
タカシマヤのクレジットカード・
ポイントカード会員様

タカシマヤカード《プレミアム》・タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカードは10％に、タカシマヤセゾンカード・
タカシマヤポイントカードは4％に。食料品、食堂・喫茶、ギフトサロン・催場はポイントアップ対象外とさせていただきます。特価品のお買上げ、2回払い・ボーナス払い・回数
指定分割払いはポイントアップ対象外とさせていただきます。ご優待率が10％のタカシマヤのクレジットカードはポイントアップ対象外とさせていただきます。 ●一部除外品がございます。詳しくは売場係員におたずねください。

ポイントアップ特別ご優待会
各階 

10月16日（水）
  520日（日）

実演

台湾直輸入のタピオカを使用
した、ミルクティーと杏仁ミル
ク。濃厚な杏仁の風味を楽し
める杏仁ソフトクリーム。

安定剤、乳化剤無添加の国産クリームチー
ズ、生クリーム、砂糖不使用のドライフルーツ
を素材に、甘味料を使わずに仕上げました。

北海道上川産鶏の新鮮な卵を
ふわっふわの玉子焼きにして、
しっとりとしたパンでサンド。

ステーキをのせた豪華弁当や
ホクホクのコロッケなど、米沢牛
の旨みをたっぷりと。
【米沢 琥珀堂】
山形県 米沢市門東町
米沢牛ステーキMIX弁当
（1折）2,700円
米沢牛コロッケ（1個）297円

【コガネイチーズケーキ】
東京都 小金井市東町
5ドライフルーツのレアチーズ
ケーキ（1個）422円

【ベイクド・コンフェ】北海道 札幌市東区
ふわふわタマゴサンド（1パック4切入）
681円

杏仁ソフトクリーム（1個）481円

【老舗 長榮堂】山形県 山形市印役町
左）ずんだチーズ大福・右）ずんだ生クリーム
大福（各1個）各281円〈各日各100点限り〉

【浅草梅園】
東京都 台東区浅草
きんつば（1個）216円

【小池菓子舗】
福島県 河沼郡柳津町
あわまんじゅう（10個）1,080円

【長崎本舗】
長崎県 長崎市畝刈町
特撰 和三盆カステラ
（10カット、290ｇ）972円
●カステラ切れ端（200g）
361円〈各日30点限り〉

【銀座 木村屋總本店】
東京都 中央区銀座
酒種五色（1袋）854円

【大阪玉出 会津屋】
大阪府 大阪市西成区玉出西
元祖たこ焼（小箱、12個入）580円

ラオリー

長崎水餃子
（冷凍・20個入）1,296円

からだにやさしい、
チーズケーキ。

このもちもち
食感がたまらない！

【三井楽水産】長崎県 五島市上大津町
五島鬼鯖棒鮨（1本）2,916円

【壺屋弁当部】愛知県 豊橋市北島町
いなり寿司（7個）580円

【岩崎本舗】長崎県 長崎市銅座町 
①長崎角煮まんじゅう（1個）401円
②角煮三種弁当（1折）1,674円〈各日30点限り〉
●長崎角煮弁当（1折）1,296円
●角煮きりおとし（180g）540円〈各日40点限り〉※お一人様2点限り

【レストラン蜂の家】長崎県 佐世保市日野町
カレーパン（1個）216円

【味の牛たん 㐂助】宮城県 仙台市青葉区
厚切り牛たん弁当 
しお味（1折）2,376円

【職人のからあげ 華鳥】
大分県 中津市金手
中津からあげ（1パック、350ｇ）
1,301円

【セラ・ルージュ】
大阪府 大阪市北区天神橋
いかやき（1枚）314円

新登場

① ②

■10月16日［水］522日［火・祝］ 
■6階 催場 ※最終日は午後5時閉場。

ご当 地グルメや 地 元 熱 愛 の 味が 、北 から、南 から大 集 合！

有名店の名物スウィーツも。 風土が育んだ、郷土色豊かなできたての味わい。

新登場

新登場 新登場

実演

実演

実演

秋のわくわくスタンプラリー
応募用紙に1スタンプを押印します。3つの催しすべてのスタンプを集めると抽選会にご参加いただけます。
※詳しくは売場係員におたずねください。※全国うまいもの展での応募用紙の配布はございません。

※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。※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がございます。※天候・交通事情等により、販売開始時刻が遅れたり、販売を中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。
※商品のご利用方法により税率が変更と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。

対象催し
京都展 
9月18日（水）524日（火）

終了しました 全国うまいもの展 
10月16日（水）522日（火・祝）

大北海道展 
10月30日（水）511月5日（火）

期間中、対象の催しで税抜1,000円以上お買上げのお客様に、

髙島屋
限定



営業時間：午前10時30分～
閉場30分前まで
※最終日は
午後4時まで

「東京ラーメンショー」でV５（2009～2012
年、2014年）を獲得。コクのある真っ黒い
スープは意外とあっさり。シコシコとした
中太麺との相性も抜群。

【麺家 いろは】富山県 射水市戸破
富山ブラック 味玉ら～めん
（1人前）951円

※未成年者の飲酒は法律で禁じられております。※妊娠中・授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。【酒類販売管理者標識（2019年10月現在）】販売場の名称及び所在地：（株）高崎髙島屋 高崎市旭町45、酒類販売管理者の氏名：井上 真美子、酒類販売管理
研修受講年月日：平成29年7月14日、次回研修の受講期限：令和2年7月13日、研修実施団体名：群馬県小売酒販組合連合会※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。※都合により、出品店舗・出品商品が一部変更になる場合がござ
います。※天候・交通事情等により、販売開始時刻が遅れたり、販売を中止する場合もございます。あらかじめご了承ください。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

■10月16日［水］522日［火・祝］ 
■6階 催場 ※最終日は午後5時閉場。

【味の明太子 ふくや】
福岡県 福岡市博多区中洲
味の明太子（100ｇ）1,080円

【おつけもの処 髙野】
大阪府 
大阪市天王寺区大道

泉州水茄子丸漬
（1個）584円

【一刀流まぎり】
北海道 札幌市東区
手切りの塩辛（100ｇ）756円

【新潟たけうち】
新潟県 新潟市中央区柳島町
塩引鮭（4切）1,296円

【ケーニヒスクローネ】兵庫県 神戸市
②カップケーキ各種（1個）540円から

【霧の森菓子工房】愛媛県 四国中央市
③霧の森大福（8個入）
1,080円〈100点限り／お一人様2点限り〉
【マサムラ洋菓子店】長野県 松本市深志
④ベビーシュークリーム（10個入）
1,296円〈100点限り〉
【ハートブレッド アンティーク】東京都 渋谷区神宮前
プレミアムあん食パン（1個）
638円〈各日120点限り〉
【ねこねこ食パン】愛知県 知多郡東浦町
ねこねこ食パン（プレーン・1個）
627円〈各日120点限り〉
【烏鶏庵】石川県 金沢市西念
烏骨鶏卵デニッシュパン（1.5斤）1,620円〈各日50点限り〉

自然の恵みは、おいしい名産品。

日替り提供品

【長崎中華街 蘇州林】
長崎県 長崎市新地町
具入りちゃんぽん
（冷凍・1人前）800円

【焼津やままさ】
静岡県 焼津市東小川
かつおたたき
（冷凍・100ｇ当たり）
551円

【海産工房 梅のや】
長崎県 長崎市茂木町
さば塩一夜干し（冷凍・1枚）
251円

【羽前糀屋 酢屋吉正】
山形県 東置賜郡川西町
寒仕込味噌（500ｇ）
1,620円

【鼎が浦商店】
宮城県 気仙沼市松崎前浜
牡蠣オリーブオイル漬
（100ｇ当たり）1,296円

【石井食品】千葉県 船橋市本町
京丹波栗の栗ごはんの素
（145g）1,458円

新登場

新登場 新登場

新登場

地1階
食料品では 九州うまいもんフェア開催中！

検索※dポイントカード、dカード、ならびにPontaカードはタカシマヤのデビットカード、クレジットカードとの併用はできません。

【ハム工房ジロー】
神奈川県 茅ヶ崎市高田
黒毛和牛コンビーフ
（130ｇ）1,628円

【カネショウ】青森県 ハチミツ入りんご酢
【リアス海藻店】岩手県 三陸わかめ
【橋本蒲鉾店】宮城県 手焼き笹かまぼこ
【愛和産業】福島県 すっぽん姿焼
【片山酒造】栃木県 原酒柏盛
【加賀かきもち丸山】石川県 加賀のかきもち

その 他 の 出 店

※当選商品販売11月1日（金）510日（日）地1階和洋酒
ご当選はがきと引き換えに、お持ち帰りのみの販売とさせていただきます。

10/16（水）518（金）

【銀座 木村屋總本店】東京都 中央区銀座
①創業150周年記念限定食パン 
二代目英三郎（1本）1,201円
〈各日30点限り〉

10/16（水）・17（木）

10/16（水）

10/18（金）
正午からの販売

10/21（月）
・22（火・祝）

焼酎抽選販売

10/19（土）
・20（日）

【甲斐商店】鹿児島県 伊佐市大口
伊佐美（芋焼酎、25度、1.8ℓ）2,750円〈12点限り〉

②

①

③

④

【浜口水産】長崎県 五島市富江町
秋の五島ばらもん揚げ詰合せ
（1箱）1,080円

実演

※写真はイメージです。

【小林農産】三重県 特別栽培米宇田ひかり
【筑前たなか油屋】福岡県 黒胡麻油
【飛魚のシンエイ】長崎県 あごしゃぶり（味付飛魚）
【佳肴ひろすえ】長崎県 焼きさばほぐし
【ナガスイ】長崎県 えいひれ
【古市製茶】鹿児島県 知覧茶
【沖縄海藻専門店 もずキム】沖縄県 海ぶどう

ご希望のお客様は会期中、会場にてお申し込みくださ
い。会期終了後、厳正なる抽選のうえ、当選されたお客
様には、後日おはがきにてお知らせいたします。（※お一人
様1回限り）ご本人様のみのご応募とさせていただきます。


