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2016年11月 

2017 年 髙島屋の福袋 
 

 

髙島屋各店では、来る 1月 2日(月)より初商を行い、その目玉企画として福袋を販売致します。福袋企画につきましては、

日頃のご愛顧に対するお客様への感謝と、新年のご挨拶の気持ちを込めて髙島屋従業員一同が総力を上げて取り組んで

おります。本年も「夢袋」という名称にふさわしくお客様の「夢」を叶える、「夢」のようなワクワクする体験ができる・・・をテーマ

に、お子様から大人まで皆様にもきっとご満足頂ける企画内容となっております。 

 

 

①東京を楽しく「学ぶ」ツアー   「江戸さんぽ」夢袋 

1組 2名様のお申込で 1名様 税込180,000円（10組 20名様・抽選販売） 
 

【内容】 
◆伝統ある高級ホテルにてご宿泊 

◆講談師による日本橋近辺の老舗巡りと町並みの散策 

◆日本橋髙島屋で落語家古今亭文菊による高座を聞き、江戸の歴史を楽しく学ぶ 

◆夕食は東京湾の夜景をお楽しみいただける風情ある屋形船 

◆講談師とともに歩く築地（場外市場での自由散策付） 

◆ホテルではＶＩＰからも賞賛されるディナーや名物パンケーキを堪能 

 

●福袋に含まれるもの： 

 ・宿泊費（２泊分 大人2名様1室利用） 

 ・行程期間中の食事代：５回（３日目の築地での昼食は個人負担） 

 ・行程期間中の移動費 ・各種体験費用、観光費用 

  ※集合・解散場所は東京駅周辺を予定しております。                          古今亭文菊 

集合前・解散後の交通費は各自で負担となります。 

 

●実施時期：2017年3月下旬（2泊3日） 

●行程： 

・１日目 集合、日本橋のまち歩きと老舗巡り、貸切屋形船による夕食 

・２日目 重要文化財日本橋髙島屋の館内巡り、 

       落語家 古今亭文菊による高座、都内周辺まち歩き 

・３日目 築地まち歩きと場外市場散策、解散    ※内容は変更になる場合があります。 

●夢袋企画：（株）髙島屋 

●旅行取扱：（株）ＪＴＢコーポレートセールス 

 

 

【応募方法】 
◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火）                             ※写真はイメージです 

◆受付場所： 

髙島屋全国17店舗、いよてつ髙島屋、フードメゾン新横浜店、 スタイルメゾン海老名店  初商福袋特設コーナー 

※JR名古屋タカシマヤ、フードメゾンおおたかの森店は除く。 

 

受付期間終了後、ご応募いただいたお客様の中から抽選のうえ、ご当選者様には担当者より直接ご連絡いたします。 

当選されたお客様には、あらためて旅行会社より詳しい旅行条件を記載した書面にもとづき、必要事項をご説明させて 

いただきますので、事前にご確認のうえ、旅行の申込みをしていただきます。 



 - 2 - 

②鼎泰豐日本出店 20周年記念企画 

「総調理長解説付き全８品特別コース（小籠包チケットのお土産付）」夢袋 

1組 2名様 税込 2,017円（関東 12組 24名・関西 12組 24名・抽選販売） 
 

【内容】 
「世界の１０大レストラン」にも選ばれた鼎泰豐日本出店２０周年を記念して銀座店・なんば店にて、日本１７店舗総調理長 

栗原氏の解説を受けながらお食事をする福袋です。料理は、小籠包など、総調理長おすすめ商品にて構成いたします。 

お土産に、小籠包チケットを進呈いたします。〈1組様 ４コ入り小籠包（６０５円） 年内 ２０蒸篭まで〉 

※お飲み物は別途お客様のご負担とさせていただきます。 

●実施時期： 関東 ２０１７年3月／銀 座 店 １２組２４名様  関西 ２０１７年3月／なんば店 １２組２４名様 
 

【応募方法】 
◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火） 

◆受付場所：髙島屋全国17店舗、フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  

初商福袋特設コーナー 

   ※JR名古屋タカシマヤ、いよてつ髙島屋、フードメゾンおおたかの森店は除く。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ＳＡＭが総合プロデュース！  

「アクティブシニアダンスチーム結成」夢袋 

税込 108,000 円（50歳以上の健康な男女・15名様・抽選販売） 
 

【内容】 
SAMが総合プロデュースする「アクティブダンスチーム」を結成。本人による選曲･振付のもと、4月以降計８回レッスンを行い、

イベントにて(詳細未定)パフォーマンスを披露。SAM本人も練習２回、本番パフォーマンスに参加します。 

練習風景から本番パフォーマンスまで、メイキングシーンをDVDにして参加者にプレゼントいたします。 

※現地までの交通費はお客様のご負担となります。 

【応募方法】 

◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火） 

◆受付場所： 

髙島屋関東9店舗［日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、 

大宮店、柏店、高崎店］、フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  

初商福袋特設コーナー   ※フードメゾンおおたかの森店は除く。 
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④目指せ未来のトップ選手！  

「日本ユニシス実業団 バドミントンクリニック」夢袋 

税込 20,170円（小学生のバトミントンチーム 1チーム・抽選販売） 
※チーム単位でのお申込みとなります。 

※学年不問。 ※練習に参加できる人数は30名様までとなります。 

【内容】 

●日本ユニシス実業団の現役選手によるバドミントンクリニック 

 実施時期：３月中旬から４月下旬を予定  

練習時間：約２時間  場所：東京都江東区近辺 

●選手との交流タイム 

 質問、記念撮影、サイン会などを予定(約３０分) 

 

※いずれも予定です。一部内容が変更になる場合がございます。 

※練習への参加選手は未定です。 

※現地までの交通費はお客様のご負担となります。 

※このクリニックは、夢袋のため特別に企画されたものになります。 

 

〈日本ユニシス実業団バドミントン部〉  

１９８９年 創部 

２０１３年「全日本実業団選手権大会」で男女同時優勝 

２０１５年 女子チーム「全日本実業団選手権大会」で３連覇達成 

２０１６年 男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルス、 

      女子シングルス日本代表を五輪に輩出 

 

【応募方法】 
◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火）                        ※写真はイメージです 

◆受付場所：髙島屋関東9店舗［日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、大宮店、柏店、高崎店］、 

         フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  初商福袋特設コーナー 

※フードメゾンおおたかの森店は除く。 

 

⑤東京オペラシティ コンサートホール 開館 20周年記念企画 

「パイプオルガン演奏体験」夢袋 
税込 600,000円（オルガン演奏経験のある方・1名様・抽選販売） 

 

【内容】 
国内屈指の設備を誇る東京オペラシティ コンサートホールを貸切り、パイプオルガンの演奏が体験できます。 

海外でも活躍するオルガニスト鈴木優人氏によるプロデュースのもと、鈴木優人氏によるレッスンと実演奏など、夢の体験を

実現いたします。 

※実施は 2017年4月以降、平日の３時間、参加者と鈴木優人 

氏とのスケジュールを調整いたします。 

※現地までの交通費はお客様のご負担となります。 

 

 

【応募方法】  

                                              鈴木優人氏      東京オペラシティ コンサートホール 

◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火）  

◆受付場所：髙島屋関東9店舗［日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、大宮店、柏店、高崎店］、 

         フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  初商福袋特設コーナー 

※フードメゾンおおたかの森店は除く。 

 （C）Marco Borggreve 
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⑥農ある暮らしシリーズ  

「農のある暮らしのための小さな家」夢袋 

税込20,170,000 円（1名様・抽選販売） 
 

 

 

農業生産法人 誠農社を主宰する（株）フジハウ

ジングと、自ら農業を軸としたライフスタイルを実

践する個性豊かな建築家が出会い提案する、「農

業」をテーマとしたエコハウス「農ある暮らしシリー

ズ」。田園広がる東京近郊の埼玉県加須市に住

宅を建て、本格的な家庭菜園を楽しむことが出来

る夢袋です。 

 

 

 

【内容】 
住宅契約はご当選者様と不動産販売会社（（株）

フジハウジング）との直接契約となります。 

 

未来に向け「田園型社会」を目指し、自らも埼玉県羽生市で農場「雨読晴耕村舎」を運営しながら一級建築事務所を経営する

建築家・後藤雅浩氏が、自身の阪神大震災の経験をもとに、東京近郊の立地で地元・自宅でモノを循環させる都市近郊型田

園農業をイメージした土間付きの住まいをフリープランで設計します。 

耐震性に優れた住宅に、万一の時には自給自足できるスペースの家庭菜園が付いたプランです。付属する農事クーポンを

使えば、誠農社が運営する田んぼでの稲作体験やイチジクの収穫など本格的な農業体験も可能です。 

 

 

●モデルプラン：建物延床面積／ 104. 33㎡（31. 5坪）、構造・階数／木造2階建 

 ※屋外給水工事／申請費／外構・造園工事は別途費用がかかります。 

●住宅建設地：加須市野中土地区画整理事業施行区域内／ 

 土地面積421.00㎡（127.35坪、土地購入代が別途かかります。） 

●一級建築士 後藤雅浩氏が設計を監修いたします。 

●耐震強度に優れた「パナソニック耐震工法 テクノストラクチャー」にて建設いたします。 

●建物は（株）フジハウジングが指定するモデルプランの範囲内の仕様においてフリープランで 建設いたします。 

指定を超える仕様につきましては別途料金が発生します。 

●農業生産法人 誠農社のイベントで使用できる農事クーポン（200万円分）をお付けいたします。 

 

 

【応募方法】 
◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火） 

◆受付場所：髙島屋関東9店舗［日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、大宮店、柏店、高崎店］、 

         フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  初商福袋特設コーナー 

※フードメゾンおおたかの森店は除く。 

 

 

専用応募用紙に必要事項をご記入のうえ、設置の応募ボックスにご投函ください。 

受付期間終了後、ご応募いただいたお客様の中から抽選のうえ、ご当選者様には担当者より直接ご連絡いたします。 

当選されたお客様には、別途詳細をご案内いたします。 
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⑦農ある暮らしシリーズ  

「旧暦で暮らす住宅」夢袋 

税込20,170,000 円（1名様・抽選販売） 
 

 

農業生産法人 誠農社を主宰する（株）フジハウジングと、自ら農業を軸としたライフスタイルを実践する個性豊かな建築家が

出会い提案する、「農業」をテーマとしたエコハウス「農ある暮らしシリーズ」。田園広がる東京近郊の埼玉県加須市に住宅を

建て、本格的な家庭菜園を楽しむことが出来る夢袋です。 

 

【内容】 
住宅契約はご当選者様と不動産販売会社（（株）フジハウジング）との直接契約となります。 

誠農社が運営する田畑・古民家が隣接する地所に、自ら「旧暦カレンダー」を企画制作する建築家・松村賢治氏が、 

旧暦に流れる自然のリズムを日常で体感し、旬の実りを美味しく食べるライフスタイルをイメージした、囲炉裏 

付の住まいをフリープランで設計します。自宅で楽しむ家庭菜園のほか、付属する農事クーポンを使えば、 

誠農社が運営する田んぼでの稲作体験やイチジクの収穫など本格的な農業体験も可能です。 

 

●モデルプラン：建物延床面積／ 69. 88㎡（21.18坪）、構造・階数／木造2階建 

 ※屋外給水工事／申請費／外構・造園工事は別途費用が掛かります。 

●住宅建設地：埼玉県加須市油井ヶ島／土地面積513. 99㎡（155. 48坪、路地状面積 

 160.79㎡含む、土地は建物譲渡特約付定期借地契約：期間30年・地代10万円／年） 

●一級建築士 松村賢治氏が設計を監修いたします。 

●建物の建材は環境にやさしい低乾燥杉を使用し、強度に優れたKES構法にて建設いたします。 

●建物は（株）フジハウジングが指定するモデルプランの範囲内の仕様においてフリープランで 

 建設いたします。指定を超える仕様につきましては別途料金が発生します。 

●農業生産法人 誠農社のイベントで使用できる農事クーポン（200万円分）をお付けいたします。 

 

【応募方法】 
専用応募用紙に必要事項をご記入のうえ、設置の応募ボックスにご投函ください。 

受付期間終了後、ご応募いただいたお客様の中から抽選のうえ、ご当選者様には担当者より直接ご連絡いたします。 

当選されたお客様には、別途詳細をご案内いたします。 

◆受付期間：2017年1月2日（月・祝）・3日（火） 

◆受付場所：髙島屋関東9店舗［日本橋店、新宿店、玉川店、立川店、横浜店、港南台店、大宮店、柏店、高崎店］、 

         フードメゾン新横浜店、スタイルメゾン海老名店  初商福袋特設コーナー 

        ※フードメゾンおおたかの森店は除く。 

 

専用応募用紙に必要事項をご記入のうえ、設置の応募ボックスにご投函ください。 

受付期間終了後、ご応募いただいたお客様の中から抽選のうえ、ご当選者様には担当者より直接ご連絡いたします。 

当選されたお客様には、別途詳細をご案内いたします。 
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⑧お米を自分の手で収穫しよう！ 

「マイ米 稲作体験」夢袋   

税込 20,170円（50名様 グループ参加可・抽選販売） 
 

田植え（2013年5月）                稲刈り（2013年10月）               稲刈り（2013年10月） 

 

■企画概要：こだわりのお米を自分の手で植えて、収穫出来る福袋です。 

 

■実施内容：埼玉県加須市の田んぼのオーナになり、「米・食味分析鑑定コンクール」にて 

平成１６年から５年連続金賞を受賞した米作り名人古川勝幸さんの指導のもと、 

農薬の代わりに漢方生薬を使う漢方農法で、お米を植えて収穫できる稲作体験 

の福袋です。収穫したお米は規定の収穫量をご自宅にお届けいたします。 

 

・田んぼの契約面積：１アール（１０ｍ×１０ｍ）面積相当持分 

・契約期間：田植え（2017年5月下旬頃）から収穫（2017年10月上旬頃）まで 

※天候の影響で日程の変更有 

・お米の品種：漢方農法によるコシヒカリ                      米作り名人 古川勝幸氏 

・現地での田植え体験（１回）・草刈り体験（1回）・稲刈り体験（１回）および田んぼ見学（随時） 

・最低収穫量は玄米で25㎏を保障 

・収穫したお米をオリジナル日本酒（720ml×6本）にしてお届けします。 

 

■販  売：農業生産法人 ㈱誠農社 

※水田所在地：埼玉県加須市油井ヶ島２０９－１ 

※一部内容が変更になる場合がございます。 

※ご契約はお客様と農業生産法人 誠農社との直接契約になります。 

 

■受付期間：２０１７年１月２日（月・祝）・３日（火） 

 

■受付場所：髙島屋関東９店舗  初商福袋特設コーナー 

日本橋店 新宿店 玉川店 立川店 横浜店 港南台店 大宮店 柏店 高崎店 

 

専用応募用紙に必要事項をご記入の上、設置の応募ボックスにご投函いただきます。 

会期終了後、ご応募いただいたお客様の中から抽選のうえ、ご当選者様には担当者より直接ご連絡いたします。

当選されたお客様には、別途詳細をご案内いたします。 

 

以  上 

 


