
衣裳着 親王飾り一式（80cm×40cm×高さ39㎝）210,000円

【知床標津マルワ食品】
標津郡標津町

鮭節生らーめん（120g×2袋）

756円

【木野商事】 小樽市銭函

漁師の力めし（１袋/75ｇ）

1,296円

■９月１６日（水）→２２日（火・祝）

【函館洋菓子スナッフルス】
函館市高丘

チーズオムレット（8個入）

1,556円

【ｍｏｒｉｍｏｔｏ】 千歳市千代田町

ハスカップジュエリー（4個入）1,001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

【カネダイ大野商店】
勇払郡むかわ町

生干しししゃも大オス

（10尾/1串）1,404円

【北見ハッカ通商】
北見市卸町

ハッカ飴（270g）411円

チョコミントキャンデー（170g）

ペパーミントキャンデー（180g）

各432円

※いずれも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。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。



高崎タカシマヤ限定200円クーポンプレゼント！■10月28日（水）511月9日（月）  
■6階 催場 引換カウンター

期間中、タカシマヤアプリ、高崎タカシマヤLINE公式アカウントにご登録のお客様に「北海道展200円クーポン」を
さしあげます。（クーポン配信画面をご提示ください。）期間中、新規ご登録のお客様はさらに「白いブラックサンダー（1個）」をさしあげます。

［小樽洋菓子舗ルタオ］小樽市堺町
サブレサンドフロマージュ～北海道赤肉メロン～（プレーン、メロン各2）1,728円
ルタオサンデー ドゥーブルフロマージュ＆北海道苺（1個） 605円

［札幌スイーツセルクル］札幌市中央区
北海道産かぼちゃのシュークリーム（1個）450円〈各日100点限り〉

シューセルクルDIYセット（1セット） 2,160円
［ロイズ］札幌市北区
ピスタチオチョコレート（130ｇ） 994円
ポテトチップチョコレート[オリジナル]（190ｇ） 778円

ピスタチオをチョコレートで丸ごとコーティングした新商品の味わいや
定番のポテトチップチョコレートなど、人気商品が勢ぞろい！

［いかめし阿部商店］
茅部郡森町

いかめし（1折）781円

［すし処 雑魚亭］ 
函館市松風町
わだつみ（1折）
2,268円
〈各日50点限り〉

［海鮮市場めし 兆］ 札幌市中央区
海鮮五色弁当～道産ボタン海老
入り～（1折）2,484円〈各日50点限り〉

［旭川駅立売商会］ 旭川市2条通
北海の遊善（1折）1,782円

［農研百姓塾］ 苫小牧市明徳町
野菜ゴロゴログラタン（200ｇ）
972円

［プルマンベーカリー］ 札幌市西区宮の沢
帆立カレーパン（1個）360円
男爵カレーパン（1個）240円

［笑蔵］ 函館市日吉町
〈北海道産〉手羽先唐揚
げ・もも塩ザンギ
（各100ｇ当たり）各486円

［マルヒロ太田食品］ 函館市広野町
ジャンボタラバガニコロッケ
（1個）648円

［やきにくれすとらん沙蘭］ 函館市本町
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〉

新登場

北海道産の美味しいかぼちゃをセルク
ルのクリームに練りこみ、かぼちゃの風
味が感じられるお菓子に仕上げました。

赤肉メロン入りの濃厚なベイク
ドチーズをサブレでサンドした新
作や、大人気のチーズケーキを
のせた苺サンデーをどうぞ。

しっかり下味をつけ
てジューシーな食感
に仕上げました。
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［札幌スープカレー蝦夷夢］ 
札幌市手稲区富丘
北海道産帆立スープカレー
（390ｇ）1,188円

各階 
ポイントアップ特別ご優待会

+2%
UP

11月4日（水）   8日（日）  

※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
タカシマヤカード《ゴールド》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。

タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカード会員様は10％に、
タカシマヤセゾンカード会員様・タカシマヤポイントカード会員様は4％に。

タカシマヤのクレジットカード会員様・ポイントカード会員様

食料品、食堂・喫茶・イートインコーナー・ギフトサロン、その他一部の売場・商品はポイントアップ対象外とさせていただきます。

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

●10月28日（水）511月3日（火・祝） 各階 期間中、タカシマヤのデビットカード・
クレジットカードをご利用いただくか
友の会会員証をご提示いただくと、
ご優待商品が特別価格でお求め
いただけます。

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。
※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。

予告  

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。

13日間
開催 ※最終日は午後5時閉場。

■10月28日（水）511月9日（月） 
■6階催場

人気店がずらり！ 秋の幸せスウィーツを、おうちで食べくらべ。

食べごたえ満点、食卓が賑やかに！ 出来たて熱々の美味も！ 現地の味をご自宅で。

この秋は“おうち”で、北海道をグルメ旅。

実演実演

※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。

新商品

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願いとお知らせ
※店内混雑緩和のために、少人数でのご来店をお願いします。※会場入口にて検温をさせてい
ただきますのでご了承ください。※体調がすぐれない場合や発熱のある場合はご入場をおひかえ
ください。※混雑の際は入場制限をさせていただく場合がございますので、係員の整理・誘導にご
協力ください。※入金などでお待ちいただく場合は、お客様同士の間隔をあけていただくようお願
いします。※マスク着用のご協力をお願いいたします。※エコバッグをお持ちください。



※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。※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。gマークのついた商品はインターネットでもお買い求めいただけます。インターネットでお買い求めの場合、お届け時期を限定させていただきます。一部早期に終了する場合がございます。配送料金、ポイントサービスなど一部店舗と内容が異なります。
詳しくはWEBサイトをご覧ください。

11月4日（水）59日（月）

大北海道展髙島屋
オンラインストア

※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

※高崎店で開催の秋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。 ※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。

ダウンロードはこちらから
タカシマヤアプリ

より便利に より使いやすく お友だち募集中！●催しの予定や新着情報を
　チェック！
●お得なクーポンをお届け！
●「友の会お買物カード」の
    残高が確認できます。

友だち登録は
こちらから▶高崎タカシマヤ

LINE公式アカウント
イベントやオススメの情報・お得なクーポンをお届けします。

■10月28日（水）511月3日（火・祝） ■1階 婦人靴
ストレッチ素材が脚のラ
インにフィットする人気の
ブーツなど、バラエティー
豊かに取り揃えてご紹
介します。

ダウンウェアでは不動の
人気を誇る［タトラス］。
ベーシックながらワンラン
ク上の洗練されたデザイ
ンを追求しています。

パンの世 界 大 会
「2019年（第7回）モン
デュアル・デュ・パン」
で総合優勝した、
［Comme,N（コム・ン）］。
シュトレンをオンライン
限定で販売します。

高崎市のレストラン「シャクナゲ」がプロ
デュース。季節の野菜や地元の食材にこ
だわったメニューを多彩に。

期間中、商品をお買上げのお客様に限り、
チェーンステッチの裾上げを無料で承ります。
※1点につき約15～20分程かかります。

カシミヤ入り紡毛糸を二重織りした「ブランケッ
トメルトン」を使用。軽さと暖かさが両立した
ダッフルコートです。

沖縄産の黒糖をベースにした黒蜜をかけていた
だく「くず餅」など、人気の味をどうぞ。

［ヒルズアヴェニュー］フェア
■10月28日（水）5
   11月10日（火）
■3階 婦人服

■10月28日（水）511月17日（火）■4階 紳士服

■10月28日（水）511月3日（火・祝）
■地1階 ウィークリースウィーツ

■12月20日（日）まで 

［タトラス］期間限定販売

■地1階 食料品

［リストランテ アルペンローズ］
10月２８日（水）オープン

■10月28日（水）511月3日（火・祝） 
■2階 ジョイント・スクエア

［JAPAN BLUE JEANS］
期間限定販売

［blanket］期間限定販売

［船橋屋］期間限定販売

ストレッチブーツ
（22～24㎝）22,000円 ダウンコート

90,200円

［Comme’N（コム・ン）］シュトレン・コム・ン 2020
（1本）3,240円

上州牛の
ハンバーグ
デミ煮込み
（1人前約150ｇ）

972円

群馬県産
鶏肉の
カチャトラ
（1人前約160ｇ）

756円ダッフルコート
メンズ・レディス
各85,800円
キッズ（120㎝）
53,900円

カップくず餅（6切）451円 あんみつ（1個）481円

［CIRCLE］セルビッチ
ジーンズ（28～38インチ）
17,600円から
［CALIF］ダメージ
ジーンズ（28～38インチ）
17,600円から
一部レディスのお取扱いも
ございます。

［竹田食品］ 函館市浅野町
北海道産つぶ黄金漬
（100ｇ）972円

［札幌ラーメン武蔵］ 札幌市白石区
1全部のせ焦がし味噌らーめん（焼豚
4枚・味玉1個・白髪ネギ・メンマ4本・海苔1枚、1人前〈容器
サイズ径約17㎝〉）1,155円〈各日200食限り〉
●熟成味噌らーめん
（1人前、〈容器サイズ径約17㎝〉）500円
※立食形式、使い捨て容器でのご提供となります。

［おたる巽鮨］ 小樽市堺町
小樽にぎり（1人前）4,400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

［木の屋］ 小樽市銭函
日高昆布ちりめん（1袋・160ｇ）
1,296円

［ISHIYA］ 札幌市西区宮の沢
白い恋人（ホワイト・18枚入）
1,296円
美冬（みふゆ）（6個入）843円

［北菓楼］ 砂川市西1条北
北海道開拓おかき各種（各170ｇ）
各441円

［カルビー
ポテトファーム］ 
じゃがポックル
（18ｇ×10袋）

886円〈4,000点限り〉

［カネダイ大野商店］ 勇払郡むかわ町
生干ししゃも大オス（１串［10尾］）1,404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
［木野商事］ 小樽市銭函
漁師の力めし（1袋・75ｇ）1,296円
［知床標津マルワ食品］ 標津郡標津町
鮭節生らーめん（120ｇ×2袋）756円
［北見ハッカ通商］ 北見市卸町
ハッカ飴（270ｇ）411円
［morimoto］ 千歳市千代田町
ハスカップジュエリー（4個入）1,001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

［TRICOT by 
yamasanfujiya］ 
千歳市美々
白いブラックサンダー
（12袋入）648円
札幌おかきOh!
焼きとうきび・ぽてコタン
（各6袋入）各648円

［六花亭］ 帯広市西2条南
マルセイバターサンド
（5個入）681円
マルセイバターケーキ
（5個入）700円

［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696円
大正金時694円
普通小豆678円
※すべて500ｇ当たり

［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

［山丁長谷川商店］ 
函館市大手町

さおまえ昆布（180ｇ）1,296円
カット真昆布（200ｇ）1,296円

［山丁長谷川商店］ 
焼鮭荒ほぐし
（180ｇ）540円
いか明太（110ｇ）432円
真昆布だし（300㎖）589円
日高昆布2本組
（67ｇ×2）880円
にしん昆布巻（1本）250円

［十勝大望］ 
中川郡幕別町札内西町
かぼちゃフレーク・
とうもろこしフレーク（各130ｇ）
各1,080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）861円

［鮭番屋］ 釧路市浜町
氷塩熟成紅鮭（3切）
1,296円

［大澤水産］ 北見市東相内町
開き真ほっけ（1枚）
1,080円

北のお買得市
売切れご容赦！

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。
13日間
開催

※最終日は午後5時閉場。

※最終日は午後5時30分閉場。

■10月28日（水）511月9日（月） 
■6階催場

営業時間：午前10時30分～午後6時30分。※最終日は午後4時まで。

ぷりぷりの縮れ麺に絡む、コクと深みの
ある熟成味噌スープ。札幌ラーメンの
人気店が高崎に！

10月28日（水）511月3日（火・祝）

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※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。

10月28日（水）511月3日（火・祝）の期間中、
税込2,000円以上お買上げのお客様、各日先着20
名様にオリジナルエコバッグをさしあげます。

オープニングプレゼント

そのほかの出店 ※詳しくはホームページをご覧ください。

※お届け日は12月20日（日）525日（金）に
なります。詳しくはお問い合わせください。g

クリスマスオンライン
ショッピング

〈営業時間のご案内〉
地1・1・2階
平日：午前10時～午後7時
土・日・祝：午前10時～午後7時30分
3・4・5・6階
連日：午前10時～午後7時

［餃子屋北の匠］ 帯広市東
十豚巻き餃子（野菜／8個）
1,944円

髙島屋
限 定

※最終日は午後4時閉場。

※写真は
イメージです。

※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

▶▶▶こちらから




