
サロン ル シック
セレクト

[サポートサーフェス]
［ザネラート］
［ヌメロヴェントゥーノ］
［ロシャス］ほか
※一部除外品あり

特選婦人衣料雑貨

本状をお持ちのうえ
対象ブランドの商品を
お買上げのお客様

2階

「できたて」「お買得品」「限定品」などを多数ご用意しております。
〈ダルマイヤー〉ハム・ソーセージ オーダーカット全品10％OFF地下１階 食料品では 3月31日（金）→4月2日（日）「午後３時から市」 31日（金）限り

■3階 婦人肌着

トリンプ製品お買上げ税込
5,400円以上の先着30名様
にオリジナル「ランドリーネッ
ト」をプレゼント。

［ トリンプ ］

■3階 キャリアワールド

税込21,600円以上お買上
げの先着20名様に「オリジ
ナルノベルティ」をプレゼント。

［ ダブルスタンダード
クロージング ］

■4階 婦人服
大きなサイズのユアサイズ

税込32,400円以上お買上
げのお客様に「ポーチ」をプレ
ゼント。
※なくなり次第終了いたします。

■7階 バス・トイレタリー

期間中、午後３時以降にお
買上げのお客様にもれなくブ
ランドポイントカードの「トリプ
ルスタンプ」サービス。

［ 天衣無縫 ］
■7階 バス・トイレタリー

期間中、午後３時以降にお
買上げのお客様にもれなく
ブランドポイントカードの「ダブ
ルスタンプ」サービス。

［ 生活の木 ］

プレゼント情報

※品数に限りがございますので売切れの節はご容赦ください。
※その他各種優待との併用はできません。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※お買上げプレゼントは数に限りがございます。
　なくなり次第終了とさせていただきます。
※対象商品やプレゼントの詳細については売場係員におたずねください。

特別ご優待情報特別ご優待情報

■1階 婦人アクセサリー

本状をお持ちのうえ、お買上げのお客様
先着10名様に「ジュエリー用クロス」を
プレゼント。

［ ヴァンドーム青山 ］

■1階 婦人靴

本状をお持ちのお客様に、〈プレミアム
靴磨き〉を通常の靴磨き料金で承りま
す。

［ ミスターミニット ］
■1階 化粧品

本状をお持ちのうえ、スキンケア製品
を含め税込5,000円以上お買上げ
のお客様にもれなく「バスミルク
（1包）」をプレゼント。

［ ディアマユコ ］

■1階 婦人アクセサリー

本状をお持ちのうえ、お買上げのお客様
先着10名様に「今治タオルハンカチ」
をプレゼント。

［ ヴァンドームブティック ］ ■1階 化粧品

本状をお持ちの先着30名様にカウン
セリングを受けていただいたうえで、
「フューチャーソリューション LX コンセ
ントレイティッド バランシングソフナー
（保湿液）」のサンプルをプレゼント。

［ 資生堂 ］

■1階 化粧品

本状をお持ちのうえ、お出かけ前の
メイクアップアドバイスをお受けいただ
いた先着30名様に「リップグロス
（ミニサイズ）」をプレゼント。
※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

［ ボビイ ブラウン ］

■1階 化粧品

本状をお持ちの先着10名様に
「フローレス グロウ ソリッド ファンデー
ション」のサンプルをプレゼント。

［ キッカ ］

■1階 化粧品

本状をお持ちのうえ、税込9,720円
以上お買上げの先着10名様に
「フェイシャル トリートメント マスク（1袋）」
をプレゼント。

［ SK-Ⅱ ］

プレタポルテ・
デザイナーズワールド

[デュアルヴュー][エリザ]
[ピエール・カルダン][ピッコーネ]
[ラピーヌ ブランシュ]
[サマンドール][ポールカ]
[ミラ・ショーン][モンタギュ]　

婦人服

本状をお持ちのうえ
税込32,400円以上（特価商品
を除く）お買上げのお客様

4階
メンズカジュアル

[ラグラックス]
[ロンナー]
[エミネント]

紳士服

上記の対象ブランドにて
スーツ、ジャケット、スラックスを
２点以上お買上げのお客様

6階
10％優待10％優待

地下１階 和洋菓子では、
「桜スウィーツ」を多数ご用意しております。

商品の一例
［黒船］桜どら焼き（１個）
 270円
桜葉入りの桜餡と柔らか
な求肥をもちもち生地で
包み込んだ香り豊かな
どら焼きです。

お土産を買って
おうちへ帰ろう

※一部除外品がございます。　※お買上げの本体価格から割引となります。

3月31日（金）↘4月2日（日） 日本橋髙島屋 各階

ちょっとうれしい。お得が
いっぱい!



［ ＢＡＲＡＫＡ ］
デモンストレーション

3階

■3階 シーズンスタイルラボ
■3月31日（金） 午後4時～
死海から採取した自然精
製のデットシーソルトを
使った商品や、通常ショッ
プでのお取り扱いのない
ロータススキンケアシリー
ズをご紹介。デモンスト
レーションを行います。

試す、学ぶ、触れるコトで、自分を磨く。
好奇心を満たしてくれる、楽しいイベントを各フロアからお届けします。

［ ワコール ］
シンデレラフィッティング

3階

■3階 婦人肌着
■3月31日（金）↘4月2日（日）
ワコールフィッティングルームを華やかに飾り付
け、いつもとは違った雰囲気の中でご試着、採寸
をご体験い
ただけます。
先着にてプ
レゼントも。

3月31日　 ↘4月2日　　金 日

プレミアム
フライデー
3日間限定
メニュー

スペシャル ベネルディ
コース… 4,725円

イタリア料理
アルポルトカフェ〈 〉インポートストッキング

お試し得々パック（3足入）
…3,240円〈３セット限り〉
■4階 婦人靴下

Ｂ.ｄ.Ｏ
限定お楽しみパック
…5,400円〈5点限り〉
■7階 バス・トイレタリー

お買得
パック

プレミアム
 　フライデー　限りのプレゼント3 31（金）

■1階 ハンドバッグ

午後３時以降に税込54,000円
以上お買上げの先着5名様に
粗品をさしあげます。

［ ゲラルディーニ ］
■1階 ハンドバッグ

午後３時以降にお買上げのお客様にも
れなく日本橋髙島屋内でご利用いただけ
る「喫茶券」をプレゼント。

［ キプリス ］

■1階 ハンドバッグ

午後３時以降にお買上げのお客様にもれ
なく「オリジナルポーチ」または「オリジナル
パスケース」をプレゼント。

［ アンジュール アン  サック ］
■1階 ハンドバッグ

午後３時以降に税込32,400円
以上お買上げの先着5名様に
「オリジナルキーリング」をプレゼント。

［ プリニオ・ヴィソナ ］ ※１人前の内容：前菜・パスタ
（全14品からお選びいただ
けます）・メイン（本日の魚料
理）・デザート・パン・コーヒー
または紅茶

３時から

■地下2階 イタリア料理
　　　　　アルポルトカフェ

［ エンハーブ ］
アロマスプレー作り

7階

■7階 バス・トイレタリー
■3月31日（金）  午後3時～5時

［ ラポール ］ アートフラワー
アレンジメントレッスン

7階

■7階 インテリアアクセサリー
■4月1日（土）  午前11時～

キレイを引き立てる
メークアップアドバイス

1階

■1階 コスメティックカウンター
■3月31日（金）↘4月2日（日）
本状をお持ちのお客様にメークアップアドバイスを
いたします。
ブランドの枠を越えてさまざまなメークアップ製品の
なかからお客様のご希望に合わせたアイテムを選
びポイントメークサービスを行います。
※混雑時はお待ちいただく場合がございますので
予めご了承ください。

［ ブラックペイント  ］
春から始める紫外線対策

～ナチュラル・オーガニックによるUVケア体験～

7階

■7階 バス・トイレタリー
■3月31日（金）
 ↘4月2日（日） 
　 各日午後3時～
ご体験いただいたお客様
に「ブラックペイント石鹸
（20g）」をプレゼント。

［ バーミキュラ］ 
ライスポット実演販売

7階

■7階 台所日用品 
■3月31日（金）↘4月2日（日） 
　各日午前11時～午後6時
国産鋳物ホーロー
鍋バーミキュラから
発売され、話題の
「ライスポット」の実
演販売を行います。 

［ サウダージティー ］
緑茶・和紅茶の試飲イベント

7階

■7階 和洋食器 
■3月31日（金）  午後3時・5時
　4月1日（土） ・2日（日） 各日午後1時・3時・5時
産地・製法にこだわった
緑茶の飲み比べや、人
気の和紅茶をご試飲い
ただけるイベントを開催
いたします。 

［ ハウスオブローゼ ］
 ボディスムーザーご体験会

7階

■7階 バス・トイレタリー
■3月31日（金）↘4月2日（日） 各日午後3時～

エッセンシャルオイルを使ったアロマスプレー作り
にご参加いただけます。
・1,620円（税込・材料費込）

※ご予約優先となります。詳しくは（03）3211-4111
（内線5744）7階バス・トイレタリーまでおたずね
ください。

・5,400円
 （税込・材料費込）
・定員４名（先着順）
※詳しくは【ラポール】
（内線5647）まで
おたずねください。

ご体験いただいたお客様
に「ボディスムーザーミニ
サイズ」をプレゼント。ま
た、次回ご来店時にご利
用いただけるフェイシャル
ケアチケットをさしあげます。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。
※価格表示のない小物等はコーディネート用です。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。


