
横浜タカシマヤ

横浜

〈九州・大分〉コンパクトソファ
（オーク材・布張り/136×77［81］×高さ77［92］
〈シート高さ43〉㎝）       149,600円g

水 月■7月13日　525日　 ■8階 催会場

※〈飛騨・高山家具〉の商品は、飛騨・高山以外の国内で製作されている商品もございます。※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。※商品の色は、写真と異なる場合がございます。※一部受注生産によりお届けまでにお日にちを頂戴する場合がございます。※価格
表示のない小物等はコーディネート用です。※諸事情により商品の販売開始時期が遅れたり、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。※都合により、営業時間・催し内容・イベントが変更または中止になる場合が
ございます。※ご入店時はマスク着用・手指の消毒をお願いします。※混雑時は入店制限・店舗施設のご利用制限をお願いする場合がございます。 

長く愛用できる品質を、納得のプライスで！ 7月13日（水）限りオープニングサービス

●PC用のデスク
としても使えます。

※劣化が著しいものや買取除外品目もございます。詳しくは売場係員におたずねください。

BUYERS’
SELECT

〈旭川家具〉
ライティングビューロー
（オーク材／65×43×高さ105㎝）

　  129,800円

＆建築模型・パネル紹介建築家による「住宅設計･リフォーム相談会」
《相談予約や建築家の紹介》 横浜AAスタジオ

■

7階 インテリア用品■
7月20日（水） 25日（月）各日午前10時～午後8時

理想の住まいのリフォームを横浜髙島屋インテリアステーションHOW’Sと、横浜を拠点に
活躍する建築家のグループ［AA STUDIO］がお手伝い。設計提案いたします。　　　 ※出展者と異なる場合がございます。

（相談会受付は午後6時まで）
※最終日は午後5時閉場。

※　　　　　　　　　7月18日（月・祝）と最終日は午後5時閉場。

半年に一度の

タカシマヤインテリアフェスティバル
高島屋 インテリアフェスティバル 検索

BUYERS’
SELECT

家具を自分のお好みでカスタマイズ。

（一部お選びいただけない家具もございます。）※画像はイメージです。
木部・張地のお色を選択することができます。

●7月19日（火）525日（月）
●8階 インテリアフェスティバル会場内

お使いのソファやダイニングセットなど専門の
スタッフが買取査定・修理相談（無料）を承ります。

［ファーニテイジ］
家具買取・修理相談会

タカシマヤのクレジットカードは、ご入会で臨時カードをすぐ発行！お申し込み当日からご優待対象となります。
ご優待価格で販売家具・敷物に限り

店頭本体価格からさらに 
※オープニングサービス商品・その他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。※髙島屋オンラインストアでのご購入は対象外となります。

タカシマヤのデビットカード・クレジットカード・タカシマヤ友の会 会員様特典

全国各地の産地から、素材・デザイン・機能面を
吟味して選んだ今回のイチオシ。

BUYERS’
SELECT

〈飛騨・高山家具〉
伸長式リビング・ダイニング５点セット        396,000円g 
内訳:伸長式テーブル（オーク材/155［180］×８５×高さ65㎝）206,800円
チェア（オーク材・合成皮革張り/51×60×高さ78〈シート高さ39〉㎝）47,300円×4脚

BUYERS’
SELECT

BUYERS’
SELECT

〈飛騨・高山家具〉伸長式ダイニング3点セット
　   184,800円g
内訳:伸長式テーブル（オーク材/90［130］×75×高さ70㎝）112,200円
チェア（オーク材・布張り/46×54×高さ76〈シート高さ44〉㎝）36,300円×2脚

BUYERS’
SELECT

布張り・革張り
特殊コーティング承り

BUYERS’
SELECT

●テーブルサイズを
180㎝に変えられます。

〈飛騨・高山家具〉
コンパクトソファ
（オーク材・布張り/
126×67×高さ80〈シート高さ38〉㎝）

　　189,200円g 

〈飛騨・高山家具〉ワゴン
（オーク材/50×28×高さ65㎝）

　　69,300円g BUYERS’
SELECT

〈飛騨・高山家具〉
ミドルボード
（オーク材/80×33×高さ130㎝）

      237,600円g 

〈ベルギー製〉カーペット
（レーヨン75％・綿25％/約190×240㎝）

16,500円〈20点限り〉

●背クッションを
ハイバックにも
置き換えできます。

※色・柄・組成・サイズは
一例です。BUYERS’

SELECT

〈旭川家具〉キュリオケース
（オーク材/60×38×高さ150㎝）

　  165,000円

抗菌・防汚・防水に高い効果の
ある特殊コーティングを承ります。

連日午後7時まで。



全国各地の産地から、素材・デザイン・機能面を
吟味して選んだ今回のイチオシ。

BUYERS’
SELECT

※現品以外、色・柄・サイズは一例です。

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。《7月13日（水）午前10時58月24日（水）午前10時》 高島屋リビング※詳しくはWEBサイトをご覧ください。

※〈飛騨・高山家具〉の商品は、飛騨・高山以外の国内で製作されている商品もございます。※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。※商品の色は、写真と異なる場合がございます。※一部受注生産によりお届けまでにお日にちを頂戴する場合がございます。※価格
表示のない小物等はコーディネート用です。※諸事情により商品の販売開始時期が遅れたり、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。※都合により、営業時間・催し内容・イベントが変更または中止になる場合が
ございます。※ご入店時はマスク着用・手指の消毒をお願いします。※混雑時は入店制限・店舗施設のご利用制限をお願いする場合がございます。 

■7月13日　525日　 ■8階 催会場水 月

〒220-8601 横浜市西区南幸1-6-31  TEL045-311-5111

横浜髙島屋 特別企画 ★マークはインテリアフェスティバルのご優待価格の対象外となります。※ご優待対象ブランドでも一部除外品がございます。

会場特別価格にて承ります。
詳しくは売場係員に
おたずねください。

8階 インテリアフェスティバル会場 7月19日（火）525日（月）

Chest & Cabinet お部屋のイメージに合わせて選べる豊富なバリエーション。

Sofa デザイン性と座り心地のよさを叶えるソファを多彩に。

各産地の伝統の織りから、モダンなデザイン
まで幅広く。

Carpet

〈GAN〉
 スペインモダンラグ 
（毛100％/約250×160㎝
/インド製）

328,900円

半年に一度の

タカシマヤ

BUYERS’
SELECT

① ②

〈岩手・岩谷堂〉
整理タンス
（ケヤキ材・拭き漆仕上げ
/85×40×高さ85㎝）

231,000円

〈新潟・加茂〉
総桐チェスト
（総桐/101×45×高さ80㎝）

198,000円〈10点限り〉

〈旭川家具〉
キャビネット
（オーク材/
120×42×高さ79㎝）

　　198,000円

〈九州・大川〉
うつわ箪笥
（パイン材/120×50×高さ95㎝）

330,000円

7階 敷物
〈インテリアフェスティバル第2会場〉

医療の現場で培った独自の技術と最新
の睡眠技術を基にクオリティーの高い
睡眠を提供するパラマウントベッドをぜひ
この機会に。

［パラマウントベッド］フェア
〈同時開催〉西川寝具フェア★

※写真はイメージです。

車いす・介護用クッションの開発
から誕生したエクスジェル。快適な
「座る」を実現したシートクッション
をぜひこの機会にご体感ください。

エッセイスト、農園主、画家として
活躍している玉村豊男氏の絵画展
を開催いたします。毎日の暮らしに
彩りを添えるアートの数 を々ご紹介
いたします。

EXGEL SEATING LAB

7階 インテリアフェスティバル第2会場 8階 インテリアフェスティバル会場

デンマークデザインのコンテンポラ
リー家具ブランド［BoConcept］。
スタイリッシュなインテリアをご提案
いたします。

デンマークデザイン
家具特集

　　　　　  [カリモク]
新横浜ショールームご招待会★
■7月1日（金）526日（火）
受付時間：午前１０時～午後5時 
※ご予約優先とさせていただきます。
※ご予約は売場係員にお知らせください。
休館日：水曜日
■新横浜
ショールーム
横浜市港北区
新横浜1-12-6

※写真はイメージです。

※西川寝具フェアは優待対象外です。

※写真はイメージです。

〈ストレスレス®〉特集

インテリアフェスティバル
特別企画

〈飛騨・高山家具〉
ソファ
（オーク材・布張り/179×82×
高さ80〈シート高さ38〉㎝）

　　275,000円

［エクスジェル］

〈飛騨・高山家具〉ロッキングチェア
①（オーク材・ウォールナット材・布張り/62.5×71.5×高さ86〈シート高さ36〉㎝）127,600円
②（オーク材/62.5×75×高さ105〈シート高さ32.5〉㎝）82,500円
③（ウォールナット材/62.5×71.5×高さ94〈シート高さ38〉㎝）154,000円

〈イタリア製〉ソファ
（革張り/201×89×高さ85〈シート高さ42〉㎝）
 253,000円〈3点限り〉

③

クオリティーにこだわった自信作をうれしいプライスで。Bed 落ちついたカラーリングで居心地のよいダイニングを演出。Dining Set

インテリアフェスティバル

〈飛騨・高山家具〉ダイニング5点セット
       385,000円g　
内訳：テーブル（ウォールナット材/150×85×高さ70㎝）187,000円　
チェア（ウォールナット材・布張り/47×54×高さ77
〈シート高さ43〉㎝）49,500円×4脚

BUYERS’
SELECT

〈飛騨・高山家具〉リビング・ダイニング3点セット
 　　 234,685円
内訳：テーブル（オーク材/90×85×高さ65㎝）126,225円
キャスター付チェア（オーク材・布張り/60×57.5×高さ78
〈シート高さ41〉㎝）54,230円×2脚

BUYERS’
SELECT

①

②

※  　　　　　　　　7月18日（月・祝）と最終日は午後5時閉場。

ウィルトン織  
カーペット（毛100％/
約200×250㎝/ベルギー製）

187,000円
〈現品限り〉

パキスタン絨毯  
（毛100％/約134×
208㎝/パキスタン製）

165,000円
〈色込み2点限り〉

人気の「八角炉」が2017年
度グッドデザイン賞を受賞。
上質な［星野民藝]の家具を
多数ご紹介いたします。

［星野民藝］
星野民藝家具特集★

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

糸の宝石と呼ばれるペルシア絨毯。
織り手としての経験をもつ女優サヘル・
ローズ氏が厳選したペルシア絨毯を
ご紹介いたします。

サヘル・ローズ氏 
トークショー開催
■7月23日（土）
午前11時
■8階 催会場

魅惑のペルシア絨毯展
玉村豊男 絵画展★

～信州のアトリエで過ごす日々から～

〈日本ベッド〉
セミダブルベッド（引出し付）（126×202×高さ100
〈マット高さ50〉㎝）363,000円〈10点限り〉

●2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付

●LED照明、
コンセント付

●LED照明、
コンセント付

●2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付

①〈シモンズ〉シングルベッド
（98×199×高さ85〈マット高さ48.5〉㎝）120,001円g

②〈シモンズ〉リクライニングチェア（メンテナンスキット付）
（革張り/75×83～117×高さ100〈シート高さ43〉㎝）99,800円〈5点限り〉

●2点パック
（パッド×1、シーツ×1）付

●ベッドフレームは引出し付タイプ、ダブルクッションタイプもございます。

●LED照明、
USB・コンセント付

5〈シモンズ〉［髙島屋限定］シングルベッド（引出し付）
（98×204×高さ85〈マット高さ50.5〉㎝）　　　154,000円
〈10点限り〉g

BUYERS’
SELECT

①

②

③

③〈旭川家具〉チェスト（オーク材/74×47.2
×高さ80.8㎝）194,480円g
■8階 催会場

〈日本ベッド〉
シングルベッド（99×207×高さ80〈マット高さ48〉㎝）
143,000円〈10点限り〉 

●ハンドレール付

※写真はイメージです。

〈フランスベッド〉シングル2モーター電動ベッド
（104×217.4×高さ83.3〈マット高さ48.1〉㎝）256,000円

●3点パック（パッド×1、
シーツ×2）付

〈フランスベッド〉シングルベッド（引出し付）
（97×207×高さ83〈マット高さ50〉㎝）132,000円〈10点限り〉

※写真はイメージです。

7階 インテリアスタジオ〈インテリアフェスティバル第2会場〉 ①〈旭川家具〉
ダイニング4点セット
　  321,640円g
内訳：引出し付テーブル
（オーク材/150×85×高さ70㎝）
179,520円
チェア（オーク材/46×51.5×高さ75.5
〈シート高さ42〉㎝）44,880円×2脚
 ベンチ（オーク材/120×40×高さ42㎝）

 52,360円
②〈旭川家具〉サイドボード
（オーク材/100×40×高さ102㎝）

194,480円

BUYERS’
SELECT

コンサル（M）シグニチャー
（ブラック/ウォールナット）を
お買上げのお客様先着
3名様に、USBテーブルA
を進呈いたします。

〈イタリア製〉ソファ
（革張り/193×91×高さ87〈シート高さ42〉㎝） 

315,000円〈3点限り〉

※レザープロテクト＋３コーティング付

※レザープロテクト＋３コーティング付

BUYERS’
SELECT

連日午後7時まで。
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