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2019年 4月 

新元号を迎え、記念の年にあたる“はじめて”の「母の日」。

おかあさんに“はじめて”を贈る 

2019 髙島屋 母の日 
店頭販売： 5 月 12 日（日）まで 

髙島屋オンラインストア 受注期間： 5 月 7 日（火）午前 10 時まで 

※一部、販売期間の異なる商品がございます。 

※一部、店頭ではお取り扱いのない商品もございますのでお問合わせください。 

 

今年の「母の日」は、新元号を迎え、記念の年にあたる“はじめて”の 「母の日」。 新しい元号を迎え
るとともに、世の中は “新しいこと” を歓迎する気運に満ちています。  
そこで髙島屋では、新しい時代の幕開けとともに “はじめて”迎える 「母の日」 だからこそ“初めて” 
や“元年” を切り口に、おかあさんが、今まで体験をしたことのない“はじめて”のモノ・コトを贈る を 
テーマとしたギフトをご提案いたします。 
また、新元号を機に “元年婚”や“元年ベビー” を意識する方が増えると予測 されるなか、“はじめ
てママ” となって母の日を迎える “ファーストマザー”へ贈るギフト も新しくご提案いたします。 
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【展開商品の 一例】 
※髙島屋オンラインストアの注文について 

お支払方法・お届けご希望日等により、お申込み締切日が異なります。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/ 
 
 
 テーマ①   
新元号の幕開けとともに、おかあさんに “はじめて” のモノ・コトを贈る。 
 
今年の「母の日」は、新元号を迎えて初めての「母の日」。 
新しい元号とともに、世の中が“新しいこと”を歓迎する気運に満ちている今だからこそ、今年の 
「母の日」は、 “初めて”や“元年”にちなみ、おかあさんが、初めて使う、初めて食べる、新たにチャ
レンジをする・・など、「おかあさんが、今まで体験をしたことのないモノ・コト」 を贈る をテーマとした
ギフトをご提案します。 
 
 
■ スポーツ・フィットネス・外遊び・・の、 

“初めて”を応援するギフト     
 
ボルダリングやヨガ、乗馬など…の人気体験コースをはじめ、ランニン
グやロードバイク、キックボクシングに卓球など…さまざまなカテゴリー
の「楽しみ」から選べる体験型ギフトです。 
運動の機会があまりないおかあさんに、重い腰を上げるきっかけを 
プレゼントとしても最適。プライベートレッスンや、手ぶらで参加ができ
るコースなどもラインアップとして取り揃えているので、一度はやってみ
たいと思いつつ、機会がなかったおかあさんへの「初めて」を応援する
ギフトです。普段からアクティブなおかあかさんには、“新しい外遊び
の挑戦”のプレゼントとしてもオススメです。 
 
ブランド名：SOW EXPERIENCE（ソウ・エクスペリエンス） 
商品名：体を動かす楽しみギフト 
11,340円（税込み）＋送料 324円（税込み） 
【オンライン限定商品】  
※一部、お届けできない地域がございます 

※受注期間： 5月 7日（火）午前 10時まで。 

 
 
 
■ 老眼鏡デビューのおかあさんに。メガネチェーンがネックレスにも！  
 

人気のメガネチェーンに、ペンダントヘッドを 3 個も付けたセット。
ピンクカラーのサンゴとローズクォーツを組み合わせ、ブルーのビ
ーズをアクセントに効かせました。シリコンパーツを外すとネックレ
スとしても使えます。 
 
ブランド名： ROKUZAN（ロクザン） 
商品名：ペンダント付ネックレス兼用メガネホルダー 

8,640円（税込み）＋送料 324円（税込み） 
【オンライン限定商品】 ※髙島屋限定販売  
※一部、お届けできない地域がございます。 

※受注期間： 5月 7日（火）午前 10時まで。 

 

 

 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/
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■ 食べられるお花や、フルーツのお砂糖  
 
生のフルーツから水分だけを取り除きました。食べると口の中で 
フルーツの風味が広がります。そのまま食べるだけでなく、ヨーグ
ルトにトッピングしたり、炭酸水・ワイン・紅茶に入れたりと、幅広く
お楽しみいただけます。近年人気の「食べられるお花（エディブル
フラワー）」のフリーズドライも入っています。  
ブランド名：FruColle（フルコレ） 
商品名：フリーズドライフルーツ＆エディブルフラワーとフルーツシュガー3本セット  

3,564円（税込み）＋送料 324円（税込み） 
【オンライン限定商品】  
※一部、お届けできない地域がございます。 ※受注期間は、4月 30日（火）午前 10時まで 
 
 

 テーマ②  新元号を機に、“元年ベビー”ブーム到来？！ 

“はじめてママ”となって「母の日」を迎える 、“ファーストマザー”へ贈るギフト。   
 
 
 
新元号を機に、“元年ベビー”を意識する方が増えると予測 
されるなか、あかちゃんを授かり、 
“はじめてママ”となって「母の日」を迎える方へ、ご家族や、 
ご友人から祝福のプレゼントとして記念に残るギフトや、 
オススメのお役立ちアイテムをご提案いたします。 
 
 
 
 

■ 出産前の、ママへの贈りもの。 
 
母子手帳や妊娠検診補助券、印鑑などが 
すっきり入る母子手帳ケース。 
 
ブランド名：エスメラルダ 
商品名：母子手帳ケース  

（閉じた状態：16.5㎝×22.5㎝） 4,200円（税込み） 
【取り扱い店舗】 
髙島屋新宿店、横浜店、大阪店、京都店 （ハローベビーサロン売場） 
※オンラインでも販売。送料は別途かかります。 
 
■ あったら便利で、毎日役立つ便利なアイテム。 
 
哺乳瓶が 2本入るマグポーチと、バッグインバッグにもなる 
おむつポーチ。 
 
ブランド名：ミキハウス 
商品名：マグポーチ （15×10×高さ 23㎝） 6,480円（税込み） 
商品名：おむつポーチ （27×8×高さ 20㎝） 7,560円（税込み） 
【取り扱い店舗】 
髙島屋日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店など  
（ハローベビーサロン売場・ミキハウスショップ） ※オンラインでも販売。送料は別途かかります。 
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■ ママの産前・産後の素肌に。敏感肌にやさしいボディケアアイテム。     
 
デリケートな妊娠期のバストやデコルテのお手入れや、妊娠線の 
ケアにオススメ。「ビーアップホワイト」は、最もバストラインがくずれや
すい妊娠・授乳期のママにうれしいバストケアに。 
「ナチュラルマーククリーム」は、お腹はもちろん、ヒップや太ももなど
カサつきがちなボディにのばすだけで、ベタつかずなめらかな感触
で、しっとり潤います。 
 
ブランド名：ママ＆キッズ 
商品名写真①：ビーアップホワイト（100ｍｌ） 3,888円（税込み） 
商品名写真②：ナチュラルマーククリーム（470ｇ） 7,850円（税込み） 
【取り扱い店舗】 
髙島屋日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店など 
（ハローベビーサロン・新生児マタニティ売場） ※オンラインでも販売。送料は別途かかります。 
 
■ おめでたい感じが、贈り物にオススメ。 改元を記念した“親子のお揃い服” 
 
約 200年ぶりとなる生前退位が行われ、新元号を機に“元年婚”や 
“元年ベビー”を意識する方が増えると予測されるなか、 
“新元号を記念した親子服”が、オリジナルで登場。 
産前産後のママと、ベビーがリンクコーディネート（お揃い）として 
着られるように、それぞれ、“親子の鳳凰が向かう柄”を、襟や袖に 
あしらいました。 
「鳳凰柄」は、大正時代の天皇即位の際に、京都で流行した京友禅
「岡重」がつくったアーカイブステキスタイルの中から選定し、 
現代風の洋服デザインにアレンジしました。 
洋服のデザインはファッションブランド「HiROMITHiSTLE」（ヒロミ
シスル）のデザイナー・横田ヒロミ氏が手がけました。 
 
ブランド名：「HiROMITHiSTLE」（ヒロミシスル）×「岡重」（おかじゅう） 
ベビー用： ベビーチュニック 19,440円（税込み）、ベビーパンツ 17,280円(税込み) 

ママ用： ロングカーディガン 30,240円（税込み）、 ワンピース 28,080円（税込み） 
【取り扱い店舗】 髙島屋日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店など 
（ハローベビーサロン売場） ※ママ用のワンピースのみ、オンラインでも販売。送料は別途かかります。 

 
 

 テーマ③   改元を記念した、“今年ならでは”のギフト。  
 
■ 新元号を刻印した、タンブラー  
 
改元元年のギフトとして、記念に残るよう「新元号」を刻印した 
タンブラー。新元号用の新しいデザインが、新登場。 
 
ブランド名：HORIE(ホリエ） 

商品名：チタン 2重タンブラー・新元号入り 11,340円（税込み）  

サイズ：約 7㎝×10.5㎝、容量：270cc 

商品名：チタン 2重タンブラー・新元号入り 13,500円（税込み）※写真 

サイズ：約 8.2㎝×11.5㎝ 、容量：400 cc 

【取り扱い店舗】 髙島屋日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店など  （各店の和洋食器売場にて） 
※オンラインでの販売は、5月 15日（水）から販売。送料は別途かかります。 

※店頭での販売予定数に達した場合は、受注生産となり、お渡しは約 3週間頂戴いたします。 
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※ボトルラベル 

■ 新元号のラベルをあしらった、デザートビネガー。  
 
「パッションフルーツ」は、和名を「果物時計」と言われています。 
「新しい時代を刻む」記念のギフトとして、沖縄パッションフルーツの 
デザートビネガー（飲むお酢）を新発売。ボトルのラベルは、 
新元号「令和」をあしらったデザインです。 
 
ブランド名：オークスハート 
商品名：果物時計の酢（飲む沖縄パッションフルーツの酢） 
2,160円（税込み） 250ｍｌ 
 

 

■ ブルーのスパークリングワイン。ボトルラベルに、名入れや新元号も。  
愛の象徴聖母マリアのシンボルカラーである、ブルーの 
スパークリングワインは、白のスパークリングワインをベースに 
ブルーベリーのアロマを加えて製造しました。 
おかあさんの「お名前」や、新元号の「令和」を入れる事もできます。 
「母の日」のお祝いで食卓を囲む際にオススメ 
のスパークリングワインです。 
 
商品名： 
名入れ 母の日ブルー・オブ・マリア 750ｍｌ 
3,240円（税込み）＋送料 324円（税込み） 
【オンライン限定商品】 
※一部、お届けできない地域がございます。 

※受注期間：4月 29日（月・祝）午前 10時まで。 
 
 
 テーマ④  やっぱり定番の人気！華やかなフラワーギフトや、スイーツ・グルメ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

母の日限定の、料亭の料理詰め合わせ 
 

ブランド名：わらびの里 
商品名：母の日御前Ｂ  ※2人前  
4,752円（税込み）＋送料 648円（税込み） 
【オンライン限定商品】  

※髙島屋限定販売 

※一部、お届けできない地域がございます。 
※受注期間： 5月 5日（日・祝）午前 10時まで。 

 

母の日仕様の、デコレーションケーキの手作りキット。 
 
「堂島ロールのクリーム」をパティシエがご家庭に使いやすくアレンジ 
した「堂島クリーム ホイップ」。 
ブランド名：パティスリー モンシェール 
商品名：母の日 ケーキキット 3,888円（税込み）※送料込み 

（5号サイズのデコレーションケーキの手作りキット×1） 
【取り扱い店舗】 髙島屋横浜店 

※一部、お届けできない地域がございます。 

※受注期間：オンラインは、5月 7日（火）午前 10時まで。 
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テーマ⑤  ギフト選びに迷ったら…。  

質問に答えていくと、オススメのギフトをピックアップするサービスが新登場！ 

 

「私とお母さんをつなぐベストプレゼント」 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/giftsearch/ 

 

髙島屋オンラインストアの画面上で、「質問」に答えていくと、おかあさんへのオススメギフトをピックアップ
する新サービスです。「質問」は全部で3つ。1つずつ、当てはまるアイコンを選択して進むと、おかあさん
にオススメのギフトを提案してくれます。 
 
ステップ① 

画面の中から、「おかさんのイメージ」を 1つ選択。 
ステップ② 
画面の中から、「おかあさんに届けたい気持ち」を１つ選
択。 
ステップ③ 
画面の中から、「気になるキーワード」を１つ選択。 

 
↓↓↓ 
おかあさんに、「オススメのギフト」を提案！ 

 

 

 

 

 
 

以上 

石鹸でできたフラワーギフト。 

まるで生花のフラワーアレンジメントのようなデザインを演出する、 

石鹸できたフラワーギフト。ボリューム満点な上に、可愛くお洒落な 

芳香剤として飾っていただけます。 

ブランド名：PARA VOCE（パラボッセ） 
商品名：メアリー エレガントピンク 
4,860円（税込み）＋送料 324円（税込み） 
【オンライン限定商品】 
※一部、お届けできない地域がございます。 

※受注期間： 5月 7日（火）午前 10時まで。 

 

 

 
※画像はイメージです。 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/mothersday/giftsearch/

