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いよいよボーナス商戦・夏商戦本番！ 

今年はクリアランスも同時にスタートします！ 

6月 30日のプレミアムフライデー 
2017年６月３０日（金）～7月 2日（日） 

 髙島屋 関西各店（大阪店・堺店・泉北店・京都店・洛西店） 
 

月末の金曜日は少し早めに仕事を終えて豊かに過ごす「プレミアムフライデー」が 2017年 

2月 24日（金）にスタートし、6月で 5回目を迎えます。髙島屋各店では毎月特別イベント

や限定メニューなどをご用意し、お客様からご好評いただいております。 

一方で 6月下旬からは暑さが本格化し、ボーナスの支給もあることから夏物商戦のヤマ場を

迎えます。 

そこで髙島屋では、昨年・一昨年は 7月上旬にスタートさせていたクリアランスセールを今年

はプレミアムフライデーということもあり 6月 30日より開始し、夏商戦を盛り上げます。 

 

今回のプレミアムフライデーは、大阪店ではクリアランスセール初日に多く来店いただく若

い女性を想定し、特に女性に喜んでいただけるようなイベントや限定メニューを多く企画。

堺店・泉北店では家族でお楽しみいただけるような限定グルメや特別メニュー、自分磨きに

つながる企画などをご用意します。 

また京都店では、新企画として、ゆかたのファッションショーを開催（7月 2日）。また、京都店・洛西店ともに、水無

月をはじめとする季節の涼菓や、ご家族でご友人でお楽しみいただけるフードメニューを多数ご用意いたします。 

 

 

6月 30日クリアランスセールスタート 
2016年は 7月 1日（金）、2015年は 7月 8日（水）と 7月上旬に開始することが多い初夏物のクリアランスセール

ですが、今年は 6月 30日よりスタート。婦人・紳士・こどもファッションや雑貨、リビング用品まで、全館でお得なお

買物をお楽しみいただけます。 

 

☆大阪店では、クリアランス立ち上がり 3日間（6月 30日（金）～7月 2日（日））週末の金曜日・ 

土曜日は午後 8時 30分まで営業します。（通常は午後 8時に閉店） 

 

各店のプレミアムフライデー  

① 大阪店では・・ 
6月はクリアランスセール初日に多く来店いただく若い女性を想定し、特に女性に喜んでいただけるようなイベント

や限定メニューを多くご用意いたします。また、お買物の後にドリンクやお食事をお得に楽しんでいただくメニュー

も充実。（おすすめ商品なども含め全館で約 250企画をご用意） 

 

具体的な内容（一例） 

『金曜音楽会』ジャズバンドがビアガーデン「キラビア」に登場！ 

■6月 30日（金）午後 5時～・7時～    

■屋上ガーデン 

イルミネーションを眺めながらアジアンフードを楽しめるビアガーデン 

「キラビア」で、ジャズバンドが練り歩きながらスタンダードジャズナンバー

を演奏します。 

※キラビアご入場の方に限ります。天候不良の場合は中止。  
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ヘアアレンジデモンストレーション 

■6月 30日（金）午後 4時～＜アッカ＞・午後 5時～＜コンプレックス ビズ＞ 

■１階婦人アクセサリー売場 

ご自身で簡単にできる、夏のまとめ髪をデモンストレーションでご紹介します。 

 

＜ハンドプラス バイ ネイルバー＞ハンドマッサージ特別コース 

■6月 30日（金）午後４時～   ■5階マイコンフォートサロン 

ハンドマッサージ１０分間を特別価格 540 円で施術します。いつも頑張る自分へのプチご

褒美に。 

 

人気マジシャン・アーミィ網田のマジック教室 

■6月 30日（金）午後 6時～（約 20分間） 

■6階おもちゃ売場手品コーナー  ■先着 4名様（予約制） 

手品コーナーで人気のマジシャン・アーミィ網田氏によるマジックの披露とマジック教室

を開催。 

 

＜ブールミッシュ＞桃のロールケーキ（1本）1,296円（写真→） 

■6月 30日（金）～7月 2日（日）  ■地階洋菓子売場 

みずみずしい白桃とクレームシャンティーイをふんわりしたロール生地で巻き上げまし

た。 

 

＜モロゾフ＞シチリアレモンのチーズケーキ（1個）972円（12個限定） 

■6月 30日（金）～7月１日（土）  ■地階洋菓子売場 

シチリア産レモン果汁を使ったゼリーを流し込んだ、爽やかな味わいのチーズケーキ。 

 

＜ドンク＞サンレモお試しセット（1セット）584円（写真→） 

■6月 30日（金）のみ  ■地階 パン売場 

イタリアの焼き菓子パネトーネ・パンドーロをお試しサイズで。 

 

＜カフェ タバサ＞マンゴースムージー（１杯）594円 

■6月 30日（金）のみ  ■６階 喫茶 

マンゴーのスムージーにマンゴーの果肉もトッピングしたプレミアムフライデー限定品。 

 

☆各階喫茶４店では、『女子が嬉しいサービスメニュー』！ 

 午後４時以降にセットメニューなど指定のメニューをご注文いただいた方にデザートなどをサービスいたします。

■6月 30日（金）のみ  

（一例） ＜２階ダマンリュミエール＞ワンプレートランチご注文のお客様にデザート盛り合わせをサービス。 

      ＜３階カフェ キーフェルボワセゾン＞ケーキセットをご注文の方にアイスクリームとソースをトッピング。 

 

☆7階～9階のレストラン街２２店では、午後４時スタートの特別サービスを実施 

 ドリンクとおつまみなどがセットになった「ちょい飲みセット」や、ドリンクサービスなどをご用意。 

（一例）＜侘家古暦堂＞プレミアムフライデーset（おまかせ串 3種／生ビール（中））1,000円 

 

 

② 堺店では・・ 
家族の手土産に喜ばれそうな限定グルメやお買い得品、お試し企画など約 40種類をご用意。 

 

具体的な内容（一例） 

＜みゝ留＞錬り天ちらし盛り合わせ（1パック／175ｇ）346円 

■6月 30日（金）～7月 3日（日） ■1階惣菜売場 

ささがきごぼう・ちらし揚げ・きくらげちらしの３種の錬り天の詰め合わせです。 
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＜ユーハイム＞お楽しみ袋（１袋）1,080円 

■6月 30日（金）～7月 3日（日） ■2階和洋菓子売場 

バームクーヘン・パウンドケーキ・焼き菓子などを詰め合わせたプレミアムフライデー限定のお得なセット。 

 

＜エアー＞枕・マットレス お試し会 

■6月 30日（金）限り  ■8階寝具売場 

お客様それぞれに合った組み合わせがお選びいただけるよう、敷き寝具（エアー）と枕の体験会を開催。 

 

 

③ 泉北店では・・ 
家族でお楽しみいただけるような限定グルメや特別メニュー、自分磨きにつながる企画など 50 種類以上をご用

意。 

具体的な内容（一例） 

＜タカシマヤミート＞国内産黒毛和牛ステーキ切り落とし（100ｇ）1,080円 

■6月 30日（金）～7月 3日（日） ■地階生鮮売場 

上質なお肉をプレミアムフライデーの特別価格で。 

 

＜ハゲ天＞プレミアム天丼（１パック）1,080円 

■6月 30日（金）～7月 3日（日） ■地階惣菜売場 

プレミアムフライデー限定商品。天然海老・あなご・貝柱のかき揚げなど 5種類の天ぷらをのせました。 

 

＜シュウ ウエムラ＞アイメイクチェンジ 

■6月 30日（金）午後 3時～（予約優先性） ■2階化粧品売場 

華やかな目元にチェンジ！ご要望に応じて、お似合いのカラー選びからメイクの手順までレクチャーいたします。 

 

 

④ 京都店では・・ 
クリアランスにご来店くださるお客様がお買物の後、ご自宅用に惣菜・スウィーツをお買い求めになられることを想

定し、フードの特別メニューを充実。鱧を使ったメニューや夏のスタミナメニュー、歳時記にちなんだ和菓子や季

節のフルーツを使った涼菓をご用意いたします。 

また、ゆかたのファッションショーを開催するなど、京都らしい夏のおたのしみ企画をご用意いたします。 

 

具体的な内容（一例） 

【企画①】地階食料品売場より、 

3日間限定の特別メニュー＆お買得品・お買上げプレゼントが登場（計約 50企画） 

家族で、友人で、おいしいものを食べながらゆっくりと楽しみたい！そうしたニーズにお応えし、「プレミアムフライ

デー限定メニュー」をはじめ「夕方からの出来立てメニュー」、「お買得品・お買上げプレゼント」をご用意。 

6月 30日（金）～7月 2日（日）の 3日間限定で、計約 50企画をご用意いたします。   

※商品により販売日が異なります。 

メニューの一例 

 

 

 〈ブールミッシュ〉 
桃のロールケーキ 

（1本）税込 1,296円 

〈鶴屋𠮷信〉 

御所氷室 

（10個入）税込 1,080円 

〈中島水産〉 

徳島県産ほか 鱧湯引き 

（1パック）税込 980円 

〈錦平野〉 

塩麹唐揚げ 

（100ｇ）税込 324円 
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←〈うなぎ徳〉 

・錦糸重 

・麩の吸物 

・漬物 

・ビール 

歳時記にちなんだ和菓子を販売 「水無月特集」 

京都には、1年の折り返しにあたる 6月 30日に和菓子の｢水無月｣を食べて健

康を祈る風習があり、毎年多くのお客様がお買い求めになられます。 

地階和菓子売場では、準備数量を全体で昨年の約 1.5 倍に増やし、6 月 30

日は 24店舗から水無月をご用意いたします。 

 

【企画②】週末めぐらナイト  

■6月 30日（金）～7月 2日（日）    各日午後 4時～午後 9時 30分（ラストオーダーは店舗により異なる） 

■7階ダイニングガーデン 京回廊 

7 階ダイニングガーデン 京回廊の 14 店舗から、旬の食材を使った夏メニューとして、「プレミアムフライデー特別

メニュー」が登場（計 14 メニュー）。お料理にドリンクがついて、いずれのメニューも税込 2,000円です。 

（※<糖朝>はドリンクなし、お料理のみのメニュー） 

 

メニューの一例 

 

 

 

 

 

 

 

金曜限定イベント  プレミアムフライデー「フジタユウスケ」ミニライブを開催 

■6月 30日（金） 午後 5時 30分～（約 30分） 

■7階ダイニングガーデン 京回廊 石の庭前特設スペース（観覧無料・申し込み不要） 

ライブハウス「ＫＹＯＴＯ ＭＵＳＥ」（京都市下京区）のサポートによるミニライブ。今回は京都出身のシンガーソン

グライター、フジタユウスケさんが登場いたします。 

 

【企画③】京都女子大×タカシマヤゆかたコレクション ＹＵＫＡＴＡフロアショーを開催 

■7月 2日（日）午後 3時～、午後 5時～（各回約 30分） 

■5階呉服売場 

京都女子大学の学生がモデルとして参加する、ゆかたのファッションショーを開催。 

京都女子大学・京都工芸繊維大学とコラボして製作したゆかたをはじめ、2017 年のタカシマヤオリジナルのゆか

たなどを、ショースタイルにてご紹介いたします。 

 

※午後 2時から、1階正面入口前にて、学生によるイベント告知として、うちわの配布を予定しております。 

 

【企画④】ワイン試飲会を開催 

■6月 30日（金）午後 5時～   ■地階 和洋酒売場    

髙島屋オンラインストア｢ワインラウンジ｣内にて 6月 28日（水）から特集する｢タカシマヤカーヴ｣の中から、おすす

めワインの試飲を行います。（無料）                 

髙島屋オンラインストアＨＰ  http://www.takashimaya.co.jp/shopping/ 

 

【企画⑤】ビアガーデン プレミアムフライデーコース  

ただ今開催中の「京都タカシマヤ屋上 アサヒビアガーデン」にてお得なプランをご用意。 

※ホットペッパーグルメのネット予約限定 

■6月 30日（金）～7月 2日（日） 午後 4時 30分～午後 6時 30分 ＜雨天中止＞ 

←〈アルポルト カフェ〉 

・タスマニアサーモンの 

燻製サラダ仕立て 

・フルーツトマトと水牛 

モッツァレラの冷製パスタ 

･ほうじ茶のブリュレ 

・ビールまたはワインまたは

スパークリングワイン 

 

↑〈仙太郎〉 

みなづき（白・黒・抹茶）各 1個 税込各 227円 

 

http://www.takashimaya.co.jp/shopping/
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■男性・女性ともに、税込 2,500円 ※先着 100名様      

(※ご参考：通常料金は、男性：税込 3,800円、女性：税込 3,500円 

／毎月プレミアムフライデーと毎週土・日は午後 4時 30分～午後 10時まで営業) 

 

 

⑤ 洛西店では・・ 
 

【企画①】手みやげスウィーツ特集 

夏みかんゼリーに酸味をきかせたレモンゼリーを重ね、いよかんを飾っ

た「〈ユーハイム〉シトラスデザート（1個／税込 389円※各日 50個限定）」

（写真左）や、濃厚な抹茶クリームと大納言のバランスが絶妙な「〈井六

園〉大納言入 宇治抹茶ロールケーキ（1 箱／税込 1,080 円※各日 10

箱限定）」（写真右）など、この季節ならではの商品をご用意いたします。 

 

■1階食料品売場にて販売 

 

 

【企画②】食卓を華やかに、ご家族、ご友人との楽しい時間を演出するメニュー 

旬のパプリカを使用した酢豚など 7 種類の本格中華をみんなで揃っ

てお楽しみいただける「〈東東来〉中華オードブル（1 セット／税込

1,080 円※各日 2 セット限定）」（写真左）や、人気の本まぐろ赤身の

入った上にぎり「〈中島水産〉にぎり寿司 桔梗（30 貫入／税込 3,980

円※各日 5セット限定）」（写真右）など、食卓を囲んで楽しくお過ごし

いただける、おすすめのメニューをご用意いたします。 

 

■1階食料品売場にて販売 

 

 

【企画③】夏の美容特集 

〈ルグランソシエ〉ドライヘッドトリートメント orハンドトリートメント 

■6月 30日（金）～7月 2日（日） 各日午後 1時～午後 5時 

■3階エステティックサロン ルグランソシエ 

当日、ドライヘッドトリートメント or ハンドトリートメントをお受けいただいたお客様に、通常税込 17,000 円以上のコ

ースをお得な税込 6,000円で体験いただけるチケットをお渡しいたします。また、当日体験のご予約をいただいた

お客様へは特典としてソシエ水素水をプレゼントいたします。 

※混雑状況によりお待ちいただく場合もございます。 

 

 

〈ロクシタン〉泡洗顔 癒し体験 

■6月 30日（金）～7月 2日（日） 

■1階化粧品売場〈ロクシタン〉コーナー 

大人気の泡洗顔を体験いただけます。（体験はお手元での体験になります。）また、人気のヘアケア、スキンケアのサン

プルサシェセットもプレゼントいたします。 

 

 

〈ファンケル〉マイルドクレンジングオイルミニボトル（20ml）プレゼント 

■6月 30日（金）～7月 2日（日） 

※6月 30日（金）は午後 3時～、7月 1日（土）・2日（日）は終日実施いたします。 

■1階化粧品売場〈ファンケル〉コーナー 

期間中、上記対象時間にご来店でカウンセリングを受けていただき、化粧品と健康食品を同時にご購入いただきました

お客様に、マイルドクレンジングオイルミニボトル（20ml）を 1個プレゼントいたします。 


