
高崎タカシマヤ

スタンプラリー秋のわくわく
「大北海道展」でゴール、お忘れなく！！
秋の3つの物産展で税抜1,000円以上お買上げのお客様に、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大北海道展の際に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。※応募用紙の配布は終了しております。

※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。※食料品の写真は調理・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を中止する場合がございます。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。※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。

特別ご優待会

実演 実演髙島屋
限定

北
国
パフ
ェ
食
べ
比
べ！

［Cafe akira］
函館市大手町

夕張メロンの
ミルフィーユパフェ
（1人前） 850円

［小樽洋菓子舗
ルタオ］小樽市堺町
彩りフルーツと
ジャージーミルクパフェ
（1人前） 1,296円

サブレサンドフロマージュ
（4本入） 1,404円

人気スウィーツをオン。
姿も味も華やか！

ひんやり、とろ～り。
夕張メロンづくし。

大北海道展

感動の味変！
札幌進化系。

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。

■6階 催場 ※最終日は午後5時閉場。

北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

10/30　511/5 火水

はこだて恋いちごの
ふわふわゆきいちご
（1個） 651円

×

ホタテペーストのタワーが中央にドン。スープに
溶かすと海の香りが広がるやさしいおいしさ。
最初と最後の味の変化を楽しめます。

［雨は、やさしく NO,2］
札幌市東区北7条東

新登場

B帆立鶏白湯味噌
（1人前） 990円
〈平日150点/土・日・祝 200点限り〉

ZSAPPORO味噌
（1人前） 935円

髙島屋
限定

●10月30日（水）511月5日（火）
●各階

タカシマヤのデビットカード・クレジットカード会員様・タカシマヤ友の会会員様

期間中、タカシマヤのデビットカード・クレジットカード・友の会会員証を
ご利用いただくと、ご優待商品が特別価格でお求めいただけます。

※タカシマヤポイントカードは対象外となります。 ※ポイントサービスは対象外となります。※一部除外品がございます。 
※ご優待対象商品など、詳しくは係員におたずねください。

会員様だけの
特別プライス！ ご入会いただきますと臨時カードをすぐに発行！お申し込み当日から

「特別ご優待会」でご利用いただけます。

10.30　　11.5水 火

カードいろいろ！

検索高島屋

8%　タカシマヤカード
《ゴールド》
タカシマヤカード

エントリー限定 1%　2%　 dポイントカード
Pont aカード

タカシマヤ
セゾンカード
タカシマヤ
ポイントカード

タカシマヤ各階

※タカシマヤのカードにつきましては、食料品、レストラン、ギフトサロン、特価品のお買上げ、および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。※一部対象外となる店舗、売場、商品がございます。※「dポイントカード」「Pontaカード」の併用はできません。※dカードを食料品、特価品のお買物やレストランでご利用
の場合、クレジットとdポイントの併用は不可です。※各ポイントは、お買上げ１商品100円（税抜）ごとに進呈します。※ｄポイントカードおよびPontaカードのキャンペーンポイント
進呈には、11月5日（火）午後9時59分までに、利用者登録とエントリーが必要です。※ｄポイントおよびPontaポイントは、お買
上げレシートには通常ポイント（１％）のみ即時反映し、キャンペーン特典のプラス分は2020年1月末頃に進呈されます。

キャンペーン期間中、カードのご利用によるお買上げで、
記載のポイントを進呈します。



北海道産以外の原材料を
使用している商品もございます。大北海道展 ■6階 催場

※最終日は午後5時閉場。

10/30　511/5 火水

※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（令和元年10月時点）】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。※食料品の写真は調理・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を中止する場合がございます。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。

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。

北の
お弁当
   特集

［札幌スープカレー 蝦夷夢］
札幌市手稲区富丘
北海道産チキンレッグ
スープカレー（冷凍、550ｇ）
 1,296円

［橋本食品］北斗市七重浜
まるごとタコの
ペペロンチーノ（１００ｇ当り）
 861円

［マルヒロ太田食品］函館市広野町
海の幸まるごとカレーコロッケ（1個）422円〈各日100点限り〉

ほかにはないサクサクの食感と、オホーツ
クの塩で引き出したじゃがいも本来の味。
［カルビーポテトファーム］
じゃがポックル（18ｇ×10袋） 886円
〈各日400点限り〉※お一人様5点限り

［松田商店］
北斗市清水川
大粒 ツルムスメ
大豆 498円
大粒 光黒大豆
708円
大正金時
718円
普通小豆
685円
※いずれも500g

恵み豊かな海と大地が生んだ味わい。

新しい味も登場。お気に入りもずらり。

［十勝大望］
中川郡幕別町札内西町
とうもろこしフレーク・
かぼちゃフレーク（各130ｇ）
 各1,080円

［木の屋］小樽市銭函
日高昆布ちりめん
（160ｇ）1,296円

［春雪さぶーる］
札幌市白石区
北海道ハヤキタファクトリー
行者ニンニク入りソーセージ
（１パック、205ｇ） 1,296円

［積丹料理 ふじ鮨 小樽店］小樽市堺町
C宝島（12貫）2,970円  B潮彩（一人前）2,310円

［知床標津マルワ食品］
標津郡標津町

鮭削り節 華ふぶき（30g）
 648円

［農研百姓塾］
苫小牧市明徳町

豚の丸焼き（１００ｇ当り）
 810円

［餃子屋北の匠］帯広市東
ラクレットチーズ餃子
（10個入） 1,404円

［佃善］
札幌市手稲区西宮の沢

じゃが豚（冷凍、12個入）
 1,080円

［大澤水産］
北見市東相内町

開き真ほっけ（1枚）
 1,080円

［カネダイ大野商店］
勇払郡むかわ町

珍味ししゃも（１００ｇ）
 1,301円

［竹田食品］
函館市浅野町

北海道産帆立の黄金漬
（１００ｇ当り） 972円

［函館洋菓子 スナッフルス］
函館市高丘町

チーズオムレット（8個入）
1,556円

［富良野 ＳＨＩＮＹＡ］
富良野市朝日町

ふらの雪どけチーズケーキ
（冷凍、1ホール、直径約14㎝）

1,401円

［テイネフーズ］
札幌市手稲区富丘

まるごと貝柱（１4０ｇ）
 2,592円

［山丁長谷川商店］
さおまえ昆布（180ｇ）
 1,296円
カット真昆布（200ｇ）
 1,296円

［木野商事］小樽市銭函
海の七草汁
（50ｇ）1,296円
漁師の力めし
（1袋、75ｇ）

1,296円
函館市
大手町

［北海道ワイン］
小樽市朝里川温泉
左）2019年初しぼり
デラウェア
（白・やや甘口、720㎖）

右）2019年初しぼり
キャンベルアーリ
（ロゼ・やや甘口、720㎖）

 各1,210円

①

②

③
④

実演

実演

地元で人気のパンを日替りで

［プルマンベーカリー］
札幌市西区宮の沢

①北海道バタートースト
（1本、2斤） 1,080円
②スイートチーズパイ
（2個） 324円
③チーズフォンデュ
ポテトパン（1個）
 300円
④男爵カレーパン
（1個） 240円

Z［サンタクリーム］
江別市文京台東町
ご馳走プリンプレミアム
（110ｇ）432円

Z［室蘭うずら園］
室蘭市石川町
室蘭うずらのプリン
（90ｇ）461円

B［北海道
ドルチェ］
札幌市白石区
有機プリン
（90ｇ）1,620円

Z［カントリー
ホーム 風景］
河東郡鹿追町
白いプリン
（80ｇ）432円

B［とよとみ温泉 
川島旅館］
天塩郡豊富町
とよとみミルクプリン
（110ｇ）378円

B［ＫＩＮＯＴＯＹＡ］
札幌市白石区
酪農チーズプリン
（90ｇ）324円

B［菓子工房 
フラノデリス］
富良野市下御料
ふらの牛乳プリン
（90㎖）350円

B［プリン専門店 アンデリス］
小樽市住ノ江

新バニラプリン（80ｇ）390円

Z［ＨＯＲＩ・北菓楼］
砂川市西1条北

北海道開拓おかき
［野付北海シマエビ］
（170ｇ） 441円
〈200点限り〉

<夢不思議
（3個入） 540円
■10月30日（水）511月2日（土）
〈各日400点限り〉
■11月3日（日・祝）・4日（月・休）
〈各日200点限り〉
※お一人様2点限り

●夢車輪バニラ
（1個） 648円
■10月30日（水）・31日（木）
〈各日70点限り〉
※お一人様1点限り

B［札幌レクラン・
ドゥ・ルコルテ］
札幌市清田区
レーズンサンド
グラン（５個入）
1,501円
〈200点限り〉

Z［ｍｏｒｉｍｏｔｏ］
千歳市千代田町
5種のジュエリー 
JEWELRY BOX
（5個入）1,501円

人気の北の海の幸を職人技で握る
鮨の数々。寿司の街小樽の名店
ならではの新鮮な味わいを。

［ケン商］山越郡長万部町
クマ笹茶ティーパック
（2.5ｇ×40包） 3,240円

［鮭番屋］釧路市浜町 氷塩熟成秋鮭（１０切）2,160円

 3［日・祝］
［オーセントホテル小樽］小樽市稲穂
●プレミアム食パン（1本、2斤） 1,280円〈30点限り〉
［Ｌａ Ｆｏｎｔａｉｎｅ］札幌市豊平区
●レーヴ食パン（1本、2斤） 1,296円〈20点限り〉

   2［土］ 
［ｍｏｒｉｍｏｔｏ］千歳市千代田町 ●贅沢生クリーム
角食（1本、1.5斤） 1,001円〈30点限り〉

11/1［金］ 
［角食ＬＡＢＯ］札幌市東区 
●馨～ＫＡＧＵＷＡ～（1本、2斤） 864円〈60点限り〉

［ペンギンベーカリーカフェ］札幌市中央区
●十勝産ゆめちからのラウンド（1本、560g） 1,341円〈30点限り〉

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

［角食ＬＡＢＯ］札幌市東区  ●寶～New
 ＴＡＫＡＲＡ～（1本、2斤）1,296円〈50点限り〉

［札幌スイーツセルクル］
札幌市中央区5条西

シューセルクル プレミアム
 いちご（１個）432円

実演

※写真はイメージです。

ワンホールで４種のチーズケーキを
楽しめるアソートタイプ。

いつものおいしさに高崎初の味が加わって、
選ぶ楽しさがアップ！さらにバラエティー豊かに。

［ロイズ］
札幌市北区

①《初出品》バトンクッキー［フロマージュ］
（25枚入） 832円
②《初出品》ロイズバラエティパック
［HOKKAIDOの旅］（8種計19個） 1,178円
③ポテトチップチョコレート［新じゃが］
（190ｇ） 778円〈数量限定〉
④生チョコレート［オーレ］（20粒入） 778円

①

④③

②

白いブラックサンダー
（12袋入） 648円

北海こがねスティック 
スープカレー味（6袋入）
 648円

札幌おかきOh! 
焼とうきび（6袋入）
 648円

新登場

新登場 新登場

髙島屋
限定

実演

実演

実演

実演

高崎
髙島屋
限定

［チーズケーキ専門店 ボーノボーノ］
札幌市中央区北2条東

Z4種のアソートチーズケーキ
（冷凍、1ホール、直径約12㎝）1,944円

 4［月・休］
［札幌キムラヤ］札幌市南区
●マスカルポーネ食パン（1本、2斤）1,080円〈40点限り〉
［ｍｏｒｉｍｏｔｏ］千歳市千代田町
●王様のチョコクラウン（1個・直径約16㎝）
 756円〈20点限り〉
 5［火］
［ｍｏｒｉｍｏｔｏ］千歳市千代田町  
●北海道ジャージー乳の食パン（1本、1斤） 801円〈40点限り〉

10/30［水］

シンプルなのに個性豊か、
ぜひ食べ比べを。北の傑作プリン8選

［すし処 雑魚亭］
函館市松風町

B海音（1折）
2,322円
〈各日50点限り〉

［旭川駅
立売商会］
旭川市2条通

Z北海の遊善
（1折）1,782円

［海鮮市場めし 兆］札幌市中央区
C海徳兆弁当（1折）1,755円〈各日30点限り〉

［牛撰 石蘭］
函館市本町

M士幌黒牛ステーキ
食べ比べ弁当（1折）
2,268円〈各日50点限り〉

［豚丼くまうし］ 川上郡弟子屈町
M豚丼 松（1折）1,550円

［いかめし阿部商店］
茅部郡森町

Cいかめし（1折）780円

実演

高崎
髙島屋
限定

実演新登場

［すし処 雑魚亭］さざなみ（１折） 1,080円〈50点限り〉
［鮭番屋］紅鮭半身（約９切） 1,301円〈100点限り〉

［カネダイ大野商店］生干しししゃも 
Ｍサイズメス（10尾） 1,001円〈30点限り〉
［農研百姓塾］
 玉ねぎウインナー（160ｇ） 901円〈20点限り〉
［橋本食品］
 明太子切子（200ｇ） 1,001円〈50点限り〉
［竹田食品］松前漬（200ｇ） 501円〈30点限り〉
［山丁長谷川商店］
 いかすみ入りさきいか（85ｇ） 501円〈50点限り〉
［竹田食品］いくら醤油漬（55ｇ） 681円〈45点限り〉

10/30［水］

10/30［水］31［木］

11/1［金］

2［土］

31［木］

11/1［金］

4［月・休］

3［日・祝］

2［土］

4［月・休］

5［火］

3［日・祝］

新千歳空港おみやげ特集
北のお買得市数量限定販売 売切れ

ご容赦！

［山丁長谷川商店］函館市大手町
●焼鮭荒ほぐし（180g） 540円
●いか明太（110g） 410円
●真昆布だし（300㎖） 589円
●日高昆布 3本組（67g×3） 980円
●にしん昆布巻（1本） 250円

北海道の玄関口に集まる名産品をお届け。 日替り提供品

日替り
提供品

3
WEBでも ※高崎店で開催の大北海道展の商品は、

販売しておりません。あらかじめご了承ください。

※髙島屋オンラインストアでのご注文につきましては、オンライン会員へのご登録（登録・年会費無料）が
必要となります。※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。

高島屋オンライン 大北海道展 検 索PCでも、スマートフォンでも

思い立ったら今すぐ便利なネットショッピングへ

大北海道展
髙島屋オンラインストア

 ※北海道産以外の原材料を使用している商品もございます。

■ タカシマヤのクレジットカードでのお買い求めでポイントもお付けいたします。

オープニング
サービス

午後
3時
からの

［マルヒロ太田食品］まるごとコロッケと
函館メンチカツ（計4個入） 1,080円〈30点限り〉
［大望］野菜フレーク詰合せ（かぼちゃ・とうもろ
こし・にんじん・じゃがいも、各40ｇ） 1,001円〈10点限り〉
［牛撰 石蘭］
牛ステーキと煮込み重
（1折）1,080円〈30点限り〉

［旭川駅立売商会］
海鮮四点盛弁当（1折）
1,080円〈30点限り〉
［春雪さぶーる］北海道ハヤキタファクトリー
あらびきウインナー（105ｇ） 432円〈20点限り〉

［すし処 雑魚亭］いくら丼（1折）1,080円〈30点限り〉
［竹田食品］にしん親子漬（300ｇ）1,080円〈30点限り〉
［くまうし］豚丼 竹（1折） 999円〈20点限り〉
［木の屋］梅ちりめん（80ｇ） 432円〈20点限り〉

［知床標津マルワ食品］
鮭節生ラーメン（120ｇ、2食入） 648円〈30点限り〉
［木野商事］おさしみ昆布（2枚入） 432円〈20点限り〉

［橋本食品］
にしん甘酢菜の花和え（200ｇ） 1,001円〈20点限り〉
［札幌スープカレー 蝦夷夢］
冷凍スープカレー・スープ（600ｇ、2食入） 756円〈30点限り〉

［TRICOT by yamasan fujiya］千歳市美々

髙島屋
限定

髙島屋
限定

にぎり寿司各種（どれでも1貫）201円
〈各日50名様限り、各ネタ2貫限り〉※一部対象外がございます。

地1階 和洋酒売場では

 31［木］ 
［シロクマベーカリー］札幌市白石区 ●オーガ
ニックブレッド（1本、2斤） 1,120円〈40点限り〉

［ショコラティエ・
マサール］
札幌市中央区南11条西
ショコラブラウニー
（115ｇ） 1,080円

新登場

Z［ＩＳＨＩＹＡ］札幌市西区宮の沢
美冬（みふゆ）（6個入）762円
白い恋人（18枚入、ホワイト）
1,199円
白いバウムＴＳＵＭＵＧＩ
［つむぎ］（1個）1,296円

［北見ハッカ通商］北見市卸町
ハッカ飴（270ｇ） 411円
メンタブ（9ｇ） 253円
ハッカ油スプレー（10㎖）
 1,080円

Z［六花亭］
帯広市西2条南

マルセイ
バターサンド
（５個入）651円
十勝六花
（７枚入）771円

午後3時からの販売

11月4日（月・休）・5日（火） 2日間限り


