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●土田穣原画販画展 
■3月15日（水）528日（火） ■A.P.J.
3月25日（土）お買上げのお客様を対象にサイン会を開催いたします。
●［ル・クルーゼ］シニア野菜ソムリエによるデモンストレーション 
■3月18日（土）午後2時 ■台所日用品
ヘルシーなお花見レシピをご紹介します。
●［埼玉 橋本籐工芸 （籐製品）］ 
■3月15日（水）521日（火）※最終日は午後5時閉場。 ■台所日用品
籐製のカゴやイスなどのインテリア小物を製作実演。
●［埼玉 錫光（錫細工）］ 
■3月22日（水）5２８日（火）※最終日は午後５時閉場。
■台所日用品
職人が手作りする錫細工小物の製作実演。
●［バイタミックス］実演販売 
■3月16日（木）520日（月・祝）午前11時～午後6時 ■台所日用品
バイタミックスを使ったスムージーをご紹介します。
●［ラッセルホブス］実演販売 
■3月24日（金）526日（日）午前11時～午後6時 ■台所日用品
ラッセルホブスのトースターの実演販売を開催。
●ブラックペイント「春の限定セット」販売
■3月15日（水）528日（火） ■バス・トイレタリー［ブラックペイント］
「春の限定セット」（ベストウォーター100㎖、美容オイル、シートパック
のセット 7,020円と5,184円の2種〈計20点限り〉）を販売。
●［生活の木］マヌカハニー試食会
■3月18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）各日午後1時～4時
■バス・トイレタリー［生活の木］
話題の蜂蜜「マヌカハニー」の試食会を開催。
●［ハウスオブローゼ］新商品ロゼジュールシリーズお試し会
■3月18日（土）528日（火） ■バス・トイレタリー［ハウスオブローゼ］
新商品ロゼジュールシリーズお試し会を開催。
●AiR 体感フェア 体圧測定会 
■3月17日（金）5２０日（月・祝） ■寝具
AiR 体感フェア 体圧測定会を開催。専用の機械を使用し、寝姿で
の体圧を測定、からだにあったマットレスをお選びいただけます。
●［東京西川］「fine smooth」枕フェア
■開催中53月28日（火） ■寝具
首の形状を計測し、高さの合った枕をご提案いたします。
●春のきものウイークス 
■3月15日（水）5４月4日（火） ■呉服サロン
お出かけやセレモニーの機会が増える春におすすめの新作きもの、
帯、和装雑貨を豊富に取り揃えた〈きものウイークス〉を開催。
フォーマル、カジュアルのコーディネートのご相談も承ります。
●［伊と忠］お好み鼻緒すげ実演
■3月22日（水）526日（日） ■和雑貨
お好みの台と鼻緒を選んでいただき、その場でお挿げいたします。
●［山田松香木店］匂い袋作り体験
■3月24日（金）・25日（土）各日午前11時・午後2時 
■和雑貨〈香の調べ〉
お好みの香りの「匂い袋作り」にご参加いただけます。各回先着8名様
■参加費（お一人様）2,160円
※事前ご予約制※詳しくは売場係員におたずねください。

春一番！花あるニュースを全館から。
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春の日本橋髙島屋は、
期間限定のフェアやイベント、お買上げプレゼントなどをご用意しています。

日本橋髙島屋 各階

プレゼント 

1階正面ホールのご案内

●［レヴ・ガラージュ］
■3月15日（水）521日（火）■婦人洋品
期間中、税込10,000円以上
お買上げのお客様、先着5０名様に
オリジナル粗品をさしあげます。
［レヴ・ガラージュ］ストール（毛100％）
各9,720円 ■婦人洋品
●［キッカ］
■3月15日（水）■化粧品
先着15名様に、カウンセリングのうえ、
ラヴィッシンググロウ パウダーファンデーションの
サンプルをプレゼント。
●［アクセーヌ］
■3月15日（水） ■化粧品
先着20名様に、カウンセリングのうえ、お肌に合わせたサンプルをプレゼント。
●［ボビイ ブラウン］
■3月15日（水） ■化粧品
税込10,800円以上お買上げのお客様、先着30名様にスモーキー 
アイマスカラ（ブラック/ハーフサイズ〈3㎖〉）をプレゼント。
●［ディアマユコ］
■3月15日（水） ■化粧品
税込5,000円以上お買上げのお客様、先着25名様にバスミルク
（1包）をプレゼント。
●［日比谷花壇］
■3月15日（水）530日（木） ■日比谷花壇 
税込2,160円以上の花束を、前日までにご予約いただいたお客様
には、10％分の金額の花を増量いたします。
ご予約期間：3月30日（木）まで
お渡し期間：3月31日（金）まで
●［ローズギャラリー］
■3月15日（水）528日（火） ■ローズギャラリー
税込1,080円以上お買上げのお客様、先着30名様に、ポプリを
プレゼント。

［ターラ・ブランカ］
ストール（毛80％・絹20％）
29,160円 ■婦人洋品

●［匠大塚］フェア
■3月15日（水）
521日（火）
■正面イベントスペース
ファッションブランド
［ディーゼル］が手がける
チェアなどをご紹介
いたします。
［ディーゼル］
アームチェア
（幅97×奥行95×
高さ115〈座面高さ40〉㎝）
423,360円

●［レヴ・ガラージュ］
デザイナー来店
■3月18日（土）午後1時～4時 
■婦人洋品
デザイナー、田口輝与美氏が
来店し、今春のトレンドのご紹
介と、お客様にお似合いの1点
を選ぶお手伝いをいたします。
●［ターラ・ブランカ］
手刺しゅう職人来店
■3月15日（水）・16日（木）・21日（火）
午前11時～午後6時
■婦人洋品
ストールに施すインドの伝統
的な手刺しゅうを実演。ご希
望により、お買上げのストール
に、お客様のイニシャルを刺
しゅういたします。
※一部ご希望にそえない場合がございます。
また、都合により不在の場合がございます。

※粗品・お買上げプレゼント・ノベルティは準備数量に限りがございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※粗品・お買上げプレゼント・ノベルティは準備数量に限りがございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

●［ツオップ］限定販売
■3月15日（水）午後3時から
■特設会場
1月より第1・第3水曜日に限定で
登場の［ツオップ］。行列ができる
松戸の人気ブーランジェリーです。
ヨーグルトライ、塩バターベーグル
ほか、人気のパンをそろえました。
※売切れ次第終了となります。
●お花見弁当 ご予約承り・即売
■3月18日（土）54月4日（火） ■惣菜
お花見シーズンにおすすめの品を取り揃えました。
※詳しくは売場係員におたずねください。

●［Sumiko Honda］
オーダーカーテンコーディネートご相談会
■3月18日（土）午後1時～4時
デザイナー、本田純子氏がご相談を承ります。
〈先着3名様限り、お一人様約40分〉
※ご予約を承ります。
詳しくは8階カーテン売場までおたずねください。

プレゼント 
●［川島織物セルコン］オーダーカーテンフェア
■3月15日（水）521日（火） ■カーテン
［川島織物セルコン］オーダーカーテンを税込108,000円以上
お買上げのお客様に共生地のクッションカバーを1枚プレゼント。

［伊と忠］
八重重ね草履
49,680円
■和雑貨

［オシアナス］
紳士腕時計
（GPSハイブリット
電波ソーラー、
チタンケース＆ブレス、
セラミックベゼル、
10気圧防水、
ケース径46.1㎜）

280,800円

［ツオップ］
ヨーグルトライ（中）378円ほか

※午後3時からの販売となります。

●［ポアレ］フェア
■3月15日（水）521日（火）※最終日は午後7時閉場。
■タカシマヤ ウオッチメゾン２階
時計商品をお買上げのお客様に粗品をさしあげます。
［ポアレ］婦人腕時計
（SSケース、クオーツ、3気圧防水、ケース径31㎜）

308,880円
●［ティソ］
フレッシャーズフェア
■開催中5３月28日（火）
※最終日は午後7時閉場。
■タカシマヤ ウオッチメゾン1階
時計商品をお買上げの
お客様に粗品をさしあげます。
※数に限りがございます。

●［CASIO］
フレッシャーズフェア
■開催中5３月21日（火）
※最終日は午後7時閉場。
■タカシマヤ ウオッチメゾン1階
時計商品をお買上げの
お客様に粗品をさしあげます。

■3月15日（水）521日（火） 草月流家元 勅使河原茜によるいけばなインスタレーション 
■3月22日（水）528日（火） 華道家元四十五世 池坊専永によるいけばなインスタレーション 
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食料品は1%53% ※タカシマヤのカードにつきましては、特価品、生鮮食料品、レストランは１％。※一部対象外となる店舗、売場、商品がございます。
※「タカシマヤのカード」「dポイント」「Pontaポイント」の併用はできません。※各ポイントは、レシート総額ではなく、お買上げ１商品100円（税抜）ごとに付与します。
※ｄポイントのキャンペーンポイント進呈には、３月3１日（金）までに、お客様ご自身で利用者の登録をしていただく必要があります。※ＤＣＭＸ（ｄポイントカード機能なしのクレジットカード）単独利用は対象外。
※「モバイルｄポイントカード」は髙島屋各店ではご利用いただけません。※スマホアプリ「Ｐｏｎｔａカード（公式）」のデジタル会員証は髙島屋各店ではご利用いただけません。
※ｄポイントおよびPontaポイントは、お買上げレシートには通常ポイント（１％）のみ即時反映し、キャンペーン特典のプラス分は５月末（予定）に進呈されます。
※ｄポイントは、新生活キャンペーン（2月15日53月31日）で進呈される３％と本キャンペーンで進呈される２％の合計で５％になります。

1%　8%　
タカシマヤカード《ゴールド》 タカシマヤカード

2%　●タカシマヤセゾンカード●タカシマヤポイントカード

全館　 ポイントウイーク春
の
カードいろいろ
ポイントアップ
キャンペーン期間中、カードのご利用による
お買上げで、記載のポイントを進呈します。

1
dポイント Pontaポイント

3.15◯　21◯
タカシマヤ各階

タカシ ヤセゾ カ ド タカ

8

2ポ
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●［モンタギュ］
■3月15日（水）528日（火） ■デザイナーズワールド
税込32,400円以上お買上げのお客様、先着10名様に粗品をさしあげます。
●［婦人靴下］
■3月15日（水）528日（火） ■婦人靴下
税込3,000円以上お買上げのお客様、先着10名様に粗品をさしあげます。
●［カラーフォーマル］
■3月15日（水）528日（火） ■カラーフォーマルサロン
税込30,000円以上お買上げのお客様、先着50名様に粗品をさしあげます。
●［ブラックフォーマル］
■3月15日（水）528日（火） ■ブラックフォーマルサロン
税込30,000円以上お買上げのお客様、先着50名様に粗品をさしあげます。
●［ヒロコビスグランデ］
■3月18日（土）午後0時30分～2時30分 ■大きなサイズのユアサイズ
ブランドコーディネーターによる着こなしのコンサルティングを開催。
●［ヒロコビスグランデ］
■3月7日（火）520日（月・祝） ■大きなサイズのユアサイズ
［プリモーディアル］カスタマイズオーダー承り。定番のモノトーンのほかに
多彩なカラーバリエーションから色をお選びいただけます。ご注文いただ
いたお客様にオリジナルバッグをプレゼント。

プレゼント 

イベント 

イベント 

●［ピエール・カルダン］ 
■3月25日（土）午後3時～4時 ■メンズプレタ
商品企画担当者が春夏の新作のご紹介と着こなしの
コンサルティングを開催。
●［イージーメード］
■3月18日（土）午後1時～5時 ■イージーメード
デザイナー、村岡勝重氏によるスタイルコンサルティングを開催。
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プレゼント 

イベント 

●［マウリツィオ バルダサーリ］
■3月18日（土）午後２時～4時 ■メンズカジュアル
商品企画担当者が着こなしのコンサルティングを開催。
●専門スタッフによるシューケアアドバイス会
■3月18日（土）・19日（日）各日正午～午後5時 ■紳士靴
●［アシックス］ 
■3月18日（土）・19日（日）各日正午～午後5時 ■紳士靴
アシックスの専門スタッフによる足形計測会を開催。
専用の機器でお客様の足形を計測し、正しい靴選びをアドバイス。
●［プレリー］ 
■3月22日（水）528日（火） ■紳士ベルト・財布・革小物
お好みの革の色、バックルの種類を自由にカスタマイズできる、ベルトの
パターンオーダー会を開催いたします。
●［ベラーゴ］バッグカラーオーダー会
■開催中53月21日（火） ■紳士鞄
お好みの色でバッグをお作りします。

〈職人 牛尾龍氏来店〉
■3月18日（土）・19日（日） 各日正午～午後６時

　　　　　　　　　　　　　　　　　■3月20日（月・祝） 正午～午後5時
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プレゼント 

●フルートミニコンサート 
■3月19日（日）午後1時・3時 ■カラーフォーマルサロン
●［マキシン］
■3月25日（土）午後1時・3時 ■婦人帽子
デザイナー岡路英里氏による帽子の被り方講座を開催いたします。

●［ヒロコビス］
■3月7日（火）520日（月・祝） ■スタンダードカジュアル
［プリモーディアル］カスタマイズオーダー承り。定番のモノトーンの
ほかに多彩なカラーバリエーションから色をお選びいただけます。
ご注文いただいたお客様にオリジナルバッグをプレゼント。
●［ヒロコビス］
■3月18日（土）午後3時～5時 ■スタンダードカジュアル
ブランドコーディネーターによる着こなしのコンサルティングを開催。
●［トゥザエンジェル］
■3月18日（土）正午から ■スタンダードカジュアル
ブランドマネジャーによる着こなしのコンサルティングを開催。
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プレゼント 
●振袖フェスティバル
■3月24日（金）527日（月） ■呉服サロン
振袖と帯をお買上げのお客様に粗品をさしあげます。
●カットクロス 
■3月15日（水）528日（火） ■和洋食器
対象のカットクロスを税込5,400円以上お買上げのお客様、先着10
名様に粗品をさしあげます。
●京都漆器のアソベ
■3月15日（水）528日（火） ■特選工芸サロン
税込5,400円以上お買上げのお客様、先着20名様に粗品をさしあげます。
●［ル・クルーゼ］
■3月8日（水）521日（火） ■台所日用品
ル・クルーゼ商品を税込21,600円以上お買上げのお客様、先着20
名様にスプーン（3本入）をプレゼント。
●［フェイラー］春の新作フェア 
■3月15日（水）528日（火） ■バス・トイレタリー
税込10,800円以上お買上げでオリジナルポーチを、税込21,600円
以上お買上げでレース付ミニクロスをプレゼント。
●［エンハーブ］ 
■開催中53月28日（火） ■バス・トイレタリー
税込8,640円以上お買上げのお客様にローズ柄マグカップをプレゼント。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
●［天衣無縫］ 
■3月11日（土）528日（火） ■バス・トイレタリー
税込16,200円以上お買上げのお客様に東北コットンフェイスタオル
をプレゼント。※なくなり次第終了とさせていただきます。

イベント 
●二階堂智子フラワーアレンジメントコレクション
■３月１５日（水）528日（火）※最終日は午後4時閉場。 ■和洋食器
作家が来場し、実演販売を開催。オーダーも承ります。
●箸無料名入れ実演＆プロ野球12球団かっとばし！！特集
■3月15日（水）521日（火）※最終日は午後4時閉場。 ■和洋食器
対象商品をお買上げいただくと無料でお名入れサービス。
●［陶房 むらもと］絵付け実演
■3月21日（火）527日（月）※最終日は午後5時閉場。 ■和洋食器
作家による絵付け実演を開催。
●グラスワークス・ツヴィーゼル名入れ実演
■３月１9日（日）午後1時～6時 ■和洋食器
対象商品をお買上げいただくと無料でお名入れサービス。
●九谷焼 大兼政花翠作陶展
■3月15日（水）528日（火） ■特選工芸サロン
3月18日（土）・19日（日）作家による絵付け実演を開催。

●［ワコールキッズ＆ジュニア］
■開催中53月31日（金） ■こども用品
フェアリーティアラ商品を含むワコールキッズ＆ジュニアの商品を税込
12,960円以上お買上げのお客様に、フェアリーティアラ オリジナル
タオルをプレゼント。
●［ハッカキッズ］
■3月8日（水）521日（火） ■こども服
税込10,800円以上お買上げのお客様に、ミニタオルをプレゼント。
●［ベベ］
■３月10日（金）520日（月・祝） ■こども服
べべメンバーズカードへのダブルポイントプレゼント。
●［ＣＳケーススタディキッズ］
■３月15日（水）528日（火） ■こども服
ＣＳキッズメンバーズカードへのダブルポイントプレゼント。
●［Ｊ.プレス］
■3月11日（土）52０日（月・祝） ■こども服
税込16,200円以上お買上げのお客様に、オリジナルクリアケースをプレゼント。

●［トッカ］
■3月17日（金）526日（日） ■こども服
税込32,400円以上お買上げのお客様に、オリジナルバッグハンガーをプレゼント。
●［メゾピアノ］
■3月15日（水）528日（火） ■こども服
税込10,800円以上お買上げのお客様に、オリジナルマグカップをプレゼント。
●［バーバリー］
■3月18日（土）520日（月・祝） ■こども服
ご来店のお客様に、先着にてオリジナル風船をプレゼント。
●［エース］
■3月15日（水）528日（火） ■旅行用品
スーツケースをお買上げのお客様、先着10名様に粗品をさしあげます。
●［楽歩堂］
■3月15日（水）528日（火） ■スポーツ用品
シューズをお買上げのお客様、先着10名様に粗品をさしあげます。

プレゼント 

●［シーズンスタイルラボ］
■3月15日（水）528日（火） ■シーズンスタイルラボ
税込10,800円以上お買上げのお客様、先着2０名様に
［BARAKA］のシーソルトをプレゼント。
●［トリーバーチ］
■3月17日（金）519日（日） ■キャリアワールド
税込43,200円以上お買上げのお客様、先着10名様に日本橋髙島屋
店内でご利用いただける喫茶券をプレゼント。
●［ラルフローレン］
■3月15日（水）528日（火） ■キャリアワールド
税込32,400円以上お買上げのお客様、先着15名様にオリジナル
キーリングをプレゼント。
●［マドモアゼルノンノン］
■3月15日（水）528日（火） ■スタンダードカジュアル
税込30,000円以上お買上げのお客様、先着50名様にオリジナル
ハンドタオルをプレゼント。
●［ニューヨーカー］
■3月17日（金）526日（日） ■スタンダードカジュアル
ＮＹクラブカードにご入会いただくとＷポイントプレゼント。
●［ミッシェルクラン］
■3月15日（水）528日（火） ■スタンダードカジュアル
対象商品をお買上げのお客様は、「ミッシェルクランポイントカード」の
ポイントが5倍になります。
●［エヴェックス･バイ・クリツィア］
■3月15日（水）531日（金） ■スタンダードカジュアル
税込32,400円以上お買上げのお客様、先着20名様にオリジナル
ナップサックをプレゼント。
●［トゥザエンジェル］
■3月15日（水）528日（火） ■スタンダードカジュアル
税込15,000円以上お買上げのお客様、先着20名様に粗品をさしあげます。
●［トリンプ］
■3月15日（水）528日（火） ■婦人肌着
税込27,000円以上お買上げのお客様、先着10名様に
「john masters organicsヘア&トライアルキット」をプレゼント。
●［ワコール］
■3月15日（水）528日（火） ■婦人肌着
税込21,600円以上お買上げの
お客様、先着30名様に
ランジェリーウオッシュをプレゼント。

●［グレースソフィア］ 
■３月18日（土）520日（月・祝）
各日午前11時～午後1時・午後2時～5時 ■玩具
この時期だけの限定花パーツを使ったブレスレット作り。
※材料費：1粒162円から（お子様用：約10～15粒使用）
※詳しくは玩具までおたずねください。
●［グレースソフィア］ 
■３月２５日（土）・26日（日）各日午前11時～午後1時・午後2時～5時 ■玩具
簡単なキットを使ったブレスレット作り。
※材料費：1粒162円から（お子様用：約10～15粒使用）
※詳しくは玩具までおたずねください。
●［五月人形］ 
■３月19日（日）午後1時・3時 ■イベントスペース
人形作家 幸一光氏による五月人形制作実演
●［五月人形］ 
■３月25日（土）午後1時・3時 ■イベントスペース
江戸甲冑師 加藤鞆美氏による五月人形制作実演
●［五月人形］ 
■３月26日（日）午後1時・3時 ■イベントスペース
京甲冑師 平安武久氏による五月人形制作実演

イベント 
●［フィラージュ］
■3月18日（土） ■キャリアワールド
お買上げのお客様に、ソフトドリンクを店頭にてサービスいたします。
●［セオリー］
■3月18日（土）午後２時～５時 ■キャリアワールド
お買上げのお客様に、ソフトドリンクを店頭にてサービスいたします。

●［セオリー］
■3月19日（日）午後２時～５時
■キャリアワールド
セオリーのスタイリング担当者による
コンサルティングを開催。この春の
トレンドスタイリングを、お客様に合わせ
てご提案いたします。
●［デ・プレ］
■3月18日（土）・19日（日） 
■キャリアワールド
お買上げのお客様に、ソフトドリンクを
店頭にてサービスいたします。

●［ランバンコレクション］ 
■3月15日（水）528日（火） ■メンズプレタ
髙島屋限定販売のニットジャケットを税込62,640円お買上げの
お客様、先着5名様に粗品をさしあげます。
●［ミラ・ショーン］ 
■3月15日（水）528日（火） ■メンズプレタ
髙島屋限定販売の米沢シルクジャケット（税込172,800円）をお買
上げのお客様、先着5名様に粗品をさしあげます。
●［ゴールドショップ］春のお彼岸 おりん販売会
■開催中5３月21日（火） ■ゴールドショップ
税込108,000円以上お買上げのお客様に「純金カレンダー」をプレゼント。
●［ギャラクシーダイヤモンド］1周年記念フェア
■3月1５日（水）528日（火） ■ジュエリーサロン
税込10万円以上お買上げのお客様に粗品をさしあげます。
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