2020 年 9 月

新しい生活様式をポジティブに楽しむ。

2020 Takashimaya NEW STYLE NEW LIFE
髙島屋オンラインストア 9 月 23 日（水） 午前 10 時 スタート
髙島屋各店 9 月 23 日（水） スタート
（展開店舗：日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店を中心に展開）

新しい生活様式の広がりは、
「おうち時間」を快適に楽しむ人の増加や、新しい働き方、余暇の過ごし方、
消費者の生活やモノに対する価値観の変化をもたらしています。
そうしたなか髙島屋では、新しい生活様式をポジティブに取り入れながら、新しいライフスタイルの楽し
み方を商品を通してご提案する「2020 Takashimaya NEW STYLE NEW LIFE」をオンラインストアと
店頭でスタートいたします。
「おうち時間を快適に楽しむ」
、
「新しいワークスタイル」
、
「デザインやアートをおうちで楽しむ」
、
「ヘルス＆ビューティケア」の 4 つのテーマごとにアイテムの数々を取り揃えてご提案いたします。
髙島屋オンラインストア URL

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/special/FA18581/
※9 月 23 日(水) 午前 10 時スタート

展開商品の一例

※一部、商品によっては取り扱いのない店舗もございます。

① 「おうち時間を快適に楽しむ」
おうち時間が増え、リラックスタイムや自分のための時間、新しい趣味の時間などを過ごす方が増加する中、
それぞれのシーンを快適に楽しみ、くつろぎ時間をちょっと贅沢にしてくれるアイテムを取りそろえました。
～家飲み時間が楽しくなる、炭酸ソーダマシーン～
「aarke」（アールケ）カーボネーター 2
シルバー、ブラック 27,500 円（税込） ゴールド、コッパー 30,800 円（税込）

店頭販売のみ

エコでシンプルな美しさを極めたソーダマシーン。オープンキッチン
やリビングなどでも映えるデザイン性の高いフルステンレスボディは
4 色展開（シルバー、ブラック、ゴールド、コッパー）。使い方は、水
を入れたボトルをセットして、レバーを下げるだけ。フォルム、デザ
イン、使い方全てにおいて「シンプル」を追求したモデルです。
台所用品売場にて販売
（日本橋・新宿・横浜・玉川・大阪・京都）
※横浜店は洋食器売場にて販売

～おうち時間に、香りのやすらぎを～
「山田松香木店」 kioka 電子香炉（ブラック、ホワイト、レッド）
16,500 円（税込）
店頭・WEB 販売
心やすらぐ香木の優雅な「和」の香りを生活の中に。初めて香り
を楽しまれる方から、本格的に聞香をされる方まで、手軽に使える
電子香炉です。灰や炭を使わずにお使いいただけます。
和雑貨売場にて販売 （日本橋・新宿・横浜・大阪・京都）
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～おうち時間で料理に目覚めた男性にも！“家事男子”にもオススメのキッチン用品～
「ル・クルーゼ」ココット・エブリィ 18
（数量限定カラー ディープティール） 22,000 円（税込）

店頭・WEB 販売

発売以来大ヒットの、日本人のライフスタイルに合わせて開発され
た鋳物ホーロー鍋。料理後にそのまま食卓に出せるデザインも魅力。
ご飯を炊くをヒントにしたフォルムは、お米を炊くにはもちろん
煮物や揚げ物にもオススメです。
台所用品売場にて販売 （日本橋・新宿・横浜・玉川・柏・高崎・大宮・
岐阜・大阪・堺・泉北・京都・洛西・岡山）

～命はないのに、あたたかい。愛されるために生まれてきた LOVOT（らぼっと）～
「LOVOT ソロ」（LOVOT１体+ネスト）329,780 円（税込）
「LOVOT デュオ」（LOVOT 2 体+ネスト）637,780 円（税込）

店頭販売のみ

“役にたたない、でも愛着がある” 最新テクノロジーが搭載された
新しい家族型ロボット。
LOVOT との暮らしは、人の気持ちをやさしく揺さぶり、幸せな
気持ちで満たしてくれる。愛するちからを引き出し、明日に向かうエ
ネルギーをくれる。
ロボティクススタジオ売場にて販売（新宿・大阪）

② 「新しいワークスタイル」
通勤しないテレワークの働き方が増えるとともに、リモートファッションやお役立ちグッズとして、新たな働き方を
楽しむアイテムを取りそろえました。
～ケースを開けば、そのまま作業スペースに！～ 店頭・WEB 販売
「マキャベリック」2WAY パソコンクラッチバッグ
（再生ポリエステル）16,500 円（税込）※髙島屋限定販売
上部に持ち手が収納され、ブリーフケースとしても使用可能。
パーテーション（左右 6 ヵ所のポケット付き・取り外し可能）
を広げれば、作業スペースをつくることができます。
フリーアドレスやテレワークのお役立ちグッズです。
紳士鞄売場にて販売 （日本橋・新宿・横浜・大阪・京都）

～“自分の好きな高さ”でＰＣワーク！～
「Freedesk」デスクライザー ライトコンパクト
店頭・WEB 販売
42,900 円（税込）
約 58×39×2.2 ㎝ 高さ調整：最高 34.5 ㎝ ～ 最低 16.5 ㎝
高さを 9 段階に調節できる、机の上に乗せて使う昇降デスクな
ので、自宅のローテーブルやダイニングテーブルが、PC 作業の
しやすいデスクにチェンジ。また、立ったままの PC ワークの高
さに調整して、スタンディングワークもできるので、座りすぎを
防ぎ、運動不足解消にも役立つ画期的なアイテムです。畳むとわ
ずか 2.2 ㎝幅の隙間にコンパクトに収納ができます。
家具売場にて販売（新宿）
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～コーディネートの幅がアップ！～
「タカシマヤ」シルクスカーフ 各種

店頭・WEB 販売

・写真左）6,600 円(税込) 約 66 ㎝×66 ㎝
・写真中央）8,800 円（税込）約 88 ㎝×88 ㎝
・写真右）6,600 円（税込）約 66 ㎝×66 ㎝
万能サイズのシルクスカーフは首まわりを明るく、華やかにす
るだけでなく、ヘアアクセサリーとしてもアレンジできるので、
オンラインミーティングのアクセントとなる“新しいファッシ
ョン”アイテムとしてオススメです。
婦人洋品売場にて販売（日本橋・新宿・横浜・玉川・大阪・京都）

③ 「デザインやアートを、おうちで楽しむ」
芸術の秋を、“デザインのある暮らし”で楽しめるアイテムを取りそろえました。
店頭・WEB 販売
～お部屋がお気に入りの美術館に！～
「Meural」スマートアートキャンバス（4 色・27 インチ）
ブラック・ホワイト 146,080 円（税込）
ダークウッド・ライトウッド 157,080 円（税込）

その日の気分や、時間帯、部屋の雰囲気に合った写真や絵画を飾るこ
とができるデジタルキャンバス。100 点の作品の中から選択でき、
本物の絵画の色使いや色彩を精緻に表現。さらにサブスクリプション
サービス（メンバーシップへの加入）で 3 万点以上の絵画作品を鑑賞
できます。
ギャラリー ル シック売場にて販売（日本橋）
～楽曲の歌詞が、オシャレなインテリアに！～
「COTODAMA」リリックスピーカー・キャンバス
181,500 円（税込）
店頭・WEB 販売
再生した楽曲の歌詞が、スクリーンに浮かびあがって楽しめるスピ
ーカー。COTODAMA は日本発のブランドで、対応楽曲は 240 万曲
以上。Wi-Fi を使い、対応アプリから再生するだけの簡単操作です。
※店頭では 9/30（水）～10/27（火）の販売
※WEB では 9/30（水） 10 時より販売
ギャラリー ル シック売場にて販売（日本橋）

～IoT で簡単に自宅でのオン・オフタイムを、香りでチェンジ！～
「Scentee Machina」クアトロ（ルームディフューザー・本体）
65,780 円（税込） 専用フレグランス 各 8,778 円（税込）

店頭・WEB 販売

スマートフォンアプリから香りの切り替えが可能な、世界初の IoT
ルームディフューザー。4 種類の香り（4 本のボトル）で、時間帯や
気分に合わせて香りを楽しめます。本体内蔵ライトでボトルが光り、
ほのかな光でお部屋を演出いたします。
※専用フレグランスの香りのラインアップは 14 種類。
※専用フレグランスは 1 種類ずつ別売りです。
※ルームディフューザーは 1 本タイプ（21,780 円・税込）もあります。
※店頭での販売は 10/13（火）まで。
ギャラリー ル シック売場にて販売（日本橋）
-3-

“五感で目覚める”新感覚のコーヒーメーカー
「The Barisieur」（バリシーア）目覚まし時計付きコーヒーメーカー
（ホワイト・ブラック） 74,580 円（税込）
店頭・WEB 販売
就寝前にタイマーをセットし、起きる時間に合わせて淹れたての
コーヒーが出来上がる、目覚まし時計と一体になったコーヒーメーカ
ー。シンプル＆モダンなデザインはインテリアとしても秀逸です。
ベッドサイドで、泡立つ水の「音」と、淹れたてのコーヒーの「香り」
で目覚めさせてくれるので、一日のスタートをリラックスした朝から
始められます。
※日本にて髙島屋先行販売
ギャラリー ル シック売場にて販売（日本橋）

④ 「おうちで、ヘルス＆ビューティーケア」
おうちにいながら簡単ジムエステを楽しめたり、ヘルスケアのアイテムを取りそろえました。

～水の力で体幹を鍛える～
「NOHrD」オーメボード 62,700 円（税込）

店頭販売のみ

サスティナブルな森林から厳選された木材を使用し、
デザインも
スタイリッシュでインテリア性の高いフィットネス器具。
水の要素を追加した新しい形のバランスボードは、
アンバランス
な水のゆらぎと反動から、
インナーマッスルとバランス感覚を鍛
えることができます。
※9/29（火）までの販売
ギャラリー ル シック売場にて販売（日本橋）
～おうちヨガを、楽しく快適に～
「麗しのタオル」ヨガマットタオル ボタニカル 4,400 円（税込）

店頭・WEB 販売

ヨガマットの上に敷けるサイズのタオルは、汗を吸い取り、滑り
にくくするスグレモノ。おうちでのヨガも、華やかな柄で気分も
上向きに。
バストイレタリー売場にて販売 （日本橋、新宿、横浜、大阪、京都）

～自分でつくる除菌・消臭スプレー～
ジアポケット 18,480 円（税込）180 ㏄、9.7×26 ㎝

店頭・WEB 販売

必要なのは、家庭にある水と塩だけ。スイッチを押すだけの簡単操
作で、約 3 分で除菌・消臭スプレーが完成。
トイレやタバコの消臭はもちろん、衣類、キッチンなど幅広いシー
ンでご利用いただけます。
家電売場にて販売（日本橋、新宿、大阪）
家具売場にて販売（横浜・京都）
メゾン・エ・ターブルにて販売（玉川）
台所日用品売場にて販売（大宮・柏・高崎・岐阜・岡山）
以上
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