
群馬県産以外の原材料を使用している商品もございます。

5冷凍生パスタ各種（1人前）350円から
5自家製冷凍ソース各種（1人前）756円から

●上州麦風鶏の唐揚げ（100g）398円

各日、到着! 
地元で愛される
パンを食べ比べ！

［スリジェ］
富岡市富岡

群馬県産
小麦のバゲット
（１本）270円

［ブーランジェリー
サイ］
高崎市和田多中町

パン・ド・ロデウ
（１個）1,080円

［ヴァンダ
ラスト］
太田市西本町

パンドミー（１本）
800円

［ココ
フワット］
高崎市綿貫町
いちご
クロワッサン
（１個）480円

［パン工房 
政次郎のパン］
前橋市六供町
菊芋チャバタの
あんバター（１個）
300円

［欧風パン 
グランボワ］
前橋市川原町

フリュフト
ブロート（1個）
1,210円

19日（水） 20日（木） 21日（金）

22日（土） 23日（日） 24日（月） 25日（火）

［ノラジジ］
前橋市東大室町

薪窯で焼いた
カンパーニュ
（１個）1,000円

●カヌレ・ド・ボルドー（１個）324円

群馬県産小麦のクロワッサン（1個）300円

イ ー ト イ ン

※最終日は午後5時閉場。

■1月19日（水）525日（火） 
■6階催場・2階ジョイント・スクエア

今だけ ここだけ 人気店×名物×名産品のコラボ弁当

伝統とモダンが交差する、ふるさとの技。

第43回 
ふるさとの
味と技の競演

タカシマヤのクレジットカード会員様・タカシマヤポイントカード会員様

各階 ポイントアップ特別ご優待会+2%
UP

1月19日（水）   23日（日）  
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。食料品、食堂・喫茶、ギフトサロン、催場その他一部の売場・商品はポイントアップ対象外とさせていただきます。

※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。※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。※ご優待率が10％のタカシマヤカードはポイントアップ対象外とさせていただきます。

［信州屋］富岡市富岡
和風絹しゅうまい（８個）760円
●青とうがらし入り和風絹しゅうまい
（８個）760円〈各日10点限り〉

［三光ファーム］高崎市大沢町
sweet８トマト（200ｇ）540円
［大坂屋］下仁田町中小坂
特上生椎茸
（菌床、1袋）

550円 ［育風堂精肉店］
みなかみ町大穴

はもんみなかみスライス
（50ｇ）691円

［上州富岡
ブリュワリー］
富岡市富岡

クラフトビール（1杯）
500円

［神津牧場］
下仁田町南野牧

ジャージー
ソフトクリーム
（１個）300円

［ロブソンコーヒー］
前橋市上小出町

スペシャルティ
コーヒー（１杯）
500円

［コナリエ］前橋市新前橋
日替り生パスタとぐんま推しおかずプレート（一人前）
1,200円〈各日45点限り〉
製麺所発、ミールス風プレートの新
提案。［育風堂精肉店］とコラボして
イートインに初お目見え。

［松井ニット技研］桐生市本町
ニットマフラー
（アクリル７０％・毛３０％、約１５×長さ１９０㎝）

６,０５０円〈現品限り〉

［丸山下駄製作所］沼田市鍛冶町
室内履き めっかる
４，９５０円

［工房しまよし］
伊勢崎市羽黒町

  ４５周年企画品

山ぶどうバッグ
（乱れ透かし編み）

３３，０００円
〈2点限り〉

［桐匠 根津］みなかみ町月夜野
国産桐米びつ（約２２×２０×高さ２３㎝、5Kg、一合枡付）8，8００円
  ４５周年企画品  ●桐たんすリフォーム（時代仕上げ）66，0００円〈１０件限り〉

［新伊美術織物
研究所］桐生市境野町
正絹袋帯
（早雲寺銀蘭、絹１００％）

110，０００円
〈現品限り〉

  ４５周年企画品
●正絹京袋帯
（光起桜屏風文錦、絹１００％）

49,500円〈現品限り〉

  ４５周年企画品
●５本指ソックス５足セット４，950円

  ４５周年企画品
●杉下駄
１，１００円
〈50点限り〉

［桐生シルク］桐生市仲町
シルクプリーツ織コート（絹９７％・ナイロン３％）55，０００円〈現品限り〉

「2020年からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門」最高金賞受賞の［イスウ］が、
富岡名物・絹しゅうまいの［信州屋］、甘いトマトが自慢の［三光ファーム］、名物しいたけの
［大坂屋］とコラボ。お米は沼田の2021年金賞受賞米「小松姫」を使った群馬展限定の
お弁当が登場。

［イスウ］高崎市飯塚町  
群馬の人気食材を使った彩弁当（1折）1,400円〈各日45点限り〉

実演
販売

新登場

新登場
新登場

新登場

新登場
その場で、群馬の美味めぐりを！

！ ！ ！

※飲酒運転・20歳未満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4年1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：令和2年7月14日、次回研修の受講期限：令和5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開始時刻が遅れたり、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。

※写真は
イメージです。

高崎髙島屋
開店45周年

営業時間:午前11時～午後2時

※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。※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。

全館：午前10時～午後7時

※最終日は午後5時閉場。

■1月19日（水）525日（火） 
■6階催場・2階ジョイント・スクエア
群馬県産以外の原材料を使用している商品もございます。

営業時間に関しましては
ホームページをご確認ください。

群馬の魅力、再発見‼

桐生市内で活動する作家によるヴィンテージ
タイルを用いたアクセサリーブランド。ハンドメイ
ドで北欧の雰囲気を感じるデザインが特徴。

カリカリ梅と香り立つ
ソースに絡む一番摘
みの有明海苔。意外
な具材の出会いをお
楽しみいただけます。

［ＳＡＫＡＳＯ］期間限定販売

［レストランカフェ カーロ］

■1月19日（水）52月8日（火）■4階 メゾンドエフ 

■6階 レストラン街

アクセサリー3,080円から 2つの食感の赤城鶏と高崎産
カリカリ梅の海苔クリーム 1,298円

［ステンドグラス 浪漫館］
［イヅハラ産業］特別販売
■1月19日（水）525日（火）
■5階 特設会場

バラ柄ワンピース（フリー）
55,000円

カトレア８面フロアーランプ
（径５２×高さ１４０㎝）

495,000円〈現品限り〉

［パティスリー アン］前橋市西片貝町
プチフール（一口大のケーキ・6個入）
1,300円

［パティスリー シムラ］
高崎市新保町

至福のシルクプリン（1個）540円

［くろぶちや］前橋市三俣町
冬の贅沢パウンドケーキ
4種BOX（1箱）2,950円

［パティスリー 
SHOGO］
前橋市問屋町

ショート
ケーキ
（1個）440円
苺ティラミス
（1個）500円

［パティスリー
ル・カドゥー］
伊勢崎市宮子町
プティクグロフ
（1個）432円
●マカロン各種
（1個）210円から

［う玉屋］高崎市新保町
う玉プレーン（1個）290円
う玉プレミアム（1個）480円
う玉かためプリン（1個）330円

ちごもち（いちご大福・5個入）2,106円〈各日60点限り〉※お一人様2点限り

［BAUMEN BROTHERS］
邑楽町光善寺
OTＯKOGI BAUM（1個）
1,490円

［プティ・ポンム］
高崎市筑縄町

アップルローズパイ
（1個）648円

［大手製菓］安中市磯部
いそべせんべい（２枚入、18袋）
1,400円

［丁子堂房右衛門］
高崎市倉賀野町

河岸最中（1個）151円

［お2ばばのお菓子］
榛東村新井

チーズプリン
プレミアム
（３個）

1,680円

［八雲八晴八］高崎市下小鳥町
極生どら焼き
（1個）410円

19日（水） 20日（木） 21日（金） 22日（土）

23日（日） 24日（月）・25日（火）

24日（月）・25日（火）

人気店の自慢のお弁当がズラリ！ 新登場の味もお見逃しなく！

［八重垣］前橋市問屋町
特上和豚もちぶた弁当（肩ロース、1折）1,300円
●元祖和豚もちぶた弁当（1折）850円

［堀口肉店］下仁田町下仁田
上州黒毛和牛２種合盛り弁当（1折）2,000円 ［プレミアムバーム］

前橋市西片貝町

ザクレア（プレーン・チョコ、各1個）
各180円

［渋川飯塚ファーム］
渋川市川島

プレミアムジャム コミス
（洋梨）（100ｇ）750円

［関東フーズ］玉村町板井
ぎんひかり十石味噌漬
（１切、60ｇ）465円

［こんにゃく工房 迦しょう］沼田市中発知町
湧水と蒟蒻芋がまるごと（１袋）300円

［富田製麺］甘楽町小幡
そばいなり（３個）580円
※いなり2種組み合わせ自由

［なか又］前橋市千代田町
ふわふわ わぬき いちご
（1個）500円〈各日60点限り〉
※お一人様2点限り

［PESCA！ FLAVOR！］
前橋市上佐鳥町

ペスカオリジナルドレッシング
（280㎖）594円

［ＴＯＭＯＪＩ］高崎市真町
海老とアボカドのコブサラダ
（1個）594円

［九官亭］高崎市飯玉町
和牛カルビ弁当（1折）1,296円

1

［とうふ料理 松邑］
高崎市南大類町

とうふと野菜の
ヴィーガン弁当（1折）
1,500円

［紅伊屋］前橋市城東町
群馬麦豚肩ロース味噌漬
ステーキ弁当（1折）972円

［とり弁鶏］前橋市川曲町
炭火焼 とり重弁当（1折）690円

［ナポリの食卓］
高崎市西国分町

本格石窯
ナポリピッツァ
マルゲリータ
（冷凍、１個）594円

実演
販売

新登場

新登場

新登場

新登場

新登場

新登場

新登場

実演
販売新登場

新登場

実演
販売

［和食遊処 椿家］
前橋市天川大島町

麦豚ときのこの
くわ焼き弁当（1折）972円

2階 ジョイント・スクエア

［御菓子司 微笑庵］高崎市剣崎町

1月19日（水）522日（土）

23日（日）525日（火）

※午前9時30分から1階JR口玄関前にて整理券を配布します。

第43回 
ふるさとの
味と技の競演

高崎髙島屋
開店45周年

［原田農園］沼田市横塚町 はらだのくーへん
［やまとしりんご園］みなかみ町上津 ふじりんご〈100点限り〉
［大丸］東吾妻町原町 花豆塩あま納豆
［雷亭］渋川市金井 んまいもつ煮
［小野養蜂場花みつばち館］沼田市高橋場町尾瀬のはちみつ
［坂井養蜂場］沼田市高橋場町 熊笹のはちみつ

［花山うどん］館林市本町 生鬼ひも川
［もみの木］       太田市浜町 上州太田焼そば
［阿部りんご園］みなかみ町上牧 アップルパイ
［菓子処古月堂］下仁田町本宿 本宿どうなつ 
［まゆ菓優田島屋］富岡市内匠 くず湯まゆこもりシルク
［ことほぎ］前橋市朝日町 蜜やきいも

［魚匠巴］沼田市戸鹿野町 あゆの一夜干し
［宮石青果店］高崎市根小屋町 新しょうが漬〈600点限り〉
［針塚農産］渋川市中村 白菜こうじ漬
［座敷ほうき組合］川場村生品 座敷ほうき
［岡田工房］前橋市大胡町 木製本藍ペンダント
［陶句郎窯］渋川市伊香保町 伊香保焼　　
［青木工芸］上野村楢原 編代造 拭漆盛器

［イイヤマ］桐生市仲町 ネクタイ・衣料　
［中村染工場］高崎市常磐町 注染手ぬぐい　
［森秀織物］桐生市東 御召仕立て付きもの
［ジョイプラン］前橋市千代田町 蒟蒻石鹸
［プリオリタス］みどり市笠懸町 化粧品
［セイバーワン］みどり市笠懸町 チタンアクセサリー
［木まま工房］上野村新羽 木製品
［藍工芸 たむら］桐生市琴平町 藍染衣料

その他の出店 ※詳しくは高崎タカシマヤホームページをご覧ください。

■1月19日（水）525日（火）※最終日は午後5時閉場。

新登場

新登場 新登場

「2021キングオブパスタ」優勝メニュー

実演


