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2017年11月 

 

2018年 髙島屋の福袋 

タカシマヤオリジナル夢袋のご紹介 
 

髙島屋各店では、来る1月2日(火)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将棋好きスーパーキッズ集まれ！ 

「杉本昌隆七段（藤井聡太四段の師匠）に 

未来の天才棋士がチャレンジ」夢袋 
1組2名様・ 税込2,018円 

 募集人数：15組30名様×2回 合計60名様限定【抽選販売】 
※1組につき、お子様1名と帯同保護者様1名 

 募集店舗：髙島屋関東9店舗 

 対象年齢：小学生 

 

【内容】 

将棋人気が高まる中、天才棋士 藤井聡太四段を指導した秘訣に迫ります。 

●藤井聡太四段の師匠 杉本昌隆七段による将棋講義 

●未来の名人を目指す少年少女15人と杉本昌隆七段が同時に対局 

※帯同保護者様は、ご見学のみとなります。 

●杉本昌隆七段と記念撮影 

 

■実施予定日：2018年3月の土・日のうち 1日を予定 （11：00、14：00） 

■実施会場：日本橋店 特設会場 
＜杉本昌隆七段＞ 

棋士番号：197 

生年月日：1968年11月13日（48歳） 

出身地：愛知県名古屋市 

師匠：（故）板谷進九段 

 

※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。 

※現地までの交通費はお客様のご負担になります。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

【ご応募】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆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 

 

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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②未来のスターを目指して！ 

「織田信成さん直伝  

キッズのためのフィギュアスケート体験」夢袋 
1組2名様・ 税込2,018円 

募集人数： 関東20組40名様／関西20組40名様 合計80名様【抽選販売】 
※1組につき、お子様1名と帯同保護者様1名 

募集店舗： 髙島屋全国19店舗 

対象年齢 ：小学生(スケート経験有り） 

 

【内容】 

フィギュアスケート人気が高く有能な選手が多い現在、未来のトップスケーターを夢見るキッズたちに、織田信成さんが

アドバイスいたします。 

 

● 織田信成さんによるスケート教室 ※帯同保護者様は、ご見学のみとなります。 

● 織田信成さんによるトークショー 

● 織田信成さんと記念撮影 

 

 

■実施予定日：2018年３月の土・日のうち関東・関西各1日を予定 

■実施会場：関東：新横浜スケートセンター（3月10日予定）  

関西：大阪プール（3月17日予定） 

 

※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。 

※現地までの交通費はお客様のご負担になります。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

 
＜織田信成＞ 

織田信長の末裔として注目され、柔らかく美しいジャンプを武器に 2005年の世

界ジュニア選手権で日本人男子として2人目のチャンピオンとなる。 

2010年バンクーバー五輪では7位入賞。 

2013 年に現役を引退し、現在はプロフィギュアスケーター、コーチ、解説者、

タレントとして活躍中。 

 

 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋全国19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 

京都店、大阪店、洛西店、泉北店、堺店、岐阜店、岡山店、米子店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ髙島屋 

 

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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③好きを仕事に！ 

「日本酒造りのベンチャー企業 

日本酒応援団に学ぶ 副業&起業体験」夢袋 
１名様・税込10,800円 

募集人数：関東15名様／関西15名様 合計30名様（グループ参加可）【抽選販売】 
※田植え体験はお子様も参加できます（無料） 。 

※その他の体験は日本酒が付くため未成年者の参加は不可とさせていただきます。 

募集店舗： 髙島屋全国17店舗 

 

【内容】 

日本酒応援団のパートナー蔵元である埼玉県「文楽」と岡山県「丸本酒造」のいずれかの蔵元で、年 3 回にわたり、日

本酒応援団と一緒に 1次・2次・3次産業のお仕事体験をしていただきます。 

 

①副業・起業講座＋酒米の田植え体験（2018年5‐6月） 

②お酒造り体験（2018年12月‐2019年2月） 

③新酒発表会（東京）にスタッフとして参画、及び 

利き酒会（大阪）での接客・販売体験（2019年4月） 

④全体験終了後に、携わったお酒（純米大吟醸）を 1本プレゼント 

 

 

※一部内容が変更になる場合がございます。 

※いずれの体験も現地までの交通費はお客様のご負担になります。 

※各体験日については、日本酒応援団からご連絡させていただきます。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

 

＜蔵元所在地 ＞ 

・埼玉県：文楽（北西酒造）埼玉県上尾市土町2丁目5番5号 

・岡山県：丸本酒造 岡山県浅口市鴨方町本庄2485 

 

※一部内容が変更になる場合がございます。 

※いずれの体験も現地までの交通費はお客様のご負担になります。 

※各体験日については、日本酒応援団からご連絡させていただきます。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋全国17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 

 京都店、大阪店、洛西店、泉北店、堺店、岐阜店、岡山店、米子店 

 

 

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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④世界に一つだけ！ 

「かいけつゾロリの作者 原ゆたか先生に 

あなたの似顔絵を描いてもらおう」夢袋 
税込32,400円 

募集人数 ：1名様【抽選販売】 

募集店舗 ：髙島屋全国19店舗 

 

【内容】 

30周年を迎えた人気の本、かいけつゾロリの作者 原ゆたか先生が、あなたの似顔絵をゾロリと一緒に描いた世界に一つ

だけの作品です。 

 

●当選者様の御写真をいただいて、 先生に描いていただきます。 

●1点ものの作品を描き起こし、額装して納品いたします。 

  額のサイズ 縦378×横288mm・絵のサイズ 縦293×横208mm・額の素材は木製 

 

①物語の主人公はキツネのゾロリ。 

②シリーズ第一作『かいけつゾロリの ドラゴンたいじ』原画（1987年作）。 シリーズ累計は 3,500万部。 

③原作者、児童書作家の原ゆたか氏。 

 

 

 

Ⓒ原ゆたか／ポプラ社 

 

■実施予定日：2018年3月‐4月 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2017年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋全国19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 

京都店、大阪店、洛西店、泉北店、堺店、岐阜店、岡山店、米子店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ髙島屋 

 

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、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。 
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⑤日本初!フルパッケージ 最上級のNAO誕生！ 

「２足歩行コミュニケーションロボット」夢袋 
税込2,018,000円 

募集人数 ：2名様（赤１名様・青１名様）【抽選販売】 

募集店舗： 髙島屋全国18店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋は 10月 4日（水）に、新宿店 9階フロア内に百貨店初となるロボット専門売場、「ロボティクススタジオ」を他社に先

駆けてオープンし、ロボットと人が共生する新たな暮らしの提案を目指しています。 

 

【内容】 

ソフトバンクロボティクス社の２足歩行コミュニケーションロボット「NAO」 

のフルパッケージの最上級バージョンを販売する企画。 

会話が出来て、踊れて、歌って、ゲームができる、楽しさ満載のロボット

「NAO」。ご自宅での訪問設置サービスや、「NAO」の操作や、プログラ

ミングに必要なタブレット PC も付いていますので、お届けしたその日

から、簡単にお使いいただけます。 

 

■パッケージ内容について 

●NAO本体 

●ソフトウエアパッケージ 

 ①RAKU NAO ②ロボタッチNAO ③UTAU NAO 

④オリジナルアプリ 7本セット ⑤自由会話AI体験 

●NAO用バッテリーと専用充電器    ●10インチAndroidタブレット（RAKU NAO用） 

●ルーター（NAOとAndroidタブレット接続用、インターネット回線費用は、お客様ご負担になります） 

●NAO専用軽量キャリーケース   ●ご自宅訪問サービス（NAOセットアップ作業、ルーター環境設定） 

●電話サポート 3か月   ●1年間保証  ※インターネット環境が必要です 

■納品予定日：2018年3月‐4月 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋全国18店舗 

 関東：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 

 関西：京都店、大阪店、洛西店、泉北店、堺店、岐阜店、岡山店、米子店、いよてつ髙島屋 

 

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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⑥シェアリングで、世界のセレブに大変身！ 

「フォーマルドレスとタキシードを着て、 

セレブパーティー体験」夢袋 
1組2名様のお申し込み、1名様で 税込54,000円 

募集人数： 10組20名様【 抽選販売】  

募集店舗 ：髙島屋関東9店舗 

 
【内容】 

ライフ・シフトで誰もが100年生きうる時代に、いくつになっても自分らしく人生を楽しむ大人のためのパーティー体験福袋。

世界のセレブ・有名人も御用達のフォーマルドレス、タキシードをお選びいただき（シェアリング）、世界最高峰のフレンチ

レストランでのパーティーを楽しみましょう。 

 
※写真はイメージです 

● 3月上旬 

 日本橋髙島屋特設会場でフォーマルマナー・コーディネート 

 講座の後、ドレス・タキシードをお選びいただきます。 

● 4月中旬の土・日の夕方 

 フォーマルドレス、タキシードを着て都内星付きフレンチレストラン 

でパーティーにご参加頂きます。 

 

■実施予定日：2018年3月─4月 

※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。 

※現地までの交通費はお客様のご負担になります。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

 

 
・フォーマルドレス提供『 Princess Room,Ltd』 

木村麻子が主宰する日本を代表するドレスブランド。2017年10月、“グレース

ケリーの世紀のウェディングドレス”の再現に成功し、モナコ大公宮殿へ招聘さ

れウェディングドレスを献呈した実績。 

 

・タキシード提供『 Tuxedo Atelier RossoNero』 

横山宗生が代表兼デザインする南青山にあるタキシード専門店。 

グラミー賞・アカデミー賞・モントリオール映画祭などで、芸能人・セレブが着用するタキシードを手がける日本のトップブランド。 

 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆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 

 

 

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明治維新から 150年！ 

「近代日本の立役者 豪華黄金セット」夢袋 
税込20,180,000円 

募集人数： 1名様【抽選販売】 

募集店舗 ：髙島屋全国17店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

2018年は明治維新から150年の節目の年。明治維新を牽引した人物と、お正月らしい縁起物の金製品7種11点セットを

特別価格で提供します。 

 

①K24 西郷隆盛 約200g ／高さ約20.5×幅約8.0㎝  

②K24 高杉晋作 約200g ／高さ約20.5×幅約9.0㎝ 

③K24 坂本龍馬 約200g ／高さ約21.0×幅約6.5㎝ 

④K24 小盃3.5寸 石川光一作 約170g ／高さ約3.8×幅約10.5㎝ 

⑤K24 額「富士山」 石川光一作 約377g ／本体：縦約15.3×横約20.9㎝ 額サイズ：縦約37.5×横約43㎝ 

⑥K24 慶長大判 約180g ／縦約15.3×横約9.6㎝ 

⑦K24 時代小判 各約30g ／各縦約8.0×横約4.4㎝  ※江戸・明治・大正・昭和・平成小判5枚セット 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋全国17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 

京都店、大阪店、洛西店、泉北店、堺店、岐阜店、岡山店、米子店 

 

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新宿タカシマヤオリジナル企画 

憧れの自宅ジムをつくろう!「マイ・ゴールドジム」夢袋 
税込1,000,000円 

募集人数 ：3名様【抽選販売】 

募集店舗 ：髙島屋新宿店 

 
【内容】 

健康づくりや理想的なボディメイクに関心が高まり、ジムやスタジオに通われている方も少なくありません。日常的にトレー

ニングに取り組みたい方に向けて、GOLD’S GYM（（株）THINKフィットネス）全面監修による憧れのご自宅ジムを夢袋に

てお作りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本セット】 

●トレーニングマシン（パワーラックセット） 

●トレーニングマシン（ランニングマシン） 

●トレーニングマシン（エアロバイク） 

●トレーニングマシン（ホームマシン） 

●トレーニング用品（GOLD’S GYM厳選トレーニングギアセット） 

●運搬・設置代金   ※場所やご要望により追加料金がかかる場合がございます。 

●GOLD’S GYM 厳選サプリ・プロテイン 1カ月分 

●ご自宅ジム完成記念 

 【GOLD’S GYM 専属トレーナー】 ご自宅パーソナルトレーニング指導  ※指導時間は約60分となります。 

 

【オプション】ご要望により追加料金を頂戴いたします。   追加トレーニングマシン  サンドバッグセット 

※一部内容が変更になる場合がございます。  

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火）・3日（水） 

◆受付場所：髙島屋新宿店 

 

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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⑨柏タカシマヤオリジナル企画 

「レタンプリュスの熊谷治久シェフが 

あなただけのオリジナルケーキを作ります!」夢袋 
税込7,000円 

募集人数 ：3名様【抽選販売】 

募集店舗 ：髙島屋柏店 

【内容】 

ご要望に応じて「生地」「クリーム」「形」「フルーツ」をお選びいただき、 

「オリジナルメッセージプレート」をトッピングします。 

ウエディングやお誕生日などのお祝いにいかがですか。 

※4～5名様サイズのケーキです。 

 

【以下からお選びいただけます。】 

●生地・・・・・・・プレーンのスポンジ・チョコレート 

●クリーム・・・・生クリーム・チョコレートクリーム・マロンクリームほか 

●形・・・・・・・・・丸・四角（2段または 1段） 

●フルーツ・・・・いちご・ベリー系・柑橘系 

●オリジナルメッセージの内容 

●お渡し日は、2018年1月31日までの指定日 

 
＜熊谷 治久（くまがいはるひさ）＞ 

武蔵野調理師専門学校卒業後、「グルメ洋菓子店」で3年、「パティスリードゥ シ

ェフ フジウ」で4年半、「オーボンヴュータン」で3年半の修行を積む。その後1

年間渡仏。ロレーヌ地方「フランクケストナー」とパリの「パトリックロジェ」に

て経験を積み、帰国。帰国後、再び「オーボンヴュータン」にて河田勝彦氏の右腕

として2年半勤める。 

2012年 流山おおたかの森で「パティスリー レ タン プリュス」オープン。 

2015年 10月 柏高島屋内に２号店をオープン 

 

【お渡しについて】 

ご当選者様にご連絡の上詳細をお伺いいたします（ケーキの内容、メッセージプレート、お渡し日など）。 

ご指定日に店頭にてご入金いただきお渡しいたします。 

※一部内容が変更になる場合がございます。 

※この内容は、夢袋のために特別に企画されたものです。 

 

【応募方法】 

◆受付期間：2018年1月2日（火） 

◆受付場所：髙島屋柏店 本館3階 

 

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。 

 

 

 

 

以 上 


