
［雅山］山形市銅町●山形鋳物
［鈴正］西村山郡河北町谷池●紅花染

※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。 ※価格表示のない小物等はコーディネート用です。 ※イベント等は都合により日時・内容等、予告なく変更・中止になる場合がございます。※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。※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。※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。※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。※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。

主催：山形の観光と物産展実行委員会・紅花の山形路物産振興会・
山形市 協賛：（一社）山形市観光協会・蔵王温泉観光協会

山形県産以外の原材料を使用している商品もございます。

［手織り工房 ＭＡＫＯＹＡ］山形市荒楯町●創作衣料
［染織工房 わくわく舘］米沢市御廟●米沢織
［牧野 広大］西村山郡朝日町●草木染金属工芸

［丸長メリヤス］東村山郡山辺町●山辺ニット
［宮城興業］南陽市宮内●ウォーキングシューズ
［昔染め工房 どんぐり］西置賜郡小国町●柿渋染

［富樫銘木］鶴岡市上藤島●銘木家具
［布施猫笑店］天童市下荻野戸●猫の置物
［KIRISTYLE YOSHIDA］山形市五日町●桐箱

［アトリエジェムカフェ］山形市嶋北●ジュエリー
［滝沢工房］米沢市城西●米沢緞通

その他出展一覧

髙島屋オンラインストア
※お電話での注文は承れません。郵送かファクシミリで承ります。

一部販売期間の異なる商品がございます。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

友の会「お買物カード」をご利用いただけます。
※オンライン会員登録（無料）のうえ、認証コードをご登録ください。※詳しくはタカシマヤ友の会ホームページをご覧ください。

高島屋お中元 検 索WEBでも〈24時間受付〉 ファクシミリでも郵送でも
8月7日（日）午前10時まで

郵送

0120-812-268
商品の数量には限りがございますので、6月中のご注文がおすすめです。〈受付時間〉午前10時30分～午後6時■6月2日（木）57月8日（金）

横浜髙島屋「ホームショッピング」係〈お問い合わせ先〉【通話料無料】

〒220-8601 横浜市西区南幸1-6-31 ファクシミリ 通信料無料 0120-211-211

ラクラク
ご注文！

ご自宅から

※商品券ほか金券類のご購入や、ホームショッピングでのご注文の場合は対象外と
させていただきます。 ※エントリーは不要です。自動抽選となります。当選の方には
9月末頃ポイント加算させていただきます。 ※タカシマヤフードメゾン新横浜店は除く。

観光コーナー開設

各種観光パンフレットの配布や山形市の
シティプロモーション動画を上映いたします。山形市長 佐藤孝弘

「紅花の山形路 物産と観光展」には、今年も山形ならではの「味」と、職人が織り成す繊細かつ巧みな「技」を数多く取り揃えました。こう
して山形が誇る自慢の品 を々横浜の皆様にお届けできることを大変うれしく思っております。山形は、樹氷や温泉で名高い蔵王や松尾芭
蕉ゆかりの山寺など、豊かな自然と歴史・文化に溢れるまちであるとともに、今が旬のさくらんぼをはじめ、米や地酒、山形牛など名産品が
集う、まさに「食」の宝庫です。これを機に多くの皆様が山形のファンになってくださることを心から願っております。

※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。※数量限定品の販売に
際し、お買上げ点数を制限させていただく場合がございます。※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。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

■8階 観光コーナー

紅花の山形路
物産と観光展

※最終日は午後5時閉場。
連日午後8時まで

詳しくは 横浜タカシマヤ

山形県産以外の原材料を使用している商品もございます。

主催：山形の観光と物産展実行委員会・
       紅花の山形路物産振興会・山形市
協賛：（一社）山形市観光協会・蔵王温泉観光協会

会場にて税込10,000円以上お買上げの
お客様先着170,000名様に
［フォション］日本上陸50年記念
トートバッグプレゼント

髙島屋でのお中元・お歳暮のご登録が初めてで、他店様の実績シートをお持ちのうえ、
会場で税込10,000円以上お買上げのお客様にもれなくタカシマヤギフトカード1,000円
をプレゼント。※商品券ほか金券類、ご自宅用お買得品のご購入や、ホームショッピングでのご注文の場合は対象外とさせていただきます。

会場にて税込10,000円以上お買上げでタカシマヤ
のクレジットカードにご入会いただいたお客様にもれなく
タカシマヤギフトカード1,000円をプレゼント。
※商品券ほか金券類のご購入、ホームショッピングでのご注文の場合は対象外とさせていただきます。

※お一人様1点限りとさせていただきます。※プレゼント総数は関東8店舗・岐阜店・タカシマヤフードメゾン
（新横浜店・おおたかの森店）の合計です。※なくなり次第終了とさせていただきます。※商品券ほか金券類の
ご購入、ホームショッピングでのご注文の場合は対象外とさせていただきます。

■横浜店8階 ばらのギフトセンター

■タカシマヤフードメゾン新横浜店4階 お中元承りカウンター

6月2日（木）57月18日（月・祝）予告

乗り換えキャンペーン
タカシマヤのクレジットカード
新規ご入会キャンペーン 　　　　　　Pontaカードご利用（ためる・つかう）のうえ、

　　　　　　会場にて1レシート税込10,000円以上
お買上げのお客様の中から抽選で200名様に500Ponta
ポイントプレゼント。

Pontaカードご利用
キャンペーン

28×33×マチ11㎝

※連日午後８時まで。

※連日午後7時まで。
※午後7時以降は7階ギフトサロンにて承ります。
※7月11日（月）の見本展示は一部午後5時まで。※最終日は午後5時閉場。

ご来場予約で、会場では待たずにお申し込み！詳しくは 高島屋お中元予約 検 索■事前・当日予約や
   待ち時間が確認できます。

ローズギフトはタカシマヤカードなら
食料品でも ポイント5％ たまる！！
※一部対象外となる支払い方法がございます。

特典1 特典2

特典5特典4特典3

【ご来店の際には以下のご協力をお願いいたします。】
「不織布マスクのご着用」「入口での検温･アルコール消毒」「少人数でのお買物」「お客様ご自身でのフィッティング」
※催会場は状況により入場制限、開催時間変更または中止とさせていただく場合もございます。横浜店ホームページをご確認ください。

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

■お渡し場所：観光コーナー（Aエスカレーター前）

期間中、会場にて、税込5,000円
以上お買上げのお客様、［平日］各日先着200名様、［土・日］
各日先着500名様、合計2,000名様に、オリジナルバッグを
プレゼント。
※レシート合算可。※定数がなくなり次第終了とさせていただきます。

お買上げプレゼント

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。
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 ※食料品、食堂・喫茶、ギフトサロン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。●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％のタカシマヤのデ
ビットカード・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。

5月27日（金）529日（日）横浜店 各階

ポイントアップ特別ご優待会

横浜タカシマヤ

■5月25日（水）531日（火）■8階 催会場

山形県産米「どまんな
か」と、秘伝のタレで味
付けした牛肉煮・牛そ
ぼろ煮の贅沢な共演！

「おいしい！」を、山ほど形に。

モダンも、トラディショナルも。
山形クラフトから目が離せない！

営業時間：連日午後8時まで。（ラストオーダーは各日閉場時間の30分前。）
※最終日は午後５時閉場。（ラストオーダーは午後4時30分。）EAT IN

実 演

実 演

特別
企画品

S U M M E R  2 0 2 2  T A K A S H I M A Y A  G I F T S

横浜
髙島屋
限定

特別
企画品

朝どれの新鮮な「東根さくらんぼ」を摘
み取った翌日にお届け。宝石のような
果実を、会場でご予約いただけます。

大粒のさくらんぼとシャインマスカットを盛り付けた豪華なパフェ。
濃厚なソフトクリームがフルーツを引き立てます。

東根市小田島地区

［やまがた鳳凰倶楽部］
佐藤錦 露地栽培 バラ詰め
（L玉中心、350ｇ×2パック、発泡スチロール箱、保冷剤入、送料込み）

6,480円

牛肉どまん中
（1折）1,250円

上山市阿弥陀地 ［髙橋フルーツランド］

1やまがたパフェ（1人前）1,100円
生クリームとリコッタチーズの生地に、アーモンドやピスタチオなどの
ナッツ、クランベリー、苺などのドライフルーツを入れて
固めたイタリアの人気スウィーツが登場！

7やまがたカッサータ（冷凍、1個）486円

第
21
回

紅花の山形路
物産と観光展

※最終日は午後5時閉場。

工芸品はポイントアップの
対象となります。

連日午後8時まで

詳しくは 横浜タカシマヤ

■5月25日（水）531日（火）
■8階 催会場 空気を含んでふんわり軽い肌触りの

ストール。爽やかなペールトーンが首
元をファッショナブルに。

鶴岡市のレザーファ
クトリーが国内産豚
革で作るボディバッ
グ。優雅な花柄が装
いを引き立てます。

山形市双月町［ケンランド］
リネンニットストール（リネン100％、約60×170㎝）
各12,100円

いちごのモチーフを胴模様に
あしらったキュートな猫こけし。
女性らしい感性が光ります。

蒔地（まきじ）塗で作った漆器のランチボックス。
丈夫で軽く、カラフルでマットなデザインが素敵です。

米沢の伝統織物「米織」で作った可愛らしい
バッグ。がま口バッグは、肩がけと手持ちの
2WAYで使えます。

山形市泉町

［こけし工人梅木直美］
いちごな猫こけし
（約12㎝）4,950円

山形市落合町

［彩木工房 まるもん屋］
蒔地塗Lunch Box 
（天然木［ミズメザクラ］・
漆、径111×140㎜）

各15,180円

米沢市簗沢［鷹山堂］
左：がま口バッグ（約26×7×高さ22㎝）8,800円
右：革手トート（約24×12×高さ26㎝）13,200円

鶴岡市青柳町

［アルティジャーノ］
花柄ボディバッグ
（約24×8×高さ36㎝）

33,000円山形産さくらんぼと
シャインマスカットの
ゴージャスな共演！

米沢の
人気弁当！

話題の
カッサータが
初登場！

蓋はお椀として
使えます。

宝石の
ような
果実に
うっとり♥

※産地直送、6月下旬～7月上旬お届け予定。
※お届けは天候等により多少前後する場合がございます。

ファッショニスタに人気のかごバッグ。つるを細く
仕立て、上品な雰囲気に仕上げています。

山ぶどうカゴ細編み網代
（約29×10×高さ19㎝）209,000円

レタス、トマトなどを
トッピングし、サラダ仕立てにした
横浜髙島屋だけの冷しらーめんです。
山形市本町［栄屋本店］
特製冷しラーメン（1杯）1,375円〈各日50食限り〉
 ●冷しラーメン（1杯）935円

米沢市笹野地区 ［つる工房鷹山］

細めの編み地が
おしゃれ！

米沢市東［新杵屋］
大人気の
冷しらーめんを
グレードアップ！

第
21
回



米沢市丸の内
［米澤紀伊國屋］
①米沢牛コロッケ
（1個）270円
②米沢牛
メンチカツ
（1個）324円

西村山郡河北町［和田酒造］
①あら玉つや姫 純米吟醸（720㎖）1,485円
酒田市山楯［楯の川酒造］
②純米大吟醸 楯野川 三十三（720㎖）3,300円
東置賜郡高畠町［後藤酒造店］
③辯天 極上純米大吟醸原酒出羽燦 （々720㎖）3,630円
東置賜郡高畠町［高畠ワイナリー］
④さくらんぼワイン（500㎖）1,019円

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁じられております。※妊娠中や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（2022年5月現在）】販売場の名称及び
所在地：（株）髙島屋 横浜店 横浜市西区南幸1-6-31、酒類販売管理者の氏名：岩田純一郎、酒類販売管理研修受講年月日：令和2年2月12日、次回研修の受講期限：令和5年2月11日、研修実施団
体名：一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会※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。

①

①

② ②③ ④

酒田市麗
［鳥海やわた観光］
1鳥海高原
ヨーグルト　
ラ・フランス（400g）
483円

山形市蔵王松ケ丘
［シベール麦工房］

ブルーベリータルト（冷凍、１個）2,268円
薔薇香るラスク（2枚入×6袋）661円

鶴岡市羽黒町［ピノ・コッリーナ］
ワインジャム（りんごふじ・ミニトマト・ブルーベリー、各120g ）各843円

山形市松栄［ボー・ション ド ブレ］
ピスタチオと苺のデニッシュ

（１個）497円

山形市印役町
［老舗長榮堂］
苺みるく大福
「おとめ心限定
バージョン」（1個）281円

鶴岡市山王町［木村屋］
古鏡（3個入）594円

東置賜郡高畠町
［スモークハウスファイン］
米沢牛コンビーフと金賞
ソーセージのセット
（米沢牛コンビーフ100ｇ・ソーセージあらびき
110ｇ、ヴァイスヴルスト150ｇ）2,700円

山形市八日町［あぢやま］
蔵出し味噌（3ｋｇ）5,346円

山形市村木沢［山口農園］
まごころ米こしひかり（5ｋｇ）
3,240円

上山市楢下［楢下宿 丹野こんにゃく］
玉こんにゃく煮（15玉）540円

山形市緑町
［麺匠さかい］
元祖こんにゃくそば
（150g×3束）875円

東田川郡三川町
［庄内旬青果］

酒田市十里塚
［加藤敬太郎商店］
酒田納豆（80g）141円

鶴岡市本町［滝川蒲鉾店］
だだちゃ豆揚・ホタテ揚（各1枚）
各432円

鶴岡市大山［つけもの処本長］
蔵王クリームチーズ味噌漬
（80g）897円

米沢市東［鯉の六十里］
鯉の甘煮（1切）756円

北村山郡大石田町［いげたや］
ぺそら漬（300g）594円
〈各日50点限り〉

最上郡舟形町
［舟形マッシュルーム］

マッシュルームと
トマトスープの素

（10食入り）

1,180円

東置賜郡川西町［八代目酢屋清内］
寒仕込味噌（500g）1,296円

山形市五日町
［鈴木製麩所］
揚げ麩と
旬の山菜、
糸こんにゃくの
煮付け牛すき味
（160g）681円
〈各日50点限り〉

最上郡大蔵村［大蔵わさび］
わさび漬け（70g）864円

鶴岡市外内島［鶴岡飲料］
だだちゃ豆（冷凍300ｇ）702円

鶴岡市みどり町［クックミートマルヤマ］
山形牛サーロインステーキ用
（100ｇあたり）1,890円
庄内グリーンポーク
厚切りローススライス
（100ｇあたり）

416円

米沢市東［なみかた羊肉店］
義経焼（冷凍、2人前・430g）1,300円
※写真は盛り付けの一例です。

西村山郡河北町

［アサツユ・丹野園］
アサツユ初みどり新茶
（約300g）2,160円

山形市流通センター

［こめぐら熟成 
SANYO COFFEE］
①米蔵熟成コーヒー大吟熟7年熟成（200g）2,700円
②米蔵熟成アイスコーヒー大吟熟7年熟成
（720㎖）2,801円

4鳥海高原ソフトクリーム
（バニラ）（1個）380円

新庄市大手町［悠豆里庵（ゆとりあん）］
あんみつ（180ｇ）540円

上山市葉山［山形プリン］ ①生さくらんぼプリン（1個）594円
②プレーンプリン（1個）432円  ③いちごプリン（1個）519円

① ② ③

①アスパラガス（3本）450円
②鳥海なめこ（220g）220円
③原木椎茸（100g）200円

①

②

①

②

③

［煎餅工房さがえ屋］
寒河江市越井坂町●やみつきしみかりせん

［明友庵］尾花沢市五十沢前森山●ずんだん餅

［ミール］最上郡鮭川村●炊き込みご飯の素
［昭和製麺］天童市万代●蔵王の銀嶺そば
［あけぼの食品］山形市漆山●柿酢
［鮭工房遊魚］西村山郡西川町●桜マススモーク

［戸田商店］東根市中央東●秘伝豆
［中一こんぶ館］東村山郡山辺町●なっとう昆布
［ミクロ］天童市石鳥居●樹氷なめこ
［半澤鶏卵］天童市高擶北●鶏卵・鶏卵加工品

その他の出店

東置賜郡川西町
［菓匠庵 錦屋］
寒仕込味噌
まんじゅう

（3個入）459円
●献上 小倉
羊羹（大型）

（1棹）1,200円

山形市落合町
［山形養蜂場］

あかしや蜜
（500g）

4,212円

紅花の山形路物産と観光展
連日午後8時まで 横浜タカシマヤ

山形県産以外の原材料を使用している商品もございます。主催：山形の観光と物産展実行委員会・紅花の山形路物産振興会・山形市
協賛：（一社）山形市観光協会・蔵王温泉観光協会

■5月25日（水）531日（火）■8階 催会場 ※最終日は午後5時閉場。

第
21
回

詳しくは

8代目 佐藤慎太郎さん

店長 布川寛人さん

フルーツ王国の魅力満載！
絶品スウィーツに目うつりしそう。

ほっこりする。感動する。
山形のおいしいものオールスターズ。

銘柄牛から羊肉まで、山形の肉は奥が深い！

年間約15万人前食べられる山形県米沢市のソウルフード。
羊肉と野菜に絡む味噌ダレの旨みが格別！

山形の夏季イベント限定か
き氷が初登場！完熟梅の
爽やかな風味と8代目の
絶妙な削氷技術で大人
気の味わいです。

山形市深町［D.terrasse］
小田原産カラマンダリンとチーズ
クリームの組み合わせが新鮮！
上：マンダリンのエクレア
（1個）500円
山形県産苺「おとめ心」と
ピスタチオが相性抜群！
下：苺のエクレア（1個）500円

山形市十日町

［乃し梅本舗
佐藤屋］
3乃し梅かき氷（1杯）660円
●乃し梅（5枚入）648円
7本わらび餅（3個）1,080円

山形県産紅玉りん
ごをまるごと1/2個
使った食べ応え
満点のアップルパイ。
村山市楯岡

［松月堂布川］
アップルパイ
（1個）648円

召
し
ま
せ
、

次
世
代
が
作
る

最
旬
ト
レ
ン
ド
。

本
場
の
味
を
、

お
な
か
い
っ
ぱ
い

召
し
あ
が
れ
。

EAT IN
営業時間：連日午後8時まで。

（ラストオーダーは
各日閉場時間の30分前。）
※最終日は午後５時閉場。

（ラストオーダーは午後4時30分。）

清流・小国川のミネラル豊
富な水に育まれたマッシュ
ルームの旨みがあふれます。

ピスタチオクリームの濃厚な味わ
いに、苺とフランボワーズの甘
酸っぱい風味が調和。

鶴岡市のワイナリーが山形産の厳選したフルーツを使い
丁寧に手作りしたジャム。

ブランド苺「おとめ心」を
使った季節限定の
苺大福。完熟苺と
練乳ミルク餡が
絶妙にマッチ。

サクラマスの味噌漬け焼きや、紅ズワイガ
ニ、旬の白身魚、山菜をのせたバラチラシ。
鶴岡の郷土料理、孟宗汁と胡麻豆腐の
あんかけも一緒にご堪能ください。

オーナーシェフ　
武田 大介さん

実 演

実 演実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

実 演

新登場

新登場

特別
企画品

旬の果物を使った、
山形の今しか
食べられない
スウィーツを
ご賞味ください！

庄内浜の恵み
てんこ盛り！

石臼挽きの
蕎麦と、鶏肉が
ベストマッチ！

粘りのある
国産里芋と
国産黒毛和牛、
平牧三元豚を
使った豪華版！

伝統の味を
受け継ぎながら、
老舗の「今」を
伝える菓子を
この機会に！

おいしいパイは
一度食べたら
やみつきに！

山形県産希少種「来迎寺在来」を用
いたそば、じっくり炊いた鶏肉、丁寧に
仕込んだスープが絶妙に調和。箸が
止まらない旨さに。

目にもゴージャス！米沢牛の
ステーキと牛すきやきを盛り
付けた豪華なお弁当。贅沢
な食べ比べを楽しんで。

米沢市中央
［金熊食堂 真喜屋］
米沢牛ステーキ＆
うま煮すき焼弁当
（1折）2,700円

米沢牛を
ステーキと
すき焼きで！

東置賜郡高畠町 ［後藤屋］
芋煮セット 平田牧場三元豚生姜焼き丼付
（1人前）1,210円〈各日50食限り〉
※平田牧場三元豚生姜焼き丼は刻みねぎを添えて提供いたします。
 ●山形名物いも煮（1人前）660円

鶴岡市湯野浜浜泉

［窪畑ファーム 
ファーマーズマルシェ］
ジェラート2種盛（150g）
751円 ※画像のフレーバーは

    トマト・だだちゃ豆

実 演

山形市幸町［続おそばに］
5冷たい肉そば（1人前）
  1,155円〈各日80食限り〉

鶴岡市美咲町 ［魚亭 岡ざき］
3海鮮丼セット（1人前）1,980円

特別
企画品


