
みなさまへの感謝を込めて開催！

長年ご愛顧いただいたお客様から港
南台タカシマヤの思い出やメッセージ
を募集いたします。いただいたメッセー
ジは、自由通路側ウインドウに設置の
“メッセージボード”に掲示します。
※メッセージは一部ホームページにも掲載
させていただきます。※メッセージは専用の
用紙にご記入のうえ、備え付けの応募箱に
入れてください。

港南台タカシマヤ正
面玄関にフォトスポッ
トを設置しています。
港南台タカシマヤの
思い出として記念に
１枚。お手持ちのス
マホやカメラで撮影
できます。

■募集期間：8月7日（金）まで
■掲示期間：店頭8月16日（日）まで
タカシマヤホームページは12月まで（予定）

※写真はイメージです。 ※ 写真はイメージです。

記念撮影＠
港南台タカシマヤ
■8月16日（日）まで

E V E N T S

港南台タカシマヤは1983年10月1日（土）のオープン以来、
地域の皆様のご厚情により営業を続けてまいりましたが、
2020年8月16日（日）をもちまして営業を終了させていただきます。
長年にわたるご愛顧に心から感謝申しあげます。
8月16日（日）まで従業員一同、精一杯のおもてなしをさせていただきます。
最後までご愛顧賜りますようどうぞよろしくお願い申しあげます。

36年間、たくさんの笑顔をありがとうございました。 
港南台タカシマヤは
8月16日（日）に
営業を終了いたします。

港南台タカシマヤ
店長 浅野秀樹

港南台タカシマヤの思い出募集

港南台タカシマヤでもミニライブを開催した
ことがある［N.U.］が、港南台タカシマヤのた
めにオリジナルソングを作成。連日、毎時30
分に店内にて放送いたします。

港南台タカシマヤ
オリジナルソング by[N.U.]
「またね、いつの日か」

期間中、1レシート税込3,000円以上お買上げの
お客様、各日先着2,500名様に『ひまわりの種』を
進呈いたします。

■8月1日（土）531日（月） ■港南台バーズ1階 ドゥファッションプラザほか
■主催：港南台バーズ
港南台バーズと港南台タカシマヤがともに歩んだ36年間を振り返る
写真展を開催いたします。

お買上げプレゼント!
港南区の花「ひまわり」の種
■8月8日（土）・9日（日）・15日（土）・16日（日）
■引き換え場所：１階 特設カウンター

港南台バーズ主催「思い出をつなぐ写真展」
※レシート合算不可。※当日レシートのみ有効。※おー人様ー点限り。※なくなり次第終了。

港南台タカシマヤ

▲カラフルなアドバルーンの間に風船が舞い上がりました（1983年10月1日） ▲10月1日生まれの地元のお子さまとのテープカット（1983年10月1日）▲開店待ちのお客様は5,000人を超えました（1983年10月1日）

▲〈開店15周年記念〉紅白もちをプレゼント（1998年10月）▲〈港南台タカシマヤ〉開店のご案内状（1983年10月）▲〈リフレッシュオープン〉「ばらの花束」をチャリティプレゼント
（1995年4月）

▲〈リニューアルオープン〉開店を待つお客様
　（2006年4月）

▲〈開店20周年記念〉港南台オリジナル
「振袖ローズちゃん」（2003年10月）



〒234-8501 横浜市港南区港南台3-1-3  TEL（045）833-2211

横浜発の超人気店が港南台タカシ
マヤ開店当初の写真を掛け紙にし
たオリジナルの一折をご用意。

［崎陽軒］港南台髙島屋 ご愛顧
感謝弁当 1,100円
■          8月5日（水）516日（日）
■ 地階 崎陽軒　

ゴディバがお届けする深い味わいの贅
沢なチョコレートドリンクです。
［ゴディバ］ショコリキサー
タピオカ ダージリン 671円
あまおう 681円
ミルクチョコレート31% 631円
■          8月5日（水）511日（火）
■地階 催会場 ※最終日は午後7時閉場

通常は本店でのみ販売。鳩サブ
レーそっくりなチャーム付きです。
［豊島屋］豊島屋本店限定セット
（鳩サブレー5枚入〈本店限定パッケージ〉・
鳩三郎） 1,188円
※お一人様2点まで、100セット限り

■7月29日（水）58月4日（火）
■地階 豊島屋

人気のかにの玉子入りふかのひれ
と、酢豚・エビチリなど南国酒家伝統
の味から一品選べるセットにしました。
［南国酒家］王道セット  
 2,750円
■          8月5日（水）516日（日）
■地階 南国酒家

港南台タカシマヤの建物をモチーフにし
た、タオルメーカー［UCHINO］とのコラボ
レーションタオル。
タオル（約34×80㎝） 1,980円〈500点限り〉
■3階 タオル

港南台タカシマヤの建物の図柄入
りマグカップ。ホワイトカラーでご用
意しました。
マグカップ1,100円〈500点限り〉
■3階 タオル

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

ご来店の際は「マスクの着用、手指の消毒」をお願いいたします。また「混雑時の入場制限」「店内施設のご利用制限」をお願いする場合がございます。

※一部商品の納品遅れ・生産中止や、催し・イベント等が変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。※食料品の写真は調理・盛り付けの一例です。 ※商品に含まれるアレルギー物質につきましては、係員におたずねください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

①［有田焼］山茶花 焼物皿 1,650円
②［有田焼］青磁 唐草彫 銘々皿 825円
③［有田焼］角珍味鉢（赤・黄） 各440円
④［波佐見焼］ぶどう軽々マグカップ 1,650円
⑤［美濃焼］麻の葉 焼物皿 880円
⑥［有田焼］かぶ絵 小付 990円

［本牧館］食パン（1袋） 　　260円〈各日50点限り〉
［古市製茶］知覧茶「幸」2袋セット（100ｇ） 1,080円〈100セット限り〉
［谷口海産］天日干し ちりめんじゃこ（200ｇ）  1,080円〈100点限り〉
［福生ハム］感謝セット 1,620円〈各日20セット限り〉

これからも“髙島屋のお買物”を便利な宅配で。

●タカシマヤの各カードにつきましては、営業終了までの港南台店
でのご利用はもちろん、8月17日（月）以降も横浜店をはじめ、日本国
内の髙島屋の他、各種公共料金のお支払い等にも引き続きご利用
いただけます。
●交換可能なポイントにつきましては、お早めに「ポイントサービスお
買物券」と交換いただきますようお願い申しあげます。
●交換いただきました「ポイントサービスお買物券」には有効期限が

ございませんので、８月17日（月）以降も引き続き髙島屋各店にてご利用
いただけます。※一部ご利用いただけない店舗・商品がございます。
その他、お問い合わせにつきましては
8月16日（日）までは、
港南台店 3階 タカシマヤカードカウンター（代表電話：（045）833-2211）
8月17日（月）以降は、
横浜店 7階 タカシマヤカードカウンター（代表電話：（045）311-5111）

港南台タカシマヤから
2つのオリジナル
企画品を限定販売中。

生鮮食品やデパ地下ブランドの惣菜&スイーツ
〈髙島屋の食料品宅配〉 ローズキッチン
お電話またはWEBで注文できます。
・惣菜・青果 ・精肉・水産・和洋菓子・グローサリーなど

暮らしの雑貨とファッション
タカシマヤ通信販売
お電話またはWEBで注文できます。
・ファッション・リビング・食料品など

スマートフォンやパソコンから簡単注文！

高島屋オンラインストア 検索高島屋カタログ通販 検索ローズキッチン 検索

ご自宅用食料品宅配の「ローズ
キッチン」とファッション&雑貨・
食料品の「タカシマヤ通信販売」
なら、カタログから注文して、ご自
宅へお届け。髙島屋のお買物
が、もっと便利に簡単になります。

髙島屋オンラインストア
季節の贈り物や各種ギフトをはじめ、人気のフ
ード・スウィーツ、コスメ、インテリア、雑貨まで多
彩なアイテムが揃うショッピングサイト。

※品数に限りがございますので、
　売切れの節はご容赦ください。

■ 3階

各売場でのお買得品や限定品、うれしいプライスも豊富です。

これまでの感謝を総力尽くしてお届けいたします！

開催中！さよならセール

〈タカシマヤ友の会 会員様へのお知らせ〉 〈タカシマヤカード会員様へのお知らせ〉 
●髙島屋友の会「お買物カード」は、港南台店において、営業を終了

する8月16日（日）までご利用いただけます。8月17日（月）以降も、横浜店

をはじめ日本国内の髙島屋、ジェイアール名古屋タカシマヤ、髙島屋

オンラインストア・通信販売・ローズキッチン、髙島屋免税店

SHILLA&ANA（新宿タカシマヤ タイムズスクエア）にてご利用いただけます。

●お申し込み・お問い合わせ
　　  ® 0120-393-382 （午前9時～午後9時）

●お申し込み・お問い合わせ
　　  ® 0120-111-777 （午前9時～午後9時）

※写真はイメージです。

予告

予告

予告

和食器
産地直送
セール

※品数に限りがございますので、
　売切れの節はご容赦ください。

実演 

［かさの家］
梅ヶ枝餅（5個入） 651円
よもぎ入り梅ヶ枝餅（5個入）
〈限定販売〉 651円〈各日30点限り〉

ファイナル
バラエティー Part 1
■ 予告  8月5日（水）511日（火）
■ 地階催会場 ※最終日は午後7時閉場

ファイナル
バラエティー Part 2
■ 予告  8月12日（水）516日（日）
■ 地階催会場

港南台タカシマヤ

限定
販売

港南台タカシマヤ

限定
販売

港南台タカシマヤ
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港南台
タカシマヤ
新登場

※写真はイメージです。

36年間のご愛顧に感謝を込めた特別企画品を取り揃えて。


