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2022年11月 

 

髙島屋オンラインストア「ブラックフライデー」 

限定品からお得なプライスまで特別な5日間！ 

ラインアップは厳選 約1500点 

デパ地下グルメや有名ブランド、特別な体験プラン、マイホームまで！  
 

2022年11月23日（水）午前10時～11月 28日（月）午前10時まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙島屋オンラインストアでは、クリスマスや年末商戦をさらに盛り上げるイベントとして、「ブラックフライデー」を 

初めて開催いたします。これからボーナス商戦を迎えるにあたり、購買意欲の高まるシーズンに向けて、お得なプ

ライスでご提供する日用品・食料品をはじめ、百貨店ならではのラインアップとして希少価値のあるモノ・コト企画な

ど、様々なアイテムを約1,500点取り揃え、“特別な5日間”をお客様へお届けいたします。 

 

 展開商品、品揃えのポイント  

・【やっぱり人気！食料品】  

物価高が続くなか、お得な特別提供品を豊富にご用意。 

・【特別な体験！超夢企画】  

モノだけでなく、「コト企画」も。特別な体験をご提供するプランや、特別価格のメニューをご用意。 

・【インポートブランドも充実】 

円安による価格影響を受けやすいインポートブランドも、特別価格で手に入るチャンス。 

・【百貨店だからこその幅広いラインアップ】 

定番アイテムのみならず、呉服や宝飾など、希少品も含めた“百貨”な品揃え。 
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 展開商品 一例   ※売り切れ次第、販売終了となる場合がございます。 

【やっぱり人気！食料品】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左） 「中島水産」 トゲズワイガニ 5,400円（税込み） 

カニ身の繊維が細く、優しい甘みが特徴のトゲズワイガニ。ブラックフライデーの特別なお買得価格にてご提供いたし

ます。（ロシア産トゲズワイガニ肩 約2kg） 

中央） 「ゴディバ」 2022ブラックフライデーハッピーバッグ3,240円（税込み）  

チョコやクッキーなど人気の商品を詰め合わせた髙島屋限定のセット。トートバッグ付き 

右） 「タカシマヤオリジナル」 国産牛肉缶詰8缶入セット 4,860円(税込み) 

国産牛を使用した「ビーフシチュー・コンビーフ・大和煮」の3種類を詰め合わせました。 

下） 「聘珍樓」 飲茶&汁あり担々麺セット 3,996円（税込み） 

「聘珍樓」からお買得のセットをお届け。定番人気の肉まん・干し貝柱入り焼売に、 

もっちり点心3種、濃厚な練り胡麻とピーナッツの香り豊かな、辛さがくせになる汁

あり担担麺をセットしました。冷凍保存でご自宅で好きな時に飲茶を楽しんでいた

だけます。（お届け時期： 12月9日～11日） 

 

 

 

【特別な体験！「超夢企画」】 
髙島屋オンラインストアブラックフライデー期間だけの特別プランや、特別料金で体験できるプランを、「超夢企画」とし

てご用意しました。 

 

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜  

【抽選販売】 ザ・カハラホテル&リゾート 横浜 宿泊ギフト券 

（アフタヌーンティー・ご朝食付き）  

85,800円 （消費税・サービス料・宿泊税込み) 

【内容】  

予約困難な人気のアフタヌーンティーをお楽しみいただいたうえ、ご宿泊いた

だく特別プランです。記念日としてもお使いいただけるサプライズ演出も承り

ます。 

■2023年1月～６月末日までの平日のご宿泊にご利用いただけるチケットを

抽選で３組様に販売。 

※１月１日～３日、４月29日～５月７日は対象外となります。 

※ご予約はお客様より直接宿泊施設にお申し込みいただきます。 

■ザ・カハラ グランド ハーバービュー（キング/ツイン） 2名様利用 3室限定 

■お客様のご要望をカハラホテル横浜、横浜髙島屋双方のコンシェルジュがお

伺いし、サプライズ演出プランの提案・ご相談を承ります。 

※上記価格には、カハラホテル横浜でのご宿泊・アヌタヌーンティー・ご朝食が含まれています。それ以外の演出（客室

装飾、プレゼント、アフタヌーンティー・ご朝食以外のお食事など）は有料となります。 
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帝国ホテル 東京   

ラ ブラスリー2種のメインを味わう帝国ホテル伝統のフルコース（ランチまたはディナー）食事券 

11,800円（消費税・サービス料込み） 

【内容】 

「帝国ホテル伝統のフルコース」をご堪能いただけるチケットを、髙島屋オンライン

ストアブラックフライデー期間だけの特別価格で。 

※ご利用期間は、2023年3月31日まで（2022年12月23日～25日、2022

年12月31日～2023年1月3日を除く）。 

※帝国ホテル伝統のフランス料理〈ラ ブラスリー〉のランチまたはディナーのいず

れかで 1回限り有効。 

※お食事に際しては、お客様による〈ラ ブラスリー〉へのご予約申し込みが必要で

す。 

※食事券は、1名様分のメニュー内容・価格です。 

 

帝国ホテル 東京  

【先着10組限定】 スイートペア宿泊ギフト券 315,000円（消費税・サービス料・宿泊税込み)  

【内容】 

日比谷公園に面したパークビュー コーナースイート（115 ㎡）にお泊りい

ただけるチケットを、髙島屋オンラインストアブラックフライデー期間だけ

の特別価格で。帝国ホテル 東京の「スイート」で贅沢な時間をお過ごしく

ださい。 

※チケット 1枚につき、1室2名様ご利用可能です（1泊朝食付き）。  

※ご利用期間は、2023年1月4日～3月17日の平日・日曜日限定 

（1月8日を除く）。 

※先着10組限定。 

※ご宿泊に際しては、お客様による帝国ホテル 東京へご宿泊予約申し込

みが必要です。 

 

 

三井ホーム  

【抽選販売】 「セレクトR」 HaKuA style 販売価格 税込み2,695万円 

【内容】 

シンプルでモダンな「白」が印象的な外観デザインの三井ホームの

HakuA。シャープなフォルムが織りなす、洗練された都市型スタイルの住

まい。三井ホームのセレクトRでは、HakuAを含む7つの外観スタイル

からご選択頂けます。 

※1世帯につき 1回限りのご応募とさせていただきます。複数応募の場合  

は無効とさせていただきます。 

※ご当選の方には三井ホームから直接お電話にてご連絡させていただき

ます。 

※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に建築予定地をご用意されている方

に限らせていただきます。（島部・山間部は除く）価格は建物本体工事の価

格となります。 

※表記価格は東京都での本体価格です。また、プランにより価格が変動いたします。 

※価格は建物本体のみ。限定5棟。 

※延べ床面積 27.04坪 
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【インポートブランドも充実！】 
洋酒 

【先着1本限定・東京２３区限定お届け】 「グラハム・ヌ・ウープリ1882年」  1,188,000円（税込み） 

130年以上の熟成を経た、世界で656本のみ限定発売の究極のポートワイン。 

『グラハム・ヌ・ウープリ1882年』は、グラハム社を所有するシミントン・ファミリー秘

蔵の樽から瓶詰めしたスーパープレミアム・ポートワインです。 

3樽のみ保存されていた 1882年ヴィンテージから、1樽分の 656本のボトルが

製造されました。1882 年は、シミントン・ファミリーがポルトガルに移住した記念す

べき年でもあります。このように単一の収穫年で、かつ130年以上の樽熟成を経た

ポートは殆どほかに例がない大変希少なものです。130年以上の熟成を経て、なお

一層輝きを増すオレンジがかった黄褐色の色調と、豊潤な香り、深みのある複雑な

味わいが特長です。期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

ゴルフ用品 

「スコッティ・キャメロン」 ゴルフクラブ ツアーMasterful スーパーラット１  

税込1,375,000円 

スコッティキャメロンのパターは世界中で多くのツアープロ達が愛用。30 以上のメジャ

ー大会を含む数々の優勝に貢献してきたパターです。革新的な製造方法や新素材を用

いて、芸術品でありながら実用的なパターデザインを常に考え、作り続けてきた伝統が

あります。世界のトーナメントで活躍するトッププロだけのものではなく、全てのゴルファ

ーに向けて作られています。 

※価格訴求品ではなく、オンラインストアで5日限定で特別に販売する商品です。 

 

 

婦人雑貨 

「UGG®」  髙島屋限定モデルCLASSIC MINI SNOWLEOPARD 

15,840円（税込み） 

UGG○Rの定番ClassicMiniⅡをメタリックなレオパード柄でアップデート。 

アッパーにはラグジュアリーで柔らかいツインフェイスシープスキン使用。 

定番の履きやすさはそのままに、輝きと質感のあるプリントで大胆さをプラスしました。 

期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

 

「海外有名ブランド」 ストール 14,630円（税込み） 

人気海外ブランドのストールを期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

 

 

 

 

アウトドア用品 

「コールマン」 アテナ トンネル２ルーム／ＬＤＸテント ＆ マットセット ＆ ＣＰインフレーターマット／Ｗセット 

131,780円（税込み） 

ひさし機構でワイドな空間を実現。アルミフレームとリップストッ

プファブリックを使用した強度抜群のトンネル型2ルームテン

ト。テントの下に敷くシートと、テントの中に敷くマット、さらに厚

さ5センチで快適な寝心地を実現するマットを2枚組でセッ

ト。家族でのテントデビューにおすすめです。期間限定で、特別

価格でご提供いたします。 
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「ロータスグリル」 （お試し炭付き） 1８,０００円（税込み）  

※レギュラーサイズ（３～４人用）  

ロータスグリルは、「煙」と「着火」という、これまでの炭火BBQにはつきものだった2点

を解消した炭火コンロです。内部に電池で駆動するファンがあり、空気を炭に直接吹き

つけることで、すばやく炭に火がつき、より効果的に燃えます。送風量コントロールスイ

ッチを回すことで火力の調節が可能です。容器は火が燃えていても外側が熱くならない

二重構造。また、インナーボールと網は、食器洗浄機にも対応していますので、お手入れ

も簡単です。期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

 

 

 

【百貨店だからこその幅広いラインアップ！】 
振袖 

お仕立て上り振袖3点セット １２０，０００円（税込み） 

友禅振袖と袋帯、長襦袢をセットにしました。お仕立て上がりなので、すぐにご着用

いただけます。成人式や卒業式、パーティなど様々なシーンでご着用いただける 

デザインの振袖です。期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

 

 

呉服 

【先着２名様限定】 オートクチュールきものをオーダーして「第46回 日本アカデミー賞授賞式」を見に行こう!!  

2,200,000円（税込み） 2名様限り 

きものの老舗「千切屋」が作る世界で一枚だけのきものをフルオーダーいただけます。 

また特典として、2023年 3月開催の「第 46回 日本アカデミー賞授賞式」のお席をご用意。特別な１日をお楽しみく

ださい。（授賞式のご招待席は2名様分ですが、オートクチュールきもののオーダー制作は１名様分のみです） 

※新宿髙島屋 11階 呉服サロンにて打ち合わせを3回程度予定しております。 

※制作きもの：振袖・訪問着のいずれか （２２０万円相当） 

※納期は図案・配色確定後約3か月 

【第４６回日本アカデミー賞授賞式 （お食事付） について】 

■定員：２組限り （1組2名様まで）  ■日程：2023年3月10日（金） グランドプリンスホテル新高輪 

 

 

 

美術品 

「彦十蒔絵 若宮隆志」 油滴天目蒔絵  1,100,000 円（税込み） 

漆芸家として作品発表を行う傍ら、塗師や蒔絵師といった一つの職分にとどまらず、

伝統的な意匠や文様の継承を考えながら新しい作品を企画し、それにふさわしい 

職人を組織する「彦十蒔絵」のプロデューサーとしても活動している、若宮隆志先生

の作品です。 

※価格訴求品ではなく、ブラックフライデーに合わせてオンラインストアで販売開始

する商品です。 
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ランドセル  

22，000円（税込み）均一 

髙島屋オリジナルのランドセルほか、人気のブランドモデルも取り揃え、 

22,000円均一にて販売いたします。 

※オンラインストアで 12月末まで販売。売り切れ次第販売終了。 

 

 

 

 

紳士雑貨 

「マウリツィオ バルダサーリ」 マフラー 

6,600円（税込み）  

男女問わず使いやすい無地のカシミヤ 100％のマフラー。 

大判サイズなので様々なスタイルで楽しめます。 

期間限定で、特別価格でご提供いたします。 

 

 

 

 

宝飾・時計 

アコヤパールネックレス＆イヤリングセット 165,000円（税込み） 

上質なパールを5日間限りの特別価格で。8mmアップの大粒アコヤ真珠が胸元とお顔

回りを華やかに彩ります。光沢（テリ）にこだわった上質なパールネックレス＆イヤリングを

セットでお届けいたします。 

 

 

 

 

CASIO 「G-SHOCK」 FROGMAN 30TH ANNIV. 77,000円（税込み） 
G-SHOCK MASTER OF Gの中で、ISO規格200m潜水用防水機能を持つ本格ダイ

バーズウオッチ「FROGMAN（フロッグマン）」の30周年を記念し、二代目FROGMAN 

“DW-8200”を復刻したスペシャルモデル。今回は、環境負荷の低減を目指し

FROGMANシリーズでは初のバイオマスプラスチックをベゼルとバンドに採用。更に

DW-8200の文字板形状をより忠実に再現したソーラーパネルを新たに開発し、タフソー

ラーを搭載しました。また、FROGMAN30周年の特別なデザインをチタンケースの裏蓋

に刻印し、バックライト点灯時にも浮かび上がります。 

※価格訴求品ではなく、オンラインストアで5日限定で特別に販売する商品です。 

 

 

 

以上 


