
157503WZBhg
［オーボンヴュータン］
レ・ドゥスー・ドゥ・
フランス
（ヴィジタンディーヌ×3、
カレアルザシアン×2、
ドフィノワ×2、ガトーブルトン×2、
ペイザンヌ×3、ガレットブルトンヌ×2、計6種14個入）

4,234円〈200点限り〉　賞味期限：常温で14日

157511WトエBCfhg

［オーボンヴュータン］ソーセージ詰合せ
（粗挽きソーセージ、ハーブ入粗挽きソーセージ、スモーク
ソーセージ 3種各2本、計6本入）

3,359円〈100点限り〉
賞味期限：冷蔵で10日
※承り日より10日後以降の
お届けとさせていただきます。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

香ばしいヌガーやくるみの焼菓子など、
本場フランスの製法を守るおいしさが
勢揃いです。

●5月31日（木）57月16日（月・祝） 
●日本橋髙島屋 8階 ばらのギフトセンター 
※最終日7月16日（月・祝）は午後6時閉場。

夏においしい「粋」な味で、
あの方へごあいさつ。

「東京」のグルメが集結。
トップクラスの味わいをぜひ。

158003WZBhg
［オーボンヴュータン］
レ・ドゥスー・ドゥ・フランス
（ガレットブルトンヌ×3、ドフィノワ×4、
カレアルザシエン×2、ピエモンテ×2、
ヴィジタンディーヌ×2、ペイザンヌ×2、計15個）

4,677円　賞味期限：常温で14日

hg

5月16日（水）午前10時から8月8日（水）午前10時まで
※一部の商品は5月23日（水）午前10時からの販売となります。
※一部早期に終了する商品がございます。

158020XトBhBCg
［西洋菓子 しろたえ］しろたえ 夏の焼菓子ギフト
（パウンドケーキ×2、ガトーオランジュ×2、マドレーヌ×4、フィナンシェ×2、キャラメルバナーヌ×2、
ジンジャークッキー〈レモン・チョコ〉各1、フルーツゼリー3種各1、計17個）3,950円 賞味期限：冷暗所で14日

158054WZAg
［銀座 菊廼舎］登録商標 冨貴寄 夏色缶オリジナルセット
（夏色缶210ｇ、赤小丸缶〈髙島屋オリジナル永遠の薔薇〉90ｇ、青小丸缶80ｇ）4,428円

小さくて可愛らしい江戸和菓子を約30種類詰めた、
［銀座 菊廼舎］の代表銘菓。夏らしいデザインの缶
に入った、日本橋髙島屋限定のセットです。

新潟県産「魚沼コシヒカリ」や北海道産「鶴の子大豆」、
沖縄県産「石垣の塩」など吟味した素材で仕込みました。

158046WZBg
［文明堂 東京］逸品カステラ１Ｂ号（1本〈約485g〉）
3,780円 賞味期限：常温で14日 ※オンラインストアでは5月23日（水）午前10時からの販売

しっとりした口当たりと上品な甘みの調和がお楽しみいただける
カステラ。木箱には、日本橋髙島屋の店舗イラストがデザイン
されています。 158127WZTg

［郡司味噌漬物店］限定味噌「求福」（800g）
5,400円《250点限り》 ※6月中旬以降のお届けとなります。

158119XホXEdAfg

［肉卸小島］国産仔牛のローストビーフ
（ローストビーフ300ｇ、赤ワインソ－ス100ｇ）7,560円《100セット限り》 賞味期限：冷凍で365日

仔牛肉のおいしさを探求する［肉卸小島］。
国産仔牛のロース肉で作ったローストビーフ
と赤ワインソースをセットに。

158038WトBBAg
［レストラン キャンティ］ミックスクッキー
（チョコレートクッキー×14、レモンクッキー×28、計42個）4,104円 賞味期限：冷暗所で60日

各界著名人が愛する名店、レストラン キャンティ。
ナッツがアクセントのチョコレートクッキーと爽やか
な風味のレモンクッキーをセットに。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

さまざまな栄養素を含みヘルシーな「ナッツ」の専門店。
フレーバーナッツやドライフルーツをアソート。

158062WZA
［小桜］《日本橋髙島屋限定》きさかた ゆめじ（細口）
（小分け16袋）2,376円

158070WZGg
［nuts tokyo］ナッツとドライフルーツ詰合せ
（nuts tokyo mix〈100g〉、フレーバーナッツ〈アールグレイ・スモーククルミ・カリーココナッツ・キャラメルバナナ〉各50ｇ、
季節の限定フレーバーナッツ〈50g〉、ドライフルーツmix〈100g〉）5,400円 賞味期限：常温で21日
※写真はイメージです。季節の限定フレーバーナッツは時期により内容が変わる場合がございます。

細かい小枝のような形に、胡麻風味の甘みがたまらない。
小桜を代表する「ゆめじ（細口）」を食べ切りサイズの
セットにしました。

日本橋
髙島屋
限定

158135WトXBCfg

［日本橋 小洞天］小洞天 ギフトセット
（ポークシュウマイ×10、カニシュウマイ×４、吊るし焼豚×１、にくまん・あんまん×各２）5,400円 
賞味期限：冷蔵で6日

日本橋で70余年続く［日本橋 小洞天］
オリジナルのシュウマイをはじめ、おすすめ
のおいしさを贅沢に詰め合わせました。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

東京ブランド特集     マークのついた商品は髙島屋オンラインストアでも承ります。

詳しくは

※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。
※写真は調理・盛り付けの一例です。器類は商品に含まれておりません。
※商品パッケージが一部変更になる場合がございます。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

香ばしいくるみやアーモンドを使った
焼菓子など、本場フランスの製法を守る
おいしさが勢揃いです。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

158160WZMg

［山本山］
日本橋デザイン缶 焼海苔・味付海苔詰合せ
（焼海苔〈8切50枚〉・味付海苔〈8切50枚〉×各2缶）3,240円
※オンラインストアでは5月23日（水）午前10時からの販売

有明海産の焼海苔と、特製のタレで作った味付
海苔の詰め合わせです。日本橋をデザインした
オリジナルの缶にお入れしました。

158151WZMg

［山本海苔店］
日本橋店「重要文化財記念商品」焼海苔・味附
海苔詰合せ（焼海苔・味附海苔×各22袋詰〈8切5枚〉）
3,240円 ※オンラインストアでは5月23日（水）午前10時からの販売

日本橋
髙島屋
限定

有明海産の焼海苔・味附海苔を、日本橋髙島屋
柄の缶に詰めました。香ばしさと甘み、海苔の
もつおいしさをお楽しみいただける一品です。

158089WトBBAg
［パティスリー1904］1904夏のおすすめギフト
（しまなみレモンケーキ×4、ガレットオランジェ×4、マドレーヌ・ダコワーズ・
フィナンシェショコラ・ケークオルージュ各1、計12個）
3,640円 賞味期限：冷蔵で20日

158097WZBg
［パティスリーISOZAKI］
ISOZAKIサマーギフトA
（プチゼリー〈苺・オレンジ・グレープ・メロン・白桃・グレープフルーツ〉各1、
サワークリームマドレーヌ×8、計14個）4,050円 賞味期限：常温で30日

日本橋浜町のパティスリー
がおくる、色とりどりのゼリー
や焼菓子。シェフ自ら厳選
した良質な素材を使用して
います。

158100WZBg
［シュークリー］
シュークリーサマーギフト
（マドレーヌ×3、ダッコワーズ×3、フィナンシェ×2、ディアマンショコラ×1袋、
ロメオ×1袋、フルーツゼリー4種各1）4,050円 賞味期限：常温で20日

日本橋人形町と神田に店
を構える人気の洋菓子店。
マドレーヌやダッコワーズ
などの焼菓子やゼリーを
詰め合わせました。

日本橋
髙島屋
限定

元禄12年に日本橋で創業した
［にんべん］。熟成を繰り返した
本枯鰹節を、独自の製法で
口当たりまろやかに削りました。
158178WZLg
［にんべん］《日本橋髙島屋限定》
化粧箱入フレッシュパック詰合（鰹節フレッシュパック2.5ｇ
×14袋×2箱、だしパック〈かつお・昆布〉10ｇ×8袋×1箱）3,240円

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

東京
ブランド
特集

日本橋
髙島屋
限定

連日行列のできる、あなご専門店の看板商品。国産
あなごにこだわり、江戸前寿司職人が丁寧に仕上
げたこだわりの詰め合わせです。
158143WハXEcCfg

［日本橋玉ゐ］ふっくら煮あなご・佃煮の詰合せ
（あなご〈国産・40ｇ×3〉×2パック、つめだれ〈10ｇ×3〉×2パック、あなごの佃煮100ｇ）6,480円 賞味期限：冷蔵で7日
　

定番のマドレーヌやフルーツゼリーをはじめ、夏のティー
タイムにおすすめの焼菓子を詰め合わせました。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

フランス洋菓子界の第一人者としても
知られる［オーボンヴュータン］の河田
勝彦シェフ（写真中央）。長男の河田薫氏
（写真左）が洋菓子を、次男の河田力也
氏（写真右）が惣菜を手がけています。

158011WトエBCfhg

［オーボンヴュータン］ソーセージ詰合せ
（粗挽きソーセージ、ハーブ入粗挽きソーセージ、
スモークソーセージ 3種各2本、計6本）
（ソーセージ1本当たり約長さ15×直径3㎝）

3,359円《100点限り》
賞味期限：冷蔵で10日
※承り日より10日後以降の
お届けとさせていただきます。

爽やかな風味と可愛い
ルックスで人気の「レモン
ケーキ」や、「ガレットオ
ランジェ」などの焼菓子を
セットに。

高島屋お中元



※写真はイメージです。

※消費または賞味期限は製造・加工日を基準に、クール便配送の商品はすべて、その他の商品については30日以内のものを
記載（一部生鮮品・アイス・アイスクリームなど一部商品を除く）しています。商品到着後の日持ち期限は、配送日数などにより異
なりますので、あらかじめご了承ください。※お早めにご注文いただいた場合でも、7月のお届けなど、お届け期間（一部商品を除く）
をご指定いただけます。詳しくは係員におたずねください。
gマークのついた商品は髙島屋オンラインストアでもお買い求めいただけます。
http://www.takashimaya.co.jp/summergift/
■「TOKYO粋な味わいギフト」オンラインストア承り期間／5月16日（水）午前10時から8月8日（水）午前10時まで
※一部の商品は5月23日（水）午前10時からの販売となります。※一部早期に終了する商品がございます。
※詳しくはWEBサイトをご覧ください。

BHマークの商品は、クール配送料金がかかります。EcEdマークの商品は、
商品代金に配送料金が含まれています。いずれも、他の商品との抱合せ・弔事のご用途はご容赦ください。
マークのない商品は、通常の配送料金を頂戴いたします。fマークの商品の二重包装はご容赦ください。
商品により、一部配送除外地域がございます。X・Wマークの商品は、タカシマヤプラチナデビットカードは10%
（※1）、タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカードは8％、タカシマヤセゾンカードは2％、タカシマヤポイント
カードは1％のポイントがつきます。Fマークの商品は、タカシマヤプラチナデビットカードは3%（※1）、その他
のタカシマヤのカードは1%のポイントがつきます。
※1 デビット分（国内Visa加盟店での2%のポイント）はソニー銀行が提供しています。10%もしくは3%のポイントにはデビット分が含まれます。

※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。※写真は調理・盛り付けの一例です。器類は商品に含まれておりません。※商品パッケージが一部変更になる場合がございます。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※未成年者の飲酒は法律で禁じられております。【酒類販売管理者標識（2018年4月時点）】販売場の名称及び所在地：（株）髙島屋 日本橋店 東京都中央区日本橋2-4-1
酒類販売管理者の氏名：高玉 温子、酒類販売管理研修受講年月日：平成29年9月15日、次回研修の受講期限：平成３２年9月14日、研修実施団体名：東京小売酒販組合

スマホアプリ「高島屋カタログスキャン」
※アプリのダウンロードはGoogle Play・App Storeより「高島屋カタログスキャン｣で検索！

5月23日（水）午前10時58月8日（水）午前10時まで本カタログ 掲載商品の
アプリご利用期間

gマークのついた商品画像をアプリでスキャンするだけ！検索の手間をかけずに
髙島屋オンラインストアにアクセスできます。※一部お使いの機種により読み取りづらい商品がございます。

岐阜県産の蜂蜜からつくる
蜂蜜酢に、ウィリアム・シェイ
クスピア種のバラの花びらを
漬け込んで、香りを引き出
したデザートビネガーです。

158348WトEBAg
［EN TEA］ピュア グリーンティービールセット
（Green Tea IPA 330㎖×2、Houji Tea Stout 330㎖×2、
Green Tea Yuzu White 330㎖×1）4,320円
賞味期限：冷蔵で180日 醸造地：東京都

日本の茶葉ブランド
［EN TEA］と、東京
板橋に今年誕生した
ブリュワリーがコラボ
レート。新たな日本の
クラフトビールです。

158356WZGg
［オークスハート］
飲む国産蜂蜜と薔薇の酢 
（250㎖ 1本）7,560円

酒造りの技を活かし
た麹が、優しい甘みを
醸し出す「あまさけ」。
乳酸発酵させた味
わい爽やかなタイプも
ご用意しました。

158330WトDBAfg

［八海山］あまさけ・乳酸菌あまさけセット
（麹だけでつくったあまさけ825ｇ×1、乳酸発酵の麹あまさけ118ｇ×8）
2,787円 賞味期限：冷蔵で120日　

日本橋髙島屋厳選ギフト特集

●5月31日（木）57月16日（月・祝） 
●日本橋髙島屋 8階 ばらのギフトセンター 
※最終日7月16日（月・祝）は午後6時閉場。

夏においしい「粋」な味で、
あの方へごあいさつ。

※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。
※写真は調理・盛り付けの一例です。器類は商品に含まれておりません。
※商品パッケージが一部変更になる場合がございます。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

158232WトTHAg
［中村家］うに海宝漬 セパレートタイプ（うに海宝漬170ｇ×2）
3,888円 賞味期限：冷凍で90日、解凍後冷蔵で5日

いくらの醤油漬や酒蒸しホタテ、三陸産キタムラ
サキウニの焼きウニをのせた人気の海宝漬をセ
パレートタイプでご用意しました。

158224WホXEdAfg

［三代目むら上］鰻蒲焼・鰻屋の鰻おこわ詰合せ
（鰻蒲焼80ｇ×2、鰻おこわ100g×2、たれ・山椒・吸い物各4）6,480円 賞味期限：冷凍で180日

国産鰻を丁寧に焼き上げた蒲焼と、ふっくら炊
いたおこわと鰻を笹の葉で包んだ鰻おこわの詰
め合わせ。

158186XトBBAfg

［MAGIE DU CHOCOLAT（マジ ドゥ ショコラ）］
マジドカカオ・レモンケーキ詰合せ
（レモンケーキ×6、マジドカカオ〈ミルクピスターシュ・アーモンドクランチ・宇治
抹茶・ラムレーズン・メープルウォルナッツ・ミルクキャラメル・ビターオレンジ・
コーヒーブレンド〉各1、計14個）5,580円 賞味期限：冷暗所で30日

口溶けなめらかなショコラをクッキーで挟んだ
「マジドカカオ」と、夏にうれしいレモンケーキをセットに。

158194WフBEdAfg

［パティスリー モンシェール］
堂島アイスロール マルチカラーセレクション8個入
（堂島アイスロール〈黒蜜抹茶・ショコラベリー・マンゴーパインヨーグルト味・
ブルーベリーヨーグルト味・ピスタチオ・フルーツミックス・ショコラマロン・抹茶〉各1、計8個）5,292円

アイスをふんわり生地で包んだ堂島アイスロール。彩り豊か
にフルーツやソースで飾ったデコレーションタイプのみの詰
め合わせです。

158208WZBg
［グマイナー］バウムヴェレ（18個）3,240円 賞味期限：常温で30日
※オンラインストアでは5月23日（水）午前10時から販売

国内では日本橋髙島屋でのみお取り扱いして
いるブランド［グマイナー］から、トラディショナルな
「バウムヴェレ」を。やさしい甘さが魅力です。

昔ながらのアイスキャンディー
やカップアイスなど、［近江屋
洋菓子店］で人気のアイス
クリームやシャーベットを詰め
合わせました。
158216WホA
EdBfg

［近江屋洋菓子店］
夏のアイスセット
（アイスキャンディー〈ミルク×3・小豆×2〉、
カップアイス〈オレンジシャーベット×２・
夏のおすすめ×２〉、ソフトクリーム×2、計11個）
5,400円
※「夏のおすすめ」内容は出荷時期により
異なります。あらかじめご了承ください。
※誠に勝手ながら配達日のご指定はご容赦
ください。

日本橋
髙島屋
限定

158259WZGg
［山星島﨑］ゆず逸品（ゆず果汁濃縮ドリンク500㎖、ゆずぽん酢500㎖、ゆず七味23g、ゆずみそ150g、
ゆずこしょう50g、ゆずしぼり150㎖）5,400円

爽やかな香りが広がるゆず果汁ドリンクや、
ゆずの食感も楽しめるみそなど、風味豊かな
6品をひと箱に。

158240XホXEcAfg

［千駄木腰塚］コンビーフ＆ベリーハムセット
（自家製コンビーフ400ｇ、ベリーハム500ｇ 化粧箱入）5,660円 
賞味期限：冷蔵で30日 ※誠に勝手ながら配達日のご指定はご容赦ください。

素材本来の味わいを大切に、熟練の職人
がすべて手造り。自家製コンビーフとベリー
ハムの人気セットです。

日本橋
髙島屋
限定

158291WZEg
［サントリー］
ザ・プレミアムモルツ&ハイボール
&東京クラフト3種セット
（東京クラフトペールエール350㎖×4、ザ・プレミ
アムモルツ350㎖×4、角ハイボール350㎖×4）

3,240円　
醸造地：東京都

柑橘系の爽やかな香りと
心地よい苦味が魅力の
「東京クラフト」や、人気の
「角ハイボール」などを詰め
合わせました。

158305WZGg
［友桝飲料］ミニボトルセット
（スワンミニ95㎖×8、湯あがり堂サイダー95㎖×8、湯あがり堂蜂蜜れもん95㎖×8）3,672円

昭和初期から愛されるサイダーを復刻した「スワンサイダー」、「湯あがり堂」
シリーズ。お風呂あがりに至福のひとときを楽しめます。

158313WZDg
［あたごのまつ］
純米吟醸 2本セット
（純米吟醸 ひと夏の恋720㎖×1、
純米吟醸 ささら720㎖×1）3,834円
醸造地：宮城県

宮城県の蔵元が「究極の
食中酒」を目指して造り出
した日本酒。夏におすすめ
の純米吟醸2本をセットに
しました。

158321WZGg
［いわて銀河農園］
賢治のトマト 飲むトマトセット
（210ｇ×6）3,240円

地下約150mから汲みあげた
深層地下水で栽培された
“賢治のトマト”を1本につき
約11個使って作りました。
食塩不使用のジュースです。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

日本橋髙島屋
厳選ギフト特集

158283FホS
EcGfg

［晴富］
岡山県産清水白桃
（5玉）8,640円
お届け時期：7月末～8月上旬
（承り期間：7月31日（火）まで）
※誠に勝手ながら配達日の
ご指定はご容赦ください。

愛情を込めて育
てられた白桃は、
果肉がやわらかく
口の中でとろける
よう。みずみずしい
甘みをご堪能いた
だけます。

158267WホXEdAfg

［ブレジュ］お刺身のづけ ４種セット
（お刺身のづけ まぐろ50g×2、お刺身のづけ 真鯛50g×2、
お刺身のづけ ぶり50g×2、お刺身のづけ 紋甲いか50g×2）
10,800円《200セット限り》 賞味期限：冷凍で1年

風味豊かなごまだれで甘みを引き立た
せた天然真鯛のづけや、かつおだし
ベースのたれを絡めた天然まぐろの
づけなどおすすめの4種をセットに。

日本橋
髙島屋
限定

158275WトWHAfg

［丸赤］丸赤オリジナル詰合せ
（寒さば×1、真あじ×3、えぼ鯛×2、紅鮭〈中辛〉2切、しらす干し1袋、
いわしみりん干し1袋）5,400円 賞味期限：冷凍で20日

素材の鮮度に徹底して
こだわり、オリジナルの製
法で一夜干しに。丁寧に
干しあげて、旨味をぎゅっ
と閉じ込めました。

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

日本橋
髙島屋
限定

こだわり派も満足。
本格美味をセレクトしました。

5月16日（水）午前10時から8月8日（水）午前10時まで
※一部の商品は5月23日（水）午前10時からの販売となります。
※一部早期に終了する商品がございます。

     マークのついた商品は髙島屋オンラインストアでも承ります。

詳しくは 高島屋お中元

hg


