2020 年 5 月 19 日
株式会社 京王百貨店

取り扱い総数 約 1,350 品目が送料無料・送料込み

「京王のお中元」のネットショッピングが 5 月 20 日（水）にスタートします
会期：5 月 20 日（水）～7 月 29 日（水）

◆京王ネットショッピング shop.keionet.com

6 月 11 日（木）【予定】～7 月 22 日（水） ◆新宿店・聖蹟桜ヶ丘店 7 階 ギフトセンター
6 月 11 日（木）【予定】～7 月 29 日（水） ◆セレオ八王子店・ららぽーと新三郷店・昭島モリタウン店
キラリナ京王吉祥寺店・トリエ京王吉祥寺店
離れて住む家族や友人、大切な人に気持ちを届けるお中元ギフト。全店舗休業中（新宿・聖蹟桜ヶ丘店は
食品フロアのみ営業）の中でも、日本の生活儀礼に欠かせない中元ギフトは、ネットショッピングにて例年
通り受付を開始します。
今年の「京王のお中元」は、なかなか会えない方へ贈るギフトはもちろん、家で過ごす時間を楽しむ“自
分用”のお取り寄せグルメとしても人気の商品も充実させています。
「夏の暑さを乗り切る。
」をテーマに夏
におすすめのグルメを初特集するほか、好調カテゴリーであるアイスクリームなどのクールデザートを前年
から約 1.5 倍の 32 種類に拡充。また、
“ギフト習慣のカジュアル化”により好調の 1,000～2,000 円台のギフ
トを特集する「夏の手みやげ」を昨年から 2 倍の約 50 品目に充実させるほか、お買い得な「ご自宅用限定
商品」
、
「ネットショッピング限定商品」を揃えます。
京王ネットショッピングのお中元では、取り扱う約 1,350 品目のほとんどを送料無料※または送料込みと
し、
「お得感」と「選びやすさ」を強化。ネットショッピング需要が一層高まるであろう本年も、店舗での承
りの 2 倍以上の送料無料・送料込み商品を揃え、ネット限定品と合わせてリアル店舗以上の利便性を訴求し
ます。
※「夏の手みやげ」「ご自宅用限定商品」掲載商品は、ネットショッピング限定特典としてそれぞれ同一お届け先への税込 5,400 円以上のご
注文で送料無料（送料込み商品は除く）。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、お中元ギフトセンター混雑防止のため「京王ネットショッピング」のご利用をお勧めしています。

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（竹田、篠原、深山、島田）
MAIL：pr＠keio-dept.co.jp

■＜初特集＞「夏の暑さを乗り切る。」
酷暑が予想される夏におすすめの、食べ応えのある「スタミナ系」と海鮮などの「さっぱり系」グルメを特
集します。なかでも「うなぎ」は、市場価格の高騰もあり“もらって嬉しい”と人気が高まっています。

●鰻楽「うなぎ蒲焼 3 尾セット」 10,800 円
宮崎県・鹿児島県内の養鰻家と提携し、徹底した養殖管理のもと育てら
れ厳選したうなぎを使用。熟練の職人が割き、白焼き・蒸し・蒲焼きの 3
段階に分けて 3 種のタレで何度も付け焼きして仕上げています。
（うなぎ蒲
焼き 3 尾<計 420g>、山椒付き添付たれ 15g×3）
【賞味期間 冷凍 30 日】

●大阪 交野はらだや 「生ぎょうざ 夏のおすすめ 3 種セット」 5,940 円
昭和 51 年創業の餃子専門店が手掛ける肉・野菜などの具材を国産の素材
にこだわった餃子。
“もう一品”に便利な小分けパック入り。
（交野の生ぎょ
うざ 17g×8 個×2 パック、青じそ生ぎょうざ 17g×8 個×2 パック、牛すじ生
ぎょうざ 17g×8 個×2 パック）
【賞味期間 冷凍 90 日】

●「大分 りゅうきゅう 漬け丼セット」 5,400 円
国産のブリ・真鯛・アジ・サバの切り身を、大分県産の丸大豆醤油ベー
スのタレに漬け込みました。熱々のご飯にのせるだけで漬け丼が完成する
セットです。
（真鯛切身 80g×2、ブリ切身 80g×2、あじ切身 80g×2、さば切
身 70g×2、ねりわさび 2g×8 袋）
【賞味期間 冷凍 30 日】

■バリエーションが充実！「クールデザート」
クールデザートは、この 3～4 年で売上が 2 倍以上に伸長し、幅広い世代に人気の好調カテゴリー。本年は、
前年から 11 種増の計 32 種類と強化しています。近年、1 年を通してアイスを楽しむという人が増え、バリエ
ーションも徐々に充実。定番のカップアイス以外に“見た目も可愛い”アレンジスイーツにも注目が集まって
います。

●アンファン「夏のクリスマス」 5,400 円
“子どもから大人まで楽しめるお菓子を”をコンセプトにした、デザイン
性に富んだスイーツが人気の「アンファン」
。夏を涼し気に演出するクリスマ
スをモチーフにしたアイシングクッキーをのせた、一口サイズのアイスセッ
トです。
（ミニクッキーアイス バニラ 8 個入×2、コーヒー8 個入×2）

●岩瀬牧場「牧場のアイスケーキ」 4,968 円
北海道 砂川市・岩瀬牧場の搾りたての牛乳で作ったアイスケーキが初登場。
スフレチーズケーキの上に、優しい甘さのミルクアイス、生クリーム、ベリ
ーのソースを重ねています。お祝いにもぴったりの華やかな見た目と冷凍保
存できるアイスケーキは幅広い用途におすすめです。
（直径 12 ㎝）

●ナポリ「フルーツシャーベット詰合せ」 10,800 円
1953 年に創業しイタリアの伝統的なジェラート製法を受け継ぐ「ナポリ」
が手掛けるフルーツシャーベットのセット。フルーツをくりぬき、果汁をふ
んだんに使用した爽やかな風味のシャーベットを詰めています。
（温州みかん
×4、アールスメロン 1/8×3、ふじりんご×3、白桃 1/2×2、グレープフルーツ
1/2×2 計 14 個）
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■組み合わせても楽しい「夏の手みやげ」

※同特集は別刷パンフレットに掲載

カジュアルギフト需要に応える 1,000～2,000 円台の低価格帯のギフト 50 品目を揃えます。銘店やホテルの
味を少量ずつ組み合わせて贈るのにもおすすめです。

ホテルニューオータニ
ニューオータニナボナ
（5 個入） 1,080 円
【賞味期間 60 日】

浅草今半 お好み小箱詰合せ
（牛肉ごぼう 60g、牛肉れんこん 60g、
牛肉まいたけ 60g 各 1） 1,620 円
円

花園万頭 葛まんじゅう
（8 個入） 1,728 円

■自分への“ご褒美グルメ”をお得に！「ご自宅用限定商品」

※同特集は別刷パンフレットに掲載

中元・歳暮のお申込みと同時に“自分へのご褒美に購入して楽しむ”という需要が年々高まっていることか
ら、自家需要の高い「ワインセット」や「ワケありお買い得品」などを揃えています。
＜バイヤーズセレクト ワイン＆焼酎日本酒特集＞
●「格上ボルドー金賞受賞 3 本入赤ワイン 12 本セット」 12,001 円
フランスワインの最も有名な生産地であるボルドー地方のワインの中で
も、さまざまなコンクールやワインガイドで金賞を獲得した赤ワイン 12 本の
セットです。
＜ワケあり特集＞
●「有明産 初摘み はねだし焼海苔（小穴・縮み）」 3,499 円
近年、海苔の不漁により価格があがっている焼海苔は、昨年の同特集の中
でも売上 1 位を記録しました。今年も有明産の焼海苔セットをお手頃価格で
用意します。
（10 枚入×9）
【賞味期間 270 日】
初特集＜ラクちん！レンジアップ特集＞
“時短”
“簡単”に本格的な味が味わえるレンジアップ食品を初特集。
●「叙々苑 焼肉ライスバーガー特製 8 個セット」 4,860 円
国産牛肉と国産米を使用。叙々苑秘伝のたれで焼き上げた肉を、表面はパ
リッと、中はもっちりとした食感に仕上げたライスプレートでサンドしてい
ます。
（焼肉ライスバーガー特製 120g×8）
【賞味期間 冷凍 270 日】

■ネットショッピング限定「おうちカフェ アイスドリンク特集」
家で過ごす時間が長くなり SNS などでも話題になっている“家でカフェ気分を楽しむ”のにおすすめのア
イスドリンクを集めました。
●スターバックス「アイスコーヒー スペシャルギフト」 3,240 円
コールド用に作った、１杯ずつ楽しめるパーソナルタイプのドリップコー
ヒーのセットです。
（ドリップコーヒー<アイスコーヒーブレンド>8.5g×18 包）

●アルプス「信州ストレートジュースセット」 3,629 円
ワインメーカーが手掛ける香り高いフルーツジュース。信州産の果実を
使用したこだわりの 100%ストレートジュースを詰合せました。
（コンコー
ド・ナイアガラ・巨峰 各 250ml×各 2、りんご・もも 各 250ml×各 3）
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