,400円 

てぬぐい柄を写した涼しげな扇子は、もらって嬉しいギフト好適品。柄を取り入れ

やすい扇子は、縁起物モチーフから重厚感のあるデザインまでそろいます。当社の父

の日ギフトの中心プライス、5,400円の商品の品ぞろえを強化しています。  
  

 

■感謝の気持ちが伝わるラベルで特別感を！ ◆中地階 酒・進物売場 

お酒を嗜まれたり、離れて住むお父様への定番ギフト。ラベルで＋αの演出が嬉しい限定アイテムがそろいます。 

●越後鶴亀「純米大吟醸 名入れラベル」 （720ml） 3,705円 

明治 23年創業の新潟県新潟市の老舗酒造が手掛ける、繊細で柔らかな香りと味わいの純

米大吟醸。期間限定で、地元の書家が書き上げた名入れラベル付きを用意します。お父様の

お名前と、送り主のお名前を入れることができます（ご注文は6月8日まで、店頭・インタ

ーネットにて承ります。お届けは6月16・17日指定配送のみ）。  

●北雪「純米大吟醸ＹＫ35 感謝の酒」 （720ml） 5,400円 

新潟県佐渡市にて明治5年創業の北雪酒造。国内外の賞を受賞した同酒造を代表する「大

吟醸YK35」の原酒が「感謝の酒」というラベルで数量限定販売です。酒米の山田錦を35%

まで磨きあげ、長期低温発酵。華やかな吟香と、原酒ならではのコクと旨みが感じられる一

品（店頭販売／インターネット注文は6月7日10時まで。6月16・17日指定配送のみ）。  

 

2018 

初夏 

 

写真はコン。 

サイドのオレンジのライン

が若々しい印象に。 

＜外＞ 

＜中＞ 

6月16日（土）・17日（日）＜各日11～18時＞

に、紳士洋品売場にて扇子をお買い上げのお客様

に無料で名入れを承ります。 



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 柴井、竹田、福島、永井、進藤  電話：直通 03(5354)2855 
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雨の日が楽しくなるデザイン性の高いアイテムを集積 

レイングッズフェア 

6月7日（木）～13日（水） ◆新宿店 １階 婦人洋品売場 （１階 イベントテラスⅠ・Ⅱ） 
 

梅雨の時期だけでなく年間を通してゲリラ豪雨等が多くなり、今、傘はコンビニや雑貨店など幅広い店舗で販売さ

れています。傘を複数本持ち使い分ける方も少なくなく、特に百貨店にはデザインや大きさ、耐久性などを求めて来

店されるお客様が多くなっています。そこで、フェア期間中はデザイン性の高い傘やレインコートに注目し取り扱い

を拡大。4月に新設した1階正面入口すぐの「イベントテラスⅠ・Ⅱ」にて集積します。 

雨の量や気分によって使いわけられる、もう一つ持っていたい雨の日が楽しくなるアイテムを提案します。 

 

■周りと差がつく！カラフルな透明傘 

特徴的なフォルムと洗練されたデザインの、英国王室御用達ブ

ランド「フルトン」が人気の火付け役となった透明傘。カラフル

な柄も透明地と合わさることで気軽に取り入れられることや、一

般的な雨傘に比べて中心価格が 4,000～6,000 円とリーズナブル

なことなどから近年注目を浴びています（百貨店で扱う通常の雨

傘は中心価格5,000～10,000円）。 

バードケージと言われる特徴的な形の「フルトン」をはじ

め、絵画のような華やかなデザインの「エバーラスティング」

など、カラフルな透明傘4ブランドを展開します。 

  

 

■お気に入りのテキスタイルや写真でカスタマイズできる自分だけの傘 

ほかにはない自分だけの傘が欲しい！という声にお応えして、

iPadを使った傘のオーダーイベントを初開催します（時間制）。骨

（6種類）と手元（24種類）はお好みのものを選んでいただき、

生地は数十種類あるパターンから選んでも、デジタルデータであれ

ばご自身でお好きな絵柄や写真をお持ちいただいても作れます。面

ごとにプリントや色を変えることもできます。選んだパーツの種類

により価格は異なりますが、10,000円前後中心で最大15,000円程 

 

 

 

→ 

 

度、約１ヵ月後にお渡しとなります。 

・6月7日（木）～13日（水） 各日14時～17時 

※写真はイメージ。お持ち込みの画像は肖像権や著作

権等を侵害していないものに限ります 

 

■風の強い日でも大丈夫！新しいタイプの耐風傘「ブラント」新登場 

耐風傘といえば、強風時にはおちょこ状になり傘骨の破損を防ぐものが主流でした

が、風の抵抗を受けにくい特殊な構造を用いた新しいタイプの耐風傘が期間限定で登

場します。ニュージーランド発の傘「ブラント」は、強風の中でも裏返らずに持つこ

とができるほか、露先が生地で覆われており安全性も高くなっています。軽量タイプ

の傘に比べると重さはありますが、その分丈夫で長く使える傘です。フェアに合わせ

て特設コーナーを設け、婦人用と紳士用の長傘・折り畳み傘あわせて 10 種類を販売

します。価格は7,344円～8,640円。 

 

 

 

2018 

初夏 

「エバーラスティング」 

4,320円 

 

「フルトン」6,480円 

空気力学により風の抵抗を 

受けにくい構造を確立した 

「ブラント」の長傘（7,344円） 


