
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、深山、竹田、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月の営業時間：10時～20時（地下 1 階～3 階は日・祝を除き～20 時 30 分） 

 

・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。 

 

 

 

西新宿の夜景×限定ドリンクで「ＳＮＳ映え」間違いなし！ 

京王アサヒスカイビアガーデン 

  5月18日（木）～9月15日（金）  

◆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。 

今年の注目ポイントは、メニューを約2倍に拡充した「選べる飲み放題」。サワーなどを好む傾向にある若者にも

ビアガーデンならではの開放感を楽しんでもらおうと、ビール以外の飲み放題メニューを昨年の14種から30種に

増やし、満足度を高めます。“ビール党”の方には、今年初登場の月替わりビールの飲み放題がお得感抜群。会期

中、何度足を運んでいただいても楽しめるよう月別に計4種のプレミアムビールを提供します。 

フードメニューは、昨年以上にボリュームアップしたメニューを用意。色鮮やかな限定ドリンクとあわせて、女

性を中心に最近話題となっている「SNS映え」にもおすすめです。 

■今年の飲み放題は一味違う！飲み比べも楽しめる♪ 

  今年の注目点は昨年の 16 種類から 33 種類に増えた飲み放題メニュー。ビールやサワーの他、すべてのカテゴリ

で種類を拡充しており、老若男女問わず、種類豊富なドリンクを楽しめます。 

☆月替わりおすすめビール（各680円） ※飲み放題対象 

【5･9月】 アサヒプレミアムビール 熟撰（写真①） 

【6月】  ドイツビール レーベンブロイ（写真②） 

【7月】  アサヒドライプレミアム 豊醸（写真③） 

【8月】  贅沢工程の生ビール 琥珀の時間（写真④） 

☆スカイレモンサワー（写真⑤）／☆スカイハイボール（写真⑥） ※飲み放題対象 

 （各550円／どちらも京王アサヒスカイビアガーデン限定） 

今年初登場。「ボルスブルーリキュール」を使用したドリンクは、鮮やかな 

ブルーが夜景に映え、気分を盛り上げます。   

 

・女性向けにビール以外のドリンクも充実！ ※☆は新作メニュー 

サワー・カクテル15種（前年7種）  ☆カルピスレモンサワーなど 

ノンアルコール・ソフトドリンク7種（前年4種） ☆ゼロカクなど 

日本酒・焼酎・サングリアも今年から飲み放題に初登場します。     

 

 
 
京王アサヒスカイビアガーデン・・・・・・・・・・・・・  
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■SNS映え！今年のおすすめメニュー ※☆印は新作メニュー 

☆オマールエビとムール貝のサフラン仕立て バケット添え（2,300円、写真①） 

オマールエビの存在感が食欲をそそる本格的な一品。 

☆牛リブステーキ（2,500円、写真②） 

昨年の人気メニューがサイズアップ！肉汁をたっぷり含み、柔らかく 

焼き上げた約250ｇのステーキは、見た目もお腹も大満足。 

☆すいかシャーベット（500円、写真③） 

小玉スイカの皮を器にした果汁48％のみずみずしいシャーベット。 

※その他、定番の「おつまみイカ」「ポテトフライ」など、ワンコイン 

（500円）から楽しめるアラカルトメニューも用意します。 

  

 

   

■色々食べて大満足！選べるプレート＆女子会メニュー ※☆印は新作メニュー 

・4種から選べる飲み放題付きプレート（飲み放題・ミニ枝豆付き、3,480円） 

☆「イタリアンプレート」（イタリアンプロシュート・サラミとチーズ盛り） 

（写真①） 

☆「バラエティプレート」（チヂミ・串揚げ・スモークチキン） 

☆「ミートプレート」（牛タン味噌焼き・ベーコン・ミートボール） 

☆「アジアンプレート」（パッタイ・油淋鶏・ガーリックシュリンプ）」（写真②） 

4種のプレートから選べる飲み放題付きプランが初登場。 

大勢で色々頼んでシェアもできる欲張りプレートです。 

 

  

・女子会プラン 

（各日限定5組、1組4名以上の女性のみのグループ、要予約、2,980円） 

「冷製オードブルの盛り合わせ」「キヌアの野菜サラダ」「揚げ物盛り合

わせ」「鶏肉入りラタトゥーユ・アボガドサンド添え」「桃のババロア＆ア

イス大福」など全6品に、サワーやグラスワイン、ソフトドリンクなど33

種類から選べる飲み放題が付いたお得なプランです。 

その他、宴会プラン（1組8名以上、飲み放題付き、要予約、3,980円）

も用意。   

■営業時間・概要 

・営業時間：5月18日（木） ～ 31日（水）     17時 ～ 21時30分 

6月1日（木） ～ 9月15日（金）  17時 ～ 22時 

※7、8、9月の土日祝日は 16時～営業 

※ラストオーダーは閉店の 30分前 

飲み放題は 120分（ラストオーダーは終了時間20分前） 

        ※本年から全席禁煙となります。 

※荒天の場合は営業中止、8月22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://www.res-keio.co.jp （レストラン京王ホームページ） 
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ここでしか食べられない、長野と新潟のコラボグルメに注目！ 

信州・越後 山の幸・海の幸 物産と観光展 

  5月11日（木）～16日（水） 10時～20時 ＜最終日は 16時閉場＞ 

◆新宿店7階 大催場 
 

2015年の北陸新幹線開業や、2016年に放送されたテレビドラマの舞台になったことで注目を集める長野と、日本

海で獲れる海の幸をはじめ、「コシヒカリ」に代表されるお米、全国屈指の生産量の日本酒などが人気の新潟。その

両県のグルメや工芸品を集めた物産展は昨年が初開催。2回目となる今回も、食品で37店舗（日本酒BARを含

む）、工芸品は24店舗が出店します。 
 

■長野×新潟 イートインでは食材コラボで京王限定メニュー！ 

長野の店舗は新潟の食材を、新潟の店舗は長野の食材をそれぞれ使った当社限定メニューを展開します。 

＊イートインは 10時30分～（ラストオーダーは各日閉場の 1時間前） 

●【長野県】戸隠そば 山故郷
や ま ざ と

「新潟県南蛮えびの天ぷらそば」（1人前） 1,580円  

                                   イートイン   京王百貨店限定  

戸隠そばの伝統でもある「練る／打つ／切る」のすべての工程を手作業にこだ

わっている、長野市内に店舗を構える「山故郷」。新潟の名産品としてブランド化

を推進している「南蛮エビ」を使った天ぷらそばを使い、限定メニューをイート

インで楽しめます。各日30食販売予定。 

 

 

●【新潟県】佐渡 廻転寿司 弁慶「信州牛のローストビーフ握り」（１皿） 500円  

                                   イートイン   京王百貨店限定  

佐渡に本店があり、佐渡沖産を中心とした旬のネタと佐渡産コシヒカリのシャ

リにこだわる、地元でも人気の寿司店。今回の限定メニューで使われる信州牛

（信州プレミアム牛）は、長野県独自の「あたらしいおいしさの基準」をクリア

した、食味（香り・食感）に優れた長野県産トップブランドの牛肉です。各日50

皿販売予定。 ＊その他のネタについては、200円（1皿）から 

 

 

 

＜お寿司と一緒に日本酒も＞  

●日本酒BAR「限定飲み比べセット（3種）」（越乃寒梅 灑
さ い

 純米吟醸、今代司 錦鯉、鶴の友 別撰） 800円  イートイン  

その名の通りボトルに錦鯉の模様を配置し、世界各国のデザイン関連の賞を受

賞した「錦鯉」（写真中）、新潟県内を中心に流通しているため、県外で味わえる

のは珍しい「鶴の友」（同右）、そして新潟を代表する銘酒「越乃寒梅」から45年

ぶりに発売された新商品「灑」（同左）の 3 種類が飲み比べできる、日本

酒好きにはたまらないセットです。各日20セット販売予定。 

＊その他の銘柄も約25種類用意します 

 

 

＜日本酒ＢＡＲのお供に＞  

●【新潟県】寺泊きんぱち 串焼き各種   実演  

観光地として県内外からやってくる多くの人々で賑わう長岡市の寺泊市場通り

で、食べ歩き用の浜焼きや新鮮な海産物を取り扱うお店。香ばしく焼いた定番のイ

カ（432円から）やホタテ（378円）のほか、まるごと1尾を焼いたサバや赤魚な

ど、10種類の串焼きを販売します。なお、串焼きは上記の「日本酒BAR」に持ち

込み可能なので、おつまみ代わりに楽しむこともできます。  
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＜その他イートイン＞  

●【長野県】麺 匠 あじゃり「濃厚鶏
と り

白湯
ぱいたん

ラーメン 鶏しばオリジナル」（1人前） 850円   イートイン   京王百貨店限定  

鶏白湯ラーメンの人気店。1杯に鶏1羽分の鶏ガラを使用する、濃厚でクリーミ

ーな鶏白湯スープと、えごまが練り込まれた風味豊かなもっちりとした麺の組み合

わせで作った限定メニューが楽しめます。えごま麺は神奈川県のえごま生産者の協

力を得て作られたもの。 

  

■初出店の店舗もあります 

●【長野県】和泉庄
い づ し ょ う

「名代 大きんつば」（1個、75ｇ） 175円  実演  

1818年創業の老舗和菓子店。店を代表する人気商品「大きんつば」は、初代か

ら現在の8代目までおよそ200年もの間、手作りの味を守り続ける銘菓です。国

産の小豆を使用し、添加物や保存料を使わずに丁寧に炊き、小豆本来の風味を生

かすために砂糖も控えめにして甘さを抑えています。  

●【新潟県】うおぬま倉
そう

友
ゆう

農園「おにぎり」（１個） 162円から  実演  

南魚沼市（旧塩沢町）でコシヒカリを中心に生産と販売を行う傍ら、地元でも

人気のおにぎり屋を営むうおぬま倉友農園。魚沼コシヒカリの中でも、農園があ

る旧塩沢町のエリアで作られる「塩沢産魚沼コシヒカリ」にこだわり、今回のお

にぎりもこのお米を使用。シンプルでお米のおいしさが分かりやすい塩むすびを

はじめ、鮭や梅干、さらに春が旬のふきのとう味噌など、6種類を用意します。 

 

 

＜工芸品では人気の国産ジーンズ店が初出店！＞  

●【新潟県】マルニ西脇「毘沙門天ジーンズ」（１本、W28～38インチ） 25,920円  

1972年の創業以来、ジーンズの取り扱い一筋。ジーンズ販売の経験を生かし、

1996年からオリジナルジーンズの生産をスタート。2005年からは本格化し、現在

ではそのリピート率は70％以上で、年齢層を問わず全国のジーンズファンに愛用

されています。 

天然藍でロープ染色し、旧式の力織機でゆっくりと織り上げて作ったオリジナル

の生地を使用。仕上がったジーンズは妙高山麓の雪解け水で漬け込み洗いを行い、

天日干しで仕上げた純日本製のジーンズです。  

 

■母の日に向けた「コト」イベント 

●【長野県】水引工房やまだ「カーネーション製作体験」 1,080円（材料費込）  

5月14日（日）の母の日にあわせて、水引を結んでカーネーション作りを

体験できるイベントを開催。水引細工の生産量が国内でも有数の長野県から、

さまざまな水引アートを手掛ける「水引工房やまだ」のデザイナーによる指導

を受けながら製作体験できます。 

  ・日時：5月11日（木）～15日（月） 11時～/15時～  

※所要時間は約20～30分 

  ・定員：各回5名 ※予約は不要、会場にて受付 
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京王8000系Tシャツを販売！ 

男児に人気はやっぱり、電車！ 

◆新宿店7階 
 

特に男児に人気の電車グッズ。新宿店7階のおもちゃ売場や鉄道模型店にはさまざまな電車グッズが並んでいま

す。5月18日（木）からは期間限定で、電鉄系百貨店ならではの商品が登場します。 

 

■京王8000系Tシャツを先行販売 

 ［5月18日（木）～31日（水）、7階シーズンスペース ※最終日は 18時閉場］ 

  1992年に登場した8000系は、京王線の主力の車両としてお子様からの人気が高い車両です。この8000系を、

親子おそろいで着られる遊び心のあるＴシャツが得意な洋服ブランド「オジコ」がデザイン。大人用にはメンズ・

レディースをともに取りそろえ、パパでもママでも着られます。 

 

 

 

 

 

期間限定ショップ「オジコ」 

京王線8000系Ｔシャツ 

こどもサイズ：80～160cm 3,456円～4,536円 

大人サイズ：レディース M・L、メンズ M～LL 5,184円～5,400円 

胸側（右）は“8000”の数字をデザイン化、背中側（左）に8000系 

車両のイラスト入り。 

 

■7階には鉄道模型の店「ポポンデッタ」もあり、お子様に人気 

 鉄道模型の店「ポポンデッタ」は、当社新宿店をはじめ新宿駅周辺を模し

た巨大ジオラマで鉄道模型（Ｎゲージ）を走らせることができる人気スポッ

ト。週末は小～中学生のお子様を中心に鉄道好きのお客様でにぎわいます。

鉄道模型のほかに、京王線グッズなども販売しています。 

 

  

＜ポポンデッタ京王新宿店でお子様に人気のグッズ・・・「鉄下」！＞ 

電車の車両をソックスにプリントした“鉄道靴下”。商品誕生のきっかけ

は、「くるぶしソックスが新幹線の形に似ている」という担当者のひらめき

から。 

これを履くと、小さな足が鉄道に！種類も豊富で人気を集めています。写

真は、ベビーサイズの鉄下がセットになった「新幹線（N700 / ドクターイ

エロー / E5系）てちゅした 3Pセット」（1,296円）。足裏には滑り止め加

工付き。  
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