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2018年 10月 

2018年 髙島屋のお歳暮 

 

 
■髙島屋オンラインストア： 

10/12（金）午前 10時～ 
 

■関東店舗 

新宿店・立川店・大宮店・柏店： 

10/31（水）～ 

  港南台店・岐阜店：11/1（木）～ 

横浜店：11/2（金）～ 

日本橋店・玉川店・高崎店：11/8（木）～ 
 

 

 

■関東各店承り期間 

 

 

 

 

店舗名 本年会期 前年会期 

日本橋店 11/8（木）～12/24（月・休） 11/9（木）～12/24（日） 

新宿店 10/31（水）～12/24（月・休） 11/1（水）～12/24（日） 

玉川店 11/8（木）～12/18（火） 11/1（水）～12/18（月） 

立川店 10/31（水）～12/24（月・休） 10/25（水）～12/19（火） 

横浜店 11/2（金）～12/25（火） 11/3（金・祝）～12/24（日） 

港南台店 11/1（木）～12/25（火） 11/1（水）～12/24（日） 

大宮店 10/31（水）～12/19（水） 11/1（水）～12/19（火） 

柏店 10/31（水）～12/21（金） 11/1（水）～12/21（木） 

高崎店 11/8（木）～12/24（月・休） 11/9（木）～12/24（日） 

岐阜店 11/1（木）～12/24（月・休） 11/2（木）～12/25（月） 

髙島屋オンラインストア 10/12（金）午前10時～12/25（火）午前 10時 10/13（金）午前10時～12/24（日）午前10時 
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■2018年 髙島屋のお歳暮（基本情報） 

・お歳暮総計の目標売上：前年比+0.1％ ※髙島屋 17店+ネット 

※2017年お歳暮総計の売上：前年比+0.6％ 

2018年お中元総計の売上：前年比+2.3％ 

 

・平均単価予想    ：約 4,500円（前年同様） ※髙島屋 17店 

・カタログ掲載点数  ：約 2,000点（前年同様） 

               うち、ローズギフト 1,300点（前年：1,300点）が日本全国送料無料 

                ※髙島屋 10店（関東カタログ）。ローズギフトは、人気ブランドの定番商品の

中から、髙島屋が厳選した商品を中心に業界最大規模で展開。 

 ・カテゴリー別上位予想： ※髙島屋 17店 

本年予想 前年順位 

1位 洋菓子 1位 洋菓子 

2位 ギフトパレット※ 2位 ギフトパレット※ 

3位 和酒・ビール 3位 佃煮・漬物・味百選 

4位 佃煮・漬物・味百選 4位 和酒・ビール 

5位 ハム・ソーセージ 5位 ハム・ソーセージ 

              ※ギフトパレット・・・嗜好品・乾物・調味・缶詰 

・ネット掲載点数   ：約 8,200点予定（前年：約 8,000点） 

うち、期間中最大約 5,000点（前年同様）が日本全国送料無料。 

                

 

 

■ばらのギフトセンター「ご来場予約システム」 
・髙島屋のギフトセンターでは、「ご来場予約システム」をご利用いただけます。 

お客様のスマートフォン等から来場前にご予約いただく事で、スムーズにお申し込みいただけます。 

 

［システム概要］ 

○事前来場予約サービス：ばらのギフトセンター会場での承り日時を翌日から 2週間先までの期間内で 

ご予約いただけます。 

        

○当日順番予約サービス：ばらのギフトセンター会場での現在の待ち時間（目安）を確認いただけます。 

・当日の順番を来店・来場されなくても、スマートフォン等でご予約いただけます

ので、待ち時間を考慮したご来場が可能です。 

   ・順番が近づいたことをメールにてご案内する事もできますので、スムーズに 

お申し込みいただけます。 

 

［導入店舗］ 

 ○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、岐阜店 

    

詳細は、                 で       いただけます。 

 

※当日順番予約サービスでは、ご来場時間を指定することはできません。 

※店舗・期間により、ご利用できないサービスがございます。 

※受注状況や繁閑度合いにより、ご利用いただけない日時がございます。 

 

タカシマヤお歳暮予約 検索 
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■特徴商品 ※価格は消費税を含む総額で表示しています。写真は調理・盛り付けの一例です。 

●美事を贈る 

＜天草漁協＞熊本県天草産 ヒオウギ貝 

・・・5,940円 

100％天然色、美しい海の贈りもの。 
2018年 6月、世界遺産に登録された天草﨑津地区。﨑津の美しい海が育

むヒオウギ貝は、遺伝的に受け継がれる色素により自然に発色するとさ

れる神秘の貝で、濃厚なコクと後味に残る甘みが特徴。酒蒸しやバター

焼きのほかレンジ調理も可能。箱を開けた瞬間のサプライズも楽しいギ

フトです。 

 

 

 

 

 

＜白金高輪・リーブル＞ 

田熊シェフの 4種のフリュレ・・・5,940円 

独創的なアイデアが生む、新感覚スウィーツ。 

「フリュレ」とは田熊一衛シェフが独自のインスピレー

ションで考案した果実の形のデザート。「ペーシュ（桃）」

「マロンショコラ（髙島屋限定）」「フレーズ（イチゴの

形）」「マングー」の 4種。フランス産の桃と栗、フレー

ズは石垣島産のパイン、マングーには宇和島産のブラッ

ドオレンジなどを使用。シェフこだわりのパリのエスプ

リに満ちた独創的な味わいをどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

＜杉山ナッツ＞ 

ピーナッツバターセット・・・3,780円 

落花生のみで表現した香りとコクを堪能。 

杉山ナッツの落花生「遠州半立ち」は 1904年セントルイス万博で世界一と評

された品種。ＮＹ在住中この事実に触れた杉山氏はその味の復活に向け奔走。

当時の栽培法で、豆の選別と焙煎の違いのみで様々な味を表現する独自の製

法を開発しました。ピーナッツ本来の香ばしく濃厚な味わいをパンや和え物、

生野菜などでご堪能ください。 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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＜人形町今半＞黒毛和牛サーロイン肉ローストビーフステーキ 

・・・12,960円 

百年を越えて愛される味と技。 
人形町今半のこだわりは、特定の銘柄や生産地だけではなく、

目利きが一頭一頭肉質や脂質を確かめ選び抜いたＡ4・Ａ5ラ

ンクの雌牛のみを仕入れていること。血統や高度な飼育技術、

飼育者の愛情と情熱が牛肉のおいしさには重要だと考えるか

らです。今回ご用意したのは、サーロイン肉を 2週間以上熟

成させ、旨みを最大限に引き出した後に焼き上げ、10㎜前後

の厚みでカットしたローストビーフ。口に含むと、とろける

ような脂の甘みと牛肉本来の旨みが上品に重なる至福のおい

しさ。人形町の名店が贈る贅沢なひと時をお楽しみください。 

 

 

＜東京會舘＞トラディショナルフルーツケーキ・・・6,480円 

幸せな思い出を重ねて味わう特別な味。 
ひと口食べて思い出すのは、永遠の愛を誓った特別な日。実はこのフル

ーツケーキ、＜東京會舘＞で結婚式を挙げた際にふるまわれるウェディ

ングケーキと同じレシピなのです。レーズン、カレンズ、オレンジピー

ルなどを 3種のスパイスとリキュールに漬け込み、チェリーやアーモン

ドと生地に合わせて焼き上げ熟成。ホワイトチョコでコーティングし、

まろやかに仕上げています。時が経つほどにフルーツと生地がなじんで

味わいが増す、時の流れの楽しさを味わえる一品です。 

 

                               

 

●ヘルシーギフト 

＜Kouji＆ko＞麹バーグ・・・5,400円 
国産の牛肉と豚肉を使い、オリジナル麹で旨みを引き出したハンバーグ。

「とろみそ」を使ったコクのある特製デミグラスソースでお召し上がり

いただけます。 

 

 

  

 

 

＜Kouji＆ko＞オリジナル麹入り 

みそまる・・・5,400円 
可愛いみそ汁の素。みそまる 1つに、こだわりのみそ 3種をブレンドし、具

材、だし、さらに美味しさアップのオリジナル麹を加えて丸めました。柚子

風味の和風、チーズ入り洋風、ごま油が入った中華風と、味のバリエーショ

ンも楽しみのひとつ。お湯を注ぐだけで本格味噌汁が完成です。ミソガール

の藤本智子さんと共同開発しました。 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 



- 5 - 

＜Kouji＆ko＞甘酒プリン・・・5,400円 
甘酒を使用し、やさしい甘さに仕上げたオリジナルプリンです。 

上部には生クリームをトッピングしてミルクの風味をプラスしま

した。卵不使用。 

 

 

 

 

 

 

●プラスワン消費「楽チン！！揚げもの」 
2017年お中元・お歳暮の「自分買い」商品の中で、レンジで温めるだけの商品や、野菜が手軽にとれる惣菜な

どが人気でした。2018年お歳暮は、プラスワン消費（自分買い・カジュアルギフト）に繋がる品揃えを意識し、 

揚げない揚げものを 4種類に増やしました。 

電子レンジで揚げたてのおいしさを。 

＜ラ・ロシェル＞揚げてある！ 

こだわりコロッケ 4種・・・5,724円 
フレンチの鉄人・坂井シェフ考案のコロッケ。クリームコーンコロ

ッケ、百合根ポテトコロッケなど 4種の味を食べやすいサイズで。

セットに入っている加熱用の袋に入れて、電子レンジで温めるだけ

で召しあがれます。 

 

 

 

 

＜銀座梅林＞ひとくちヒレカツ・・・4,644円  
昭和 2年創業のトンカツ専門店＜銀座梅林＞ならではのこだわりを生か

したひとくちヒレカツです。その揚げたてのおいしさを電子レンジで手

軽にお楽しみいただけます。りんごやトマトなどの甘みがお肉の旨みを

引き立てる自慢のソース付き。 

 

 

 

 

＜築地・シーコンパスジャパン＞温めるだけ！

まぐろかつ 4種セット・・・5,400円  

キハダマグロを使った４種のフライ。お肉のような食感で体にやさしいおいし

さです。えび入りやチーズ入りのほか、カレー味も楽しめます。セットに入っ

ている加熱用の袋に入れて、電子レンジで温めるだけで召しあがれます。 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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＜ＲＦ1・神戸コロッケ＞海老カツレツと黒毛和牛の

ビーフコロッケセット・・・5,501円  
海老のぷりっとした食感を楽しめるカツと、黒毛和牛の旨みを味わえるコロッケ。電

子レンジで温めるだけの手軽さも魅力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●プラスワン消費「孫ギフト」 
ギフトセンターの約 7割を 60歳以上のお客様が占めています。お歳暮のご注文と一緒に、お孫様へ（小学生、

中学生、高校生、1人暮らし）、お弁当やおやつ、ＳＮＳ映え、レンジで手軽ごはんになど、お孫様の日常を想い

贈っていただける品揃えにしました。 

 

はずむ笑顔と声に出会いたい。 

＜奈良県産＞紅白いちご・・・5,400円  
奈良県生まれの紅白いちご。赤色の「古都華（ことか）」は光沢があり、 

香りが強いことが特徴。淡い桃色の白いちご「淡雪」とセットにしました。 

 

 

 

 

＜アニバーサリー＞ベアーズスイーツ 

コレクション・・・3,348円  
可愛らしいクマのプリントクッキーやクマの形のハニーレモンマドレーヌ、いち

ごのメレンゲなど、キュートなスウィーツのセット。クマのイラストが入ったボ

ックスに詰め合わせてお届けします。 

 

 

 

＜自由が丘ロール屋＞プチギフトアソート・・・3,951円  
限定のいちごのクッキーサンドや、手のひらサイズのロールケーキ、ス

ティックタイプのチーズケーキとショコラといった可愛らしいお菓子を、

動物たちのイラストが楽しいボックスに詰めました。 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 
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＜日々是好日＞まごむすび 16種 

・・・4,860円  
お米はつや姫、海苔は有明産を使い、海苔の香りが楽しめる丸い 

おむすびに仕上げました。定番の三角のおむすびと丸いおむすびで具

は、明太子、海老天、シーチキンなど 16種。電子レンジで温めて、ふ

っくらほかほかのおいしさをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

＜札幌・スイーツセルクル＞手作りシューク

リーム＆エクレアセット・・・5,400円  
北海道産素材を使い、添加物は不使用。3 種のカスタードクリームも、緑

は枝豆、赤はビーツを使用しました。贈られた方が自分で絞って完成させ

るシュークリームとエクレアで、ＳＮＳ映えも期待できます。トッピング

用にかぼちゃの種もついています。 

 

 

 

 

 

＜純喫茶テイスティ＞懐かしナポリタン 

・オムライス・・・5,400円  
昭和レトロの味で復刻させたナポリタンとオムライスのセット。 

ナポリタンはハムとウインナーの２種。オムライスはハヤシソース付き

で、オムハヤシにも。どれも電子レンジで温めるだけで召しあがれます。 

 

 

 

 

＜お肉の専門店 スギモト＞ 

黒毛和牛のプルコギ・・・5,400円  
黒毛和牛の薄切り肉と 3種の野菜に、プルコギジュレソースを合わせ

ました。電子レンジで温めるだけで、熱々のプルコギができあがりま

す。一人暮らしでも簡単にしっかりとした食事ができる一品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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■ご自宅用お歳暮カタログ「テイスティーデイズ」 

●こども時代の夢 
こどもの頃、大好きだったあの人気メニュー。それは、特別な日のごちそうだったり、憧れだったり。 

大人になっても変わらない、おいしいごほうび。 

＜純喫茶テイスティ＞こどもの頃の夢・ 

お子様ランチ・・・5,400円 

大人になっても食べたいな。 

高知のあか牛を使った本格ハンバーグに、ちょっとリッチな牛タンシチュー、

ラタトゥイユ、オムライス、エビグラタンにエビフライ。デザートのティラ

ミスまで！ 子どもの頃の“好き”を、大人も満足のおいしさで完成させた、 

夢のお子様ランチです。 

 

 

 

＜カロリーバランス・エツ＞ 

星型ピザ 3種 6枚・・・5,400円 

耳にもウインナーを入れて、ピザを可愛い形に！ 

「ピザが、可愛い形になったら。」そんな願いを叶えた一品。もちもち生地にこんに

ゃくを入れてカロリーをコントロール。星型ピザに色とりどりの具材をトッピング。

野菜のトマトクリームに、タンドリーチキン、きのこミックス、選べて楽しい 3種

類。耳にもウィンナーが入っているので最後まで食べ飽きません。 

 

 

 

＜ガイア・エツ＞ 

ねこ型ごはん・惣菜セット・・・・3,780円 

毎日かわいいお弁当で自慢したい！ 

ドライカレーやチキンライスで作ったネコの顔と手。玉子焼きやす

り身、ケチャップの肉球をのせたハンバーグも。電子レンジで温め

れば、簡単に可愛いお弁当のおかずが完成します。海苔やハム、チ

ーズなどを使って、ねこ型のごはんに目や口などを書いてご自身で 

アレンジするのも楽しい一品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋限定 

髙島屋限定 

髙島屋限定 
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●私たちの平成グルメ 
平成を彩った話題のフードやスウィーツをご紹介。 

当時の思い出と一緒に、盛りあがりましょう。 

 

 

 

 

 

＜ル・リール＞パエリア＆ペンネアラビアータのセット・・・5,400円 

イタリアンブームから、食が一気にグローバルに！ 

平成グルメと言われているペンネアラビアータとスペイ

ン料理のひとつであるパエリアをセットにしました。有

頭エビにムール貝も入った、魚介の旨みたっぷりのパエ

リアは、電子レンジで温めるだけのごちそうメニュー。

ペンネアラビアータは、モチモチっと弾力のあるペンネ

にピリッと辛みを利かせたソースが絶妙に絡む、食欲を

そそる大人の味。※平成 2年頃にブーム 

 

 

 

 

 

＜モンサンクレール＞ 

アソートノスタルジック・・・5,400円 

みんなで並んだよね！ザ・平成スウィーツが進化！？ 
辻口博啓氏が手がける〈モンサンクレール〉が平成スウィーツをタルトに進化！

エスプレッソがすっきり香るティラミス、キャラメルのコクとタルトの香ばしさ

が絶妙なクレームブリュレ。パールクラッカン（パフのチョコレートがけ）で、

仕上げに食感のアクセント。※平成 2年頃にブーム 

 

 

＜フランス＞シャンパンロゼハーフ 3本セット 

・・・15,120円 

乾杯はピンクのシャンパンで！ 
「モエ＆シャンドン」「テタンジェ」「ポメリー」のロゼをハ

ーフサイズで 3本揃えた贅沢な詰め合わせ。魚料理にも肉料

理にもよく合うロゼは、シャンパン初心者にもおすすめ。 

しかも最近、再ブーム到来中です！ 抜群に可愛い見た目は、 

ギフトにもぴったり。※平成 2年頃にブーム 

 

 

 

 

髙島屋限定 
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＜ごちそうＤｅｌｉ＞北海道スープカレーセット・・・5,400円 

北海道のご当地グルメが全国区になった！ 
かぼちゃやアスパラ、ジャガイモなど、北海道の野菜がゴロゴロ

入った具だくさんのスープカレー。シーフード＆野菜、ポーク＆

野菜、チキン＆野菜の 3種をご用意しました。サラサラっとした

カレースープにごはんを浸して食べるのも美味です。 

※平成 12年～14年頃にブーム  

 

 

 

 

＜パティスリー・サダハル・アオキ・パリ＞ 

マカロン 12個入り・・・5,400円 

マカロンが流行！シャンパンに合うのよね～ 
サダハルアオキの看板商品「マカロン」。平成 17年、日本一号店のオー

プン以来、根強い人気を誇っています。香ばしいスペイン産アーモンド

を使い、本場パリ仕込みの配合と製法で作りあげる一品。ほうじ茶や抹

茶など、和の素材をいかしたアオキ氏ならではの味わいも魅力。 

※平成 17年頃にブーム 

 

 

 

＜達磨正宗＞平成の思い出セット・・・5,400円 

日本酒の新ジャンル！ 

熟成古酒の人気がじわじわ 
30年続く「平成」の中で、節目となる元年・10年・20年、3種の年代で

揃えた熟成古酒。年代とともに、色も味わいも、深く丸く芳醇なものに

変化します。古酒は、その風味はもちろん、“時間を味わう”お酒。 

当時の思い出とともに、一杯いかがですか。 

（平成元年、平成 10年、平成 20年醸造） 
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■オンラインストア 利便性向上の取り組み 

 髙島屋オンラインストアでは、より便利にお買物ができる環境作りに取り組んでいます。 

  

 ・かんたん画面操作サポートの導入（2018年お中元期～） 

  オペレーターがお客様のパソコン画面を共有し、お電話でお話をしながらオンライン購入をサポート。 

 

 ・バーチャルエージェントの導入（2017年お中元期～） 

  AI技術を利用したオンライン上の自動応答機能を導入。 

 

・おまとめ注文（2017年お中元期～） 

  企業様の贈りものやキャンペーン景品など、おまとめ注文のご相談を承り。 

  ※ご注文件数・個数が 30個以上の場合に、お電話またはメールでお問合せ、ご相談いただけるサービス。 

 

・チャット問い合わせの導入（2016年お歳暮期～） 

  画面操作をチャットでサポート。午前 10時～午後 10時まで（2017年 2月より延刻）。 

 

・画面操作サポートデスク専用ダイヤル（2016年お中元期～） 

午前 10時～午後 6時まで。画面操作がご不明な場合、パソコンやスマートフォンを開いた状態でサポート。 

 

 ・髙島屋友の会お買い物カードのネット利用開始（2016年お中元期～） 

  事前にＷＥＢ、もしくは各店友の会窓口で認証コード登録が必要。12ヶ月の積立で、1か月分ボーナス。 

 

 ・お届け先リストのネット取り組み（2014年お歳暮期～） 

  ばらのギフトセンターでお買上げ実績のあるオンライン会員は、お届け先データをネットでも。 

 

※オンラインストアでお買上げのお客様には、 

髙島屋オンラインストア限定〈ペック〉ミニトートバッグ Ｗ25×Ｈ18×マチ 9ｃｍ 

10月 12日（金）午前 10時～12月 25日（火）午前 10時の期間中、 

髙島屋オンラインストア「髙島屋のお歳暮 2018」掲載商品を 1回に 

税込 1万円以上お買上げで先着 5.5万名様にプレゼント。 

※なくなり次第終了。 

 

 

 

 

 

 

※店頭でお買上げのお客様には、 

ばらのギフトセンター（店頭）限定〈ペック〉トートバッグ 

Ｗ30×Ｈ33×マチ 5ｃｍ 

ばらのギフトセンターで、税込 1万円以上お買上げで先着 26万名様 

（関東 10店舗計）にプレゼント。※なくなり次第終了。 

 

 

以上 


