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京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：竹谷 英樹）は，2022 年５月 11 日（水）から

17日（火）までの７日間に『第 23回 大信州展』，５月 19日（木）から 25日（水）までの７日間に『第 24回 

大新潟展』を２週連続にて開催します。「長野」と「新潟」の魅力を満喫していただきたく，７階催事場を中

心に，地下１階，１階，３階，６階特設会場など各階で，食・工芸・衣料雑貨を販売，全館で物産展を盛り上

げてまいります。  

 

１週目の『大信州展』では，長野の食と工芸，計 39店舗が大集結します。江戸時代から受け継がれる戸隠そ

ばの老舗【長野市/戸隠そば 大久保西の茶屋】の天ぷらざるそばがお召し上がりいただけるほか，信州牛のロ

ーストビーフ寿司，おやきや五平餅も実演販売します。また，３階連絡通路にて，数えで７年に一度実施する

「御柱祭」を迎えた諏訪大社の『諏訪大社御柱祭 特別パネル展』を開催するなど，大信州展を盛り上げてまい

ります。 

 

２週目の『大新潟展』では，新潟の食と工芸，計 44店舗が大集結します。ツルツルとしたのどごしと弾力の

ある歯ごたえが特徴の【十日町市/小嶋屋総本店】のへぎそばがお召し上がりいただけるほか，できたての味を

ご自宅にお持ち帰りいただけるかにわっぱ飯や鶏半身からあげなども実演販売しております。 

また，３階連絡通路では，新潟県『越後妻有地域』の広大な里山を舞台に 20年以上続く芸術祭，『大地の芸術

祭の特別パネル展』を開催いたします。 

 

そのほか，第１弾・第２弾連動企画としては，地下１階では，各県のご当地パンを日替わりで販売するほか３

階，６階の特設会場にて衣料や雑貨，工芸品を販売，さらに，お買上げ抽選会の開催など「長野」と「新潟」

の魅力を感じることができる２週間でございます。詳細は別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『大新潟展』＆『大信州展』開催！ 

『諏訪大社御柱祭』や 

『大地の芸術祭』特別パネル展も開催 

草間彌生「花咲ける妻有」 

Photo by Nakamura Osamu 

 



別  紙         

◆◆【大信州展】＆【大新潟展】について◆◆ 

【第 23 回 大信州展】 

開 催 日：2022年５月 11日（水）～17日（火）の７日間 

※最終日５月 17日（火）は７階催事場「大信州展」会場のみ 17:00まで 

※３階特設会場は 18日（水）16:00まで 

開催場所：７階催事場，地下１階，１階，３階・６階特設会場ほか 

 

【第 24 回 大新潟展】 

開 催 日：５月 19日（木）～25日（水）の７日間 

※最終日５月 25日（水）は７階催事場「大新潟展」会場のみ 17:00まで 

開催場所：７階催事場，地下１階，１階，３階・６階特設会場ほか 

※３階特設会場は 16:00まで 

 

開催するにあたり，会場では，マスクの着用や手指の消毒を徹底し，感染防止対策に取り組んでまいります。

感染状況などにより，内容が変更となる場合がございます。 

 

１.イベント情報 

■大信州展 

（1）諏訪大社御柱祭 特別パネル展 

日  時：５月 11日（水）～17日（火）  

※最終日 17日（火）は 17:00まで 

会  場：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路 

※都合により変更になる場合がございます。 

 

諏訪大社は，長野県の諏訪の周辺に４箇所の境内地をもつ神社です。 

全国各地にある諏訪神社の総本社であり，国内にある最も古い神社の 

一つとされております。 

 

（2）お買い上げ抽選会 

応募期間：５月 11日（水）～17日（火） 

応募場所：７階催事場 

応募方法：７階催事場，３・６階大信州展特設会場にて１レシート 2,000円（税込）以上お買い上げの方に，

抽選応募券を進呈いたします。ご応募いただいた方の中から抽選で 20名様に「八割そば（１袋）」

をプレゼントいたします。 

 

（3）平日限定！特別提供品販売 

会  場：７階催事場 

会期中の平日 14：30～16：30限定で，特別提供品を数量限定にて販売いたします。 

※お一人様１点限りとさせていただきます。 

 

 

 



■大新潟展 

（1）大地の芸術祭 特別パネル展 

会  期：５月 19日（木）～25（水） 

※最終日は 17:00まで 

会  場：京急百貨店・ウィング上大岡３階連絡通路  

 

新潟県『越後妻有地域』の広大な里山を舞台に 20年以上続く芸術祭。 

アートを道しるべに里山をめぐる旅の魅力をご紹介いたします。 

 

（2）お買い上げ抽選会 

応募期間：５月 19日（木）～25日（水） 

応募場所：７階催事場 

応募方法：７階催事場，３・６階大新潟展特設会場にて１レシート 2,000円（税込）以上お買い上げの方に，

抽選応募券を進呈いたします。ご応募いただいた方の中から抽選で 20 名様に「新潟県産米コシ

ヒカリ（２㎏）」をプレゼントいたします。 

 

（3）平日限定！特別提供品販売 

会  場：７階催事場 

会期中の平日 14：30～16：30限定で，特別提供品を数量限定にて販売いたします。 

※お一人様１点限りとさせていただきます。 

 

■京急百貨店公式アプリ限定！大信州展・大新潟展スタンプラリー  

会  場：７階催事場 

「大信州展」と「大新潟展」の期間中，両方のスタンプを集めた方に，「大新潟展【小嶋屋総本店】 

イートインにてご利用いただける 100円優待クーポン」をプレゼントいたします。 

 

２．５月 11日（水）～17日（火）「大信州展」おすすめ（一例） 

（1）その場でお召し上がり！ 【長野市/戸隠そば 大久保西の茶屋】戸隠そば 

江戸時代から受け継がれる戸隠そばの老舗。しっかりとしたコシと風味をお楽しみください。 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

海老と山菜天ぷらざるそば 

（ざるそば＋天ぷら盛合せ） 

（１人前）1,837 円（税込） 

※山菜は内容が変更になる場合がございます。 

京急百貨店オリジナル 

天ぷらざるそば食べ比べセット 

（ざるそば＋山菜天ぷら＋くるみタレ＋とろろ） 

（１人前）2,200 円（税込） 

※山菜は内容が変更になる場合がございます。 

 

草間彌生「花咲ける妻有」 

Photo by Nakamura Osamu 

 



（2）できたての味をご自宅でお召し上がり！実演販売特集 

 

 

 

 

（3）「信州ご当地パン」日替り限定品 

会  場：地下１階諸国銘菓【夢うらら】 

  ※各日正午頃より販売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）各階にて開催！美と匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【長野市／コイズミデリカテッセン】 

信州牛のローストビーフ寿司 

（５貫）1,620 円（税込） 

【駒ヶ根市/ソースかつ丼 明治亭】 

ソースかつ丼弁当 

（１折）1,491 円（税込） 

【長野市／デザートランドりんごの木】 

アップルパイ 

（21 ㎝）1,620 円（税込） 

【軽井沢町/創作絵付硝子 久野】 

ハトボンボン入れ 

現品限り 13,200 円（税込） 

７階催事場 

【安曇野市/Modeless Factory】 

ノースリーブワンピース 

20,900 円（税込） 

３階特設会場 

５月 11 日（水）・12 日（木）限定 

【長野市/小林製菓舗】 

牛乳パン 

各日限定 70 点 

（１コ）324 円（税込） 

５月 13 日（金）・14 日（土）限定 

【上伊那郡/信州 里の菓工房】 

栗あんぱん 

各日限定 150 点 

（１コ）195 円（税込） 

５月 15 日（日）・16 日（月）限定 

【松本市/アガタベーカリー】 

牛乳パン（牛乳・ピーナッツ・いちご） 

各日各種限定 50 点 

（１コ）350 円（税込） 

【安曇野市/十色屋】 

染・帆布トートバッグ 

16,500 円（税込） 

３階特設会場 



３．５月 19日（木）～25日（水）「大新潟展」おすすめ（一例） 

（1）その場でお召し上がり！【十日町市/小嶋屋総本店】へぎそば 

へぎそばならではのツルツルとしたのどごしと弾力のある歯ごたえをご賞味いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）できたての味をご自宅でお召し上がり！実演販売特集 

 

 

 

 

（3）「新潟ご当地パン」日替り限定品 

会  場：地下１階諸国銘菓【夢うらら】 

※各日正午頃より販売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海鮮極み天へぎそば 

各日限定 40 食 

（１人前）2,420 円（税込） 

へぎそばとミニタレカツ丼セット 

各日限定 30 食 

（１人前）1,650 円（税込） 

【長岡市／佐藤豆腐店】 

栃尾あぶらげ 

（１枚）380 円（税込） 

【新潟市／津張屋】 

かにわっぱ飯 

（１折）1,620 円（税込） 

【新潟市／せきとり】 

鶏半身から揚げ（カレー味・約 300ｇ） 

（１コ）1,296 円（税込） 

５月 18 日（水）・19 日（木）限定 

【五泉市/栄軒ベーカリー】 

コーヒーパン 

各日限定 150 点 

（１コ）216 円（税込） 

５月 20 日（金）・21 日（土）限定 

【上越市/小竹製菓】 

笹だんごパン 

各日限定 200 点 

（１コ）249 円（税込） 

■５月 22 日（日）・23 日（月）限定 

【長岡市/マルシャン】 

スターブレッド（チーズ・ミルク） 

各日各種限定 50 点 

（約 30 ㎝，１コ）739 円（税込） 

 

■５月 24 日（火）・25 日（水）限定 

【糸魚川市/いのや】 

牛乳パン 各日限定 120 点 

（１コ）240 円（税込） 



（4）各階にて開催！美と匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１階京急線上大岡駅改札口前特設会場【特別販売会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．お客さまのお問合せ先 

 京急百貨店  TEL. 045-848-1111（代表）  【受付時間 営業時間内】 

以  上 

 

【村上市/川村庚堂漆器店】 

姫鏡 

16,500 円（税込） 

３階特設会場 

【妙高市/マルニジーンズ】 

毘沙門天 天然藍ジーンズ 

限定 10 点 27,500 円（税込） 

６階特設会場 

【新潟市/岡田蝋燭店】 

選べる絵蝋燭３号６本入 

（全長 10 ㎝）3,300 円（税込） 

７階催事場 

大新潟展特別販売会 

【新潟市/新潟ふるさと村】 

５月 19 日（木）～25 日（水） 

各日 11:00～19:00 

【浪花屋製菓】の柿の種，新潟名物の燕三条ラーメンや

サーモン塩辛など，新潟特産品を集めました。 

大信州展特別販売会 

【上伊那郡/信州自然村】 

５月 11 日（水）～17 日（火） 

各日 11:00～19:00 

信州の自然の幸を皆様へ。無添加の食材や食品・ 

調味料など，自然食品をご提供いたします。 


