
2014年1月21日 

 京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：永田 正）が、井の頭線吉祥寺駅に2014年4月23日（水）に

開業予定の商業施設「キラリナ京王吉祥寺」 （所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番25号）について、

出店店舗が決定しました。 
 

 本施設は、「いろんな私に出会える、私のお気に入り」をコンセプトに、自分の価値観を大切にする30代女性をイ

メージターゲットとし、ファッション、コスメ、雑貨等を中心に揃えた地下2階地上9階の商業施設です。 

 
 
■吉祥寺初出店が７０店舗登場！！ 
 

 キラリナ京王吉祥寺には、約7割の70店舗が吉祥寺初となる店舗として登場します。さまざまな商業施設がひし

めき合う吉祥寺において、これまでなかった「BEAMS（ビームス）」、「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダ

ード）」、「URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）」などが登場するほか、㈱マッシュビューティーラボの「F organics 

（エッフェ オーガニック）」などの新業態の店舗も登場し、吉祥寺内外のお客様に新たなエッセンスをご提供します。 

 なお、地下1階は食品フロア「Food parc（フードパルク）」として展開します。 
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         2014年4月23日（水） 井の頭線吉祥寺駅に新駅ビルが登場！！ 

「キラリナ京王吉祥寺」 出店店舗が決定 
～吉祥寺エリア初出店となる店舗が70店登場～ 

報道関係各位 



●キラリナとは・・・ 
キラリと光るモノ・コトがたくさん見つかる。いつも
私をキラリと輝かせてくれる。そんな晴れやかな
舞台でありたいという思いを込めています。 

■ターゲット： 「自分の価値観を大切にする大人女性」  

   吉祥寺ライフスタイルを愛し、自分らしく輝ける３０代女性をイメージターゲットとします。 
 
■コンセプト： 「いろんな私に出会える、私のお気に入り」    

   イメージターゲットである３０代女性たちが、仕事帰りに家事や育児の合間に、夫婦や 
            カップルで休日に、さまざまなシーンで気取らずにご利用いただける施設を目指します。 

   お気に入りのモノ・コトがいっぱい詰まった場所として、毎日の暮らしがもっと楽しく、 
   吉祥寺の街がもっと好きになれるような施設でありたいと考えます。 

 

■所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番25号  ※井の頭線吉祥寺駅直結 

■運営会社： 京王電鉄株式会社 

■出店店舗数： 98店舗 （予定） ※2014年夏オープン予定の店舗も含みます。 

■敷地面積： 約3,400㎡ 

■延床面積： 約28,000㎡ 

■階数： 地下2階～地上9階 

■駐車場： 約110台 

■開業日： 2014年4月23日（水） ※予定 

■営業時間： 10：00～21：00 （一部店舗は営業時間が異なります） 
 

■フロア構成（予定）： これまで吉祥寺にありそうでなかったファッションやオーガニックコスメ、ライフスタイル雑 
  貨を中心に揃えるほか、館内各所のカフェや、お客様の憩いの場となる屋上庭園など、 
  ショッピングの合間にゆっくり過ごせる場所も用意しております。 

  また、地下１階は、デイリー使いとしながらも質や目新しさにこだわった食品フロア「Food  
  parc（フードパルク）」として展開します。 

 

キラリナ京王吉祥寺 施設概要 

■名称：キラリナ京王吉祥寺 （英字表記・・・ｋｉｒａｒｉｎａ） 
 
 ≪ロゴマーク≫ 

※地下1階は一部開業日が異なります。 

「Food parc（フードパルク）」 
「パルク（parc）」とは、フランス語で「公園」を意味します。多彩な食品が集まる場所を表
現しています。また、井の頭公園のようにたくさんのお客様が集まる場所でありたいとの
気持ちを込めています。 
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※地下１階 食品エリア名称について 

≪ロゴマーク≫ 



 

   ≪2階：ファッションバラエティゲート≫ 

   

        ・「F organics（エッフェ オーガニック)」 

      “organic is sexy”をコンセプトに、スキンケアからボディケア、ヘアケアまでトータルにラインナップ 

     するオーガニックビューティーブランド。ヘルシーで魅力的な女性像を提案します。 

 

 

     ・「SABON（サボン)」 

            イスラエル発の「SABON」では、死海のミネラルを豊富に含んだバスプロダクトやボディケアコスメを 

     はじめ、自然と身体にやさしい商品を数多く取り揃えています。 

 
 
≪3階：セレクトスタイル≫ 
 
     ・「BEAMS(ビームス)」 

      メンズ・レディスともに定番ものからトレンドを感じさせるウェアのほか、小物やアクセサリー、雑貨    

     などデイリーユースなアイテムを取り揃えています。 

 

≪4階：スタイリッシュカジュアル≫ 
 
     ・「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」 

      ジャーナルスタンダードオリジナルと国内外から集められた商品によるベーシックでスタンダード 

     なアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。 

     カテゴリーにとらわれないグローバルな商品と情報を常に提案しています。  

 

     ・「URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）」 

     「DESIGN YOUR LIFE STYLE」をテーマに様々な都市をリサーチし、デイリーウェアやライフスタイ 

     ル雑貨までをセレクト。 

  

≪5階：トレンドカジュアル≫ 
 
     ・「index(インデックス)」 

      “SPARKLING LIFE FOR LADY” 女性らしさと、今の気分を詰め込んだ、ベーシックアイテムから 

     モードスタイルまで、毎日を輝かせるためのワードローブストアです。 

 

     ・「FREDY & GLOSTER（フレディ ＆ グロスター）」 

      シンプルで愉しいオリジナルブランドや、インポートアイテムを幅広くとりそろえた、レディス&メンズの 

     セレクトショップです。  

フロア紹介[主な店舗] 

■ファッション・雑貨フロア（2階～6階） 

2階～6階には、ファッションブランドやセレクトショップ、雑貨店など52店舗が出店します。中でも、常にハイセンスなファッ
ションスタイルを提唱する「BEAMS（ビームス）」、「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」、「URBAN 
RESEARCH（アーバンリサーチ）」が吉祥寺に初出店し、ハイセンスとコンビニエンスを兼ね備えた、駅ビルならではのライ
フスタイルを提案してまいります。 
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≪6階：スタイリッシュライフ≫ 
 
    ・「atman atman（アートマン アートマン)」 

     感度が高く賑やかさのあるものから、今流行っているもの、これから流行るもの、隠れたスグレもの、 

    カワイイものまでいつ来ても楽しい話題で盛りだくさんの商品を取り揃えているお店です。 

 

    ・「ここり」 

     日本の美意識・再発見をテーマに、多種多様な和雑貨を提供します。 

 
 
    ・「木糸土（モクシド）」 

    作り手のぬくもり、自然の素材が持つ良さやエネルギーを感じられる生活雑貨を提案します。 
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フロア紹介[主な店舗] 

■フードパルク（地下1階） 

 日常生活に上質と新しさをプラスする新スタイルの食品フロア 

 「Ｆｏｏｄ ｐａｒｃ（フードパルク）」が新登場 

“毎日のおやつとおかずが揃う「エキチカ台所ひろば」”をコンセプトに、 

吉祥寺周辺にお住まいの方々や吉祥寺を訪れる方々のニーズを 

キャッチした生鮮から惣菜・スイーツを取り揃えた食物販フロアが登場。 

今回オープンする、惣菜・スイーツショップを株式会社京王百貨店が 

初プロデュースします。 

デイリーでありながら質と価格のバランスを重視した「ちょっとイイモノ」が充実した商品構成で展開します。 

新業態店舗6店、都内初出店2店、吉祥寺エリア初出店18店のほか、週替わりで展開が変わるイベントショップ 

「フードセレクト」などの計35店(予定)でお客様のお買いものシーンの提案を行っていきます。 
 
なお、フードパルクの一部(生鮮三品、グロサリーコーナー)は2014年夏オープン予定です。 

・ 「ファリ・ブゥール」  (タルトを中心としたスイーツ及びキッシュ) 

季節ごとに旬の素材を使い、フレッシュな美味しさをお届けするタルトとキッシュの専門店。 

少しずつ色々食べたい女性のニーズを捉えたサイズ展開とバリエーションの豊富さが特徴です。 

   

        

・ 「sakura Deli（サクラデリ）」  （野菜惣菜とお弁当） 

身体に良くてしっかり美味しい、野菜ソムリエが考えるお惣菜とお弁当の専門店。           

「玄米Life」をテーマに、野菜たっぷりのお惣菜と玄米のお弁当を中心に展開します。 

 

 

 

・ 「吉祥庵（キッショウアン）」  （おこわ、おこわ弁当、うなぎせいろ蒸し、おはぎ・団子等） 

安心安全な素材選びと「手作り」の美味しさを追求する、おこわ・お団子・おはぎを中心とした惣

菜ショップが、関東初出店します。「お客様第一の本物志向」をコンセプトに四季折々の豊富な

旬の食材を使用したおこわをバリエーション豊かに展開します。 

 

 

【主な新業態の店舗】     

【主な都内初出店の店舗】  



 

  ■コンビニエンスゲート（1階） 
   
       ・「ベーカリー ＆ カフェ ルパ」 

       焼きたてパンとピザ、手作りサンドイッチが自慢の、京王沿線密着のベーカリーショップです。 

        豊富な品揃えと、ゆったりくつろげる店内食事コーナーで皆さまをお迎えします。 

    

       ・「おむすび権米衛」 

       「精米したて、炊きたて、むすびたて」日本人にもっといっぱいお米を食べてほしいという想いから、 

        大きな手づくりおむすびを１個100円からご用意しています。一つ一つ心をこめて「手むすび」した 

    おむすびを、ぜひご賞味ください。 

 

       ・「Soup Stock Tokyo（スープ ストック トーキョー）」 

        食べるスープの専門店。料理に手間隙を惜しまず、素材本来が持つ旨味と風味を丁寧に引き出し 

    たスープやカレーを季節に合わせてバリエーション豊かにご用意します。 

 

 

  ■カルチャー＆サービス（7階） 
 

    ・「ABC Cooking Studio(ＡＢＣ クッキング スタジオ)」 

     ＡＢＣクッキングスタジオは、全国28万人が通う料理・パン・ケーキが学べる料理教室。 

    明るく楽しい雰囲気の中で、基礎からしっかり学べます。 

 

    ・「啓文堂書店」 

    お母さんと絵本を選びに来た女の子が、大人になって子どもと手をつなぎ、お店に来てくれる。 

    私たちはそんな本と人、人と人との出会いの場を広げていける本屋をめざします。 

 

 

  ■ホビー・クラフト大型専門店（8階～9階） 
 

    ・「ユザワヤ」 

     ホビークラフトの総合大型専門店として、今年で創業５９年を迎えました。 

    手づくり材料を世界中から集め、どこよりも豊富な品揃え、どこよりも安い価格をモットーにしています。 
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フロア紹介[主な店舗] 



フロア紹介 
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店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

ユザワヤ その他（ホビークラフト） ユザワヤ商事(株)

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

ABC Cooking Studio その他(料理教室) (株)ABC Cooking Studio ●

椿屋カフェ カフェ 東和フードサービス(株) ●

啓文堂書店 書籍 京王書籍販売(株)

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

salut! （サリュ） 生活雑貨 (株)パル ●

nana's green tea カフェ (株)七葉 ●

木糸土 レディス・生活雑貨 (株)パレモ ●

ヘンゼル&グレーテル 生活雑貨 (株)ワールド ●

atman atman （アートマン アートマン） 雑貨 (株)京王アートマン ● ● ●

Ｇｏｏｄｍｏｒｎｉｎｇ® ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＲＯＳＥ 化粧品、雑貨 (株)ハウスオブローゼ ● ●

ここり 雑貨 (株)たち吉 ● ● ●

JINS その他(メガネ・サングラス) (株)ジェイアイエヌ

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

FREDY & GLOSTER メンズ・レディス (株)ノーリーズ ●

ORiental TRaffic シューズ (株)ダブルエー ●

index レディス (株)ワールド

ＡＭＰＨＩ　deux （アンフィ　ドゥ） レディス (株)ワコール ●

ラ・メゾン アンソレイユターブル カフェ (株)ピー・エス・コープ

Tabio レディス タビオ(株) ●

turno jeana （トゥールノ ジーナ） レディス (株)ポイント ●

ＫＢＦ レディス (株)アーバンリサーチ ●

chambre de charme “clef” （ｼｬﾝﾌﾞﾙ ﾄﾞｩ ｼｬｰﾑ “ｸﾚ”） レディス (株)シャンブルドゥシャーム ●

ダッシングディバ ネイル ●

ミーメアイラッシュ その他（まつげエクステサロン） ● ●

YECCA VECCA （イェッカ ヴェッカ） レディス (株)クロスカンパニー ●

マルシェ　ド　ブルーエ　プリュス 雑貨 ブルーブルーエジャパン(株) ●

Neue （ノイエ） 雑貨 (株)レトリック ●

off&on KITCHEN 生活雑貨 (株)レプハウス ●

rid.dle from… （リドルフロム） レディス (株)ジャパンイマジネーション ●

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

Spick ＆ Span レディス・雑貨・バッグ・シューズ (株)フレームワークス

aquagirl レディス (株)ワールド ●

JOURNAL STANDARD メンズ・レディス (株)ＪＳ．ＷＯＲＫＳ ●

URBAN RESEARCH メンズ・レディス (株)アーバンリサーチ ●

ete その他（ジュエリー） (株)ミルク

Piche abahouse （ピシェ アバハウス） シューズ (株)アバハウスインターナショナル ●

ニールズヤード レメディーズ 化粧品 (株)ニールズヤード レメディーズ

グランジュテ その他(アクセサリー) (有)ムラ・クリエイティブハウス ●

ビジンネス バイ サザビー レディス、バック (株)バゲージハンドラーズ ●

Loungedress　GALLARDAGALANTE （ラウンジドレス　ガリャルダガランテ） レディス (株)パル ●

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

スターバックスコーヒー カフェ スターバックスコーヒージャパン(株)

ＢＥＡＭＳ メンズ・レディス (株)ビームス ●

カシラ 帽子 (有)ウィーブトシ ●

Ｊｅｗｅｌ Ａｄｄｉｃｔ ｂｙ ＪＵＰＩＴＴＥＲ その他（ジュエリー・アクセサリー） (株)ONE STEP FORWARD ● ● ●

A LoT 売店 京王リテールサービス(株)

ダッシングディバインターナショナル(株)

3階

6階

 【8階・9階 - ホビー・クラフト - 】　地域一番の売場面積をもつ、クラフトホビーのフロア

9階
8階

 【7階 - カルチャー＆サービス - 】　総合書籍を核としたカルチャーとサービスのフロア

7階

 【6階 - スタイリッシュライフ - 】　雑貨とファッションが融合したライフスタイル提案のフロア

 【5階 - トレンドカジュアル - 】　カジュアルな衣料と雑貨を中心としたファッションのフロア

5階

 【4階 - スタイリッシュカジュアル - 】　男女で楽しめるスタイリッシュなカジュアルファッションフロア

4階

 【3階 - セレクトスタイル - 】　セレクトショップなどの高感度ファッションと駅利便性の高いフロア



フロア紹介 
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□ 地下1階 フードパルク テナント一覧 

※フードパルクの一部(グロサリー、生鮮三品)は、２０１４年夏オープン予定です。 

※惣菜・スイーツショップ、フードセレクトは（株）京王百貨店がプロデュースします。 

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

gelato pique （ジェラートピケ） レディス (株)マッシュスタイルラボ

everyday by collexinn ライフスタイル雑貨 (株)アバハウスインターナショナル ●

アンティ・アンズ 食品 プレッツェルジャパン(株) ●

A LoT 売店 京王リテールサービス(株)

LIMONE レディス (株)エリート

Travel Shop Gate 雑貨、バック (株)イデアインターナショナル ●

ル　タロン シューズ (株)ジョイントワークス ●

AUX ＰＡＲＡＤＩＳ （オゥパラディ） 化粧品 (株)エストインターナショナル ●

ローラ アシュレイ ギフト＆アクセサリーズ 雑貨・生活雑貨 ローラアシュレイジャパン(株) ●

SONATA　TOKYO レディス、雑貨 (株)グレートブリテン ● ● ●

Terracuore （テラクオーレ） 化粧品 (株)イデアインターナショナル ●

F organics （エッフェ オーガニック） 化粧品、雑貨 (株)マッシュビューティーラボ ● ● ●

SABON 化粧品 (株)ＳＡＢＯＮ Ｊａｐａｎ ●

店舗名称 業種 会社名 新業態 都内初 吉祥寺初

フラワーショップ京王 その他（生花店） 京王グリーンサービス(株)

ベーカリー ＆ カフェ ルパ 食品 京王食品(株)

おむすび権米衛 食品 (株)イワイ ●

カレーショップＣ＆Ｃ 食品 (株)レストラン京王

Soup Stock Tokyo カフェ (株)スマイルズ ●

ITS'DEMO レディス、雑貨、バック、化粧品、ネイル、食品 (株)ITS'DEMO

ミスターミニット サービス ミニット・アジア・パシフィック(株)

三井住友銀行ＡＴＭ その他（銀行） (株)三井住友銀行

フードパルク

 【地下1階 - フードパルク - 】　こだわりとデイリー使いに優れた駅チカ食品フロア

 【2階 - ファッションバラエティゲート - 】　コスメ、服飾雑貨、スイーツなど、バラエティ豊かなフロア

2階

 【1階 - コンビニエンスゲート - 】　通行客の寄り道を誘う、軽飲食を中心とした路面店フロア

1階

新業態 都内初 吉祥寺初

sakura Deli ● ● ●

m's dish ●

シャルキュトリーコダマ ●

創菜いい菜　117Style ● ● ●

KG's NY デリ ●

とんかつ新宿さぼてん

はまけい ●

吉祥庵 ● ●

四季の味　献心亭　匠 ●

ベジリエ ●

魚菜和惣菜　竹八 ● ● ●

過門香 ●

とうふや豆蔵 ●

神戸六甲山「颪」 ● ● ●

ペルティエ ●

多奈加亭ファームハウス

アンプレスィオン ●

ファリ・ブゥール ● ● ●

ピービーズ ●

神戸牛のミートパイ ● ●

カールユーハイム ●

Ｎｏｕ‐Ｂｒａｎｄ　ＫＩＣＨＩＪＯＪＩ ●

クレマモーレ ●

ＡＲＣＡＣＨＯＮ ●

ブーランジェリー&パティスリー リュバン　チーズワールド ● ● ●

船橋屋 ●

日本橋屋長兵衛 ●

惣兵衛最中本舗　あわ家惣兵衛 ●

地
下
1
階

惣
菜
シ

ョ
ッ
プ

ス
イ
ー

ツ
シ

ョ
ッ
プ

フードセレクト（ イベント）

※グロサリー

※生鮮三品

コーナー

※2014年1月時点での出店予定テナントとなります。 



その他の施設紹介 

■1日約42万人の乗降客数を持つ吉祥寺駅に直結 

2階コンコースは、床・壁・柱にアースカラーを採用し大

地や木々をイメージ。 

天井一面に光のパネルを配し、照度や色によって時間

や季節を表現し、屋内にいながら、自然と開放感を感じ

る空間を創ります。 
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■「キラリナ京王吉祥寺」は、“自然とモダン”、“機能性とリラクゼーション”、 

  “日常と非日常”・・・、様々な魅力を持つ吉祥寺らしさを表現した空間創り 

【2階 コンコース】 

ゆったりとショッピングを楽しめるよう、充分な通路幅を
確保するとともに、外光の差す吹き抜けには椅子を配し、
休憩や待ち合わせにもご利用いただけるスペースを用
意します。 
また、館内各所にカフェがあり、ショッピングの合間に
ゆっくりとお過ごしいただけます。 
 
【カフェ】 
「ベーカリー ＆ カフェ ルパ」（1階） 
「Soup Stock Tokyo（スープ ストック トーキョー）」（1階） 
「アンティ・アンズ」（2階） 
「スターバックスコーヒー」（3階） 
「ラ・メゾン アンソレイユターブル」（5階） 
「nana’s green tea（ナナズ・グリーンティー）」（6階） 
「椿屋カフェ」（7階） 【4階 共用部】 

■館内各所でゆったりとした時間を過ごせるよう配慮 

井の頭線吉祥寺駅とJR吉祥寺駅に直結した

新駅ビル。鉄道利用客の利便性が向上する

ほか、1階で南北自由通路が拡幅され、2階

で南口と北口の行き来がスムーズとなることで、

街の回遊性向上に寄与します。 

※パースは全てイメージです。 

開放感溢れるコンコース 



その他の施設紹介 

■デザインやタイトルの異なる、こだわりの女性専用トイレ 

2階 クイックドレッサー 
 ・混雑緩和のため、個室やパウダーコーナーの数を充実。 
 

 ・デジタルサイネージの設置によって、待ち時間にも情報 
  収集が可能。 
 

5階 プライベートドレッサー 
  ・座ってゆっくりと化粧直しができる個室調のパウダールーム。 
  鳥かごをイメージした装飾を施し、ゆったりと化粧直しや身支 
  度を整えていただけます。 
 
 ・フィッティングルーム設置。（1室） 
 
 ・室内全体に美光色の照明を採用し、女性の肌を 
   やさしく美しく表現します。 
 
 ・館内放送から独立したBGMシステムを採用。 
  独自の選曲で心地良い時間と空間を演出します。 
 

吉祥寺駅周辺をランダムに区切る街割りを、当ビルの顔となる壁面に再現。自然と街、所狭しと広がる路地など、

街の発展とともに広がった、人の生活を感じる吉祥寺らしい街並みを表現しました。さらに、1日の時間の流れや季

節に合わせて光を変えて外壁をライトアップ。吉祥寺の人々とともに暮らすイメージを訴求します。 

 

■吉祥寺の街並みをモチーフにした外装 

9 
※パースは全てイメージです。 

【外装】 

【外装の光の変化（イメージ】 



その他の施設紹介 

■吉祥寺の文化と触れ合う共用エリア 

【街を繋ぐ共用エリア】 
当ビルの1階は、街を行きかう人々の利便性を配慮した共用エリアとして開放します。 
メインスペースは南北自由通路とし、また南側の空間はピロティとして建物を車道から約6mセットバック。さらに高架下
には公衆トイレを配置し、どなたにもご利用いただけます。 
 
 
【災害対策】 
大災害に備え、当ビルでは地下に構える湧水槽を利用した簡易仮設トイレを用意します。また、水道が使えなくなった
場合を想定し、普段は外壁の緑化に使用している井戸水を緊急用に転用することで、飲用以外の簡易的な利用が可
能となります。 
 

■地域に根付く設備 

 武蔵野エリアで活躍する若手アーティストの作品を館内の内装意匠に採用しました。 
 
【エレベーターホールのイメージグラフィック】 
駅ビル全体を家に見立て、各フロアをテナント構成からイメージする部屋に当てはめ、内装を表現しました。4～9階
のエレベーターホールには、各部屋のイメージグラフィックを壁一面に描きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【トイレエントランスのモザイクアート】 
各トイレのエントランスに、フロアのテーマに沿って描かれたモザイクアートを採用しました。 
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5階：ファッション・雑貨フロア 
“クローゼット” 

6階：ファッション・雑貨フロア 
“コレクションルーム” 

7階：カルチャー＆サービスフロア 
“スタディルーム” 

【モザイクアート例】 

※パースは全てイメージです。 

4階：ファッション・雑貨フロア 地下1階：Food parc 



その他の施設紹介 

■環境対策 
 
①壁面緑化＆屋上緑化 
 
井の頭公園の玄関口として、建物の東側・南側の壁面に緑化を施します。屋上には芝生を敷き、お子様たちも元気に
走り回り、遊ぶことができるほか、北側の武蔵野の大地を一望できる眺望スペースを設けるなど、憩いの場としてご利用
いただけます。また、壁面及び屋上を緑化することで、直接建物本体に当たる太陽光を遮り、ヒートアイランド現象の軽
減に寄与します。 
 

9階：屋上の緑化：屋上庭園（仮称） 

１階：壁面の緑化 

11 
※パースは全てイメージです。 

②省エネ 
館内の照明にLEDを採用することで、年間を通した使用電力削減に取り組むほか、氷蓄熱システムを導入し、電力需
要の下がる夜間電力を利用して日中の冷房を稼働させることで、夏場のピーク時における省エネルギー化を図ります。 
外壁の緑化への潅水（かんすい）については、武蔵野エリアの豊富な井戸水を使用することで、貴重な水資源を守り
ます。 
 

南側 東側 



■京王パスポートキラリナカードを発行 
 
株式会社京王パスポートクラブ（本社：東京都渋谷区）では、「キラリナ京王吉祥寺」開業に合わせ、現在発行している

京王パスポートカードに加え、オリジナルカード『京王パスポートキラリナカード（クレジット・現金専用）』を新たに発行します。 
 
このカードは、キラリナ京王吉祥寺内の各施設（一部を除く）でご利用いただくと京王グループ共通ポイントがたまるお得

なカードで、京王沿線450店以上の京王グループ共通ポイント加盟店でたまったポイントと合算してお使いいただけます。

（キラリナ京王吉祥寺では従来の京王パスポートカードもご利用いただけます。） 
 
カードフェイスにはキラリナ京王吉祥寺のテーマカラー、ロゴを配し、新しく誕生するキラリナ京王吉祥寺のイメージを表

現しています。 

開業に先立ち、2014年3月中旬から会員募集を開始する予定です。 
 
≪カード種類≫ 

 

京王パスポートＶＩＳＡキラリナカード 

 

京王パスポート現金専用キラリナカード 

 

〔参考〕 
◆京王パスポートカードの概要 
  
発行会社：株式会社京王パスポートクラブ 
会員数：128万人（2013年11月末日現在） 
サービス内容：京王パスポートクラブが発行するカードで、クレジット機能付きと現金専用の2種類があります。いず
れのカードも、京王グループ共通ポイントサービス加盟店でのご利用で京王グループ共通ポイントが加算されます。
クレジット機能付きのカードは、「PASMOオートチャージサービス」において、決済カードとしてご利用いただけます。 
  
 
◆京王グループ共通ポイントサービスの概要 
  
サービス名称：京王グループ共通ポイントサービス 
運営主体：京王電鉄株式会社 
サービス内容：京王百貨店、京王ストアなど450店舗以上の京王グループ共通ポイントサービス加盟店でのご利
用でポイントが加算されます。1,000ポイント貯めるとサービス加盟店でご利用いただける1,000円分のポイント券と
引き換えることができます。 

※事業内容に関するお問い合わせ先 

    京王電鉄株式会社 広報部  江口・河本（こうもと）・成田  

  ＴＥＬ：042－337－3106  ＦＡＸ：042－337－5536 

※ご取材・掲載などに関するお問い合わせ先 

    キラリナ京王吉祥寺 広報担当：共同ＰＲ㈱内 高寺（たかてら）・佐々木・長瀬 

  ＴＥＬ：03－3571－5192  ＦＡＸ：03－3571－5382 

※本リリースは、国土交通記者会・ときわクラブ・都庁記者クラブ・京王線沿線の市政記者クラブ（立川市・八王子市）・  
京王線沿線の新聞社支局（武蔵野・立川・八王子）へ配布しております。 

京王パスポートキラリナカードの紹介 
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