
横浜タカシマヤ

●3月17日（金）521日（火・祝）●横浜店 各階 （催会場は除く）

予告

特別ご優待会
C対象商品と割引率は売場内のこのマークが目印です。

※タカシマヤポイントカードは対象外となります。※タカシマヤのクレジットカードは、通常の
カード特典（ポイントカードサービス・割引サービス）の対象外となります。また各種優待券との
併用はできません。※ご優待対象商品、除外品など詳しくは、売場係員におたずねください。

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・スゴ積み会員証をご提示いただくと、
ご優待対象商品が特別価格でお求めいただけます。 

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・スゴ積み会員様

会員様だけの
特別プライス！

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

3月24日（金）526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％のタカシマヤの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。

●横浜店 各階 

※一部対象外となる売場、商品、サービス、お支払い方法がございます。
●特価品、食料品、食堂・喫茶、ギフトサロンは対象外。

ポイントアップ特別ご優待会
クレジットカードの１回払い・リボ払い

水や氷を一切使わず、凍らせたあまおう苺を
8個ほど使った濃厚スムージーに、生苺まで詰め
込んだ、幸せを感じる一品。

伊都きんぐ福岡県糸島市

あまゴリスムージー「プラス」（1個）980円
〈各日60点限り〉

宮崎県産の完熟マンゴーを使ったマンゴープリン
と、なめらかなパンナコッタの二層仕立て。低糖質
なのに満足感たっぷりのおいしさ！

BLUE OWL宮崎県宮崎市

宮崎完熟マンゴープリン
（1個）540円〈各日100点限り〉

鮮やかなマグロの中トロ・赤身と肉厚のカンパチ、車海老を重ね盛り！
鹿児島県産にこだわった豪快丼は箸が止まらぬ旨さです。

あまおう苺の
濃厚スムージーを
パフェ仕立てに

九州和牛 肉尽くし弁当
（1折）3,951円〈各日20点限り〉

「豚骨カプチーノ」と呼ばれる、長時間炊き上げたクリーミーで濃厚なスープは、ラーメン通の間でも評判！
黒マー油という焦がしにんにく油で風味付けした特別な一杯です。

一双スペシャル（1杯）1,300円

イートイン 営業時間：連日午後8時まで。※最終日は午後5時閉場。ラストオーダーは各日閉場時間の30分前。
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博多一双 福岡市博多区初登場

づけ丼屋 桜勘　鹿児島県鹿児島市

初登場 実演販売

大九州展初登場

第20回記念 特別限定品

　　　　　　　　　　　鹿児島 海の幸弁当
大（1折）3,980円・小（1折）1,980円
●カンパチづけ丼（1折）1,200円

ジューシーな
特製チャーシューや
味玉、きくらげなどを
“全部のせ”

宮崎で人気の
低糖質スウィーツ

専門店

第20回

8階 催会場3.15［水］521［火・祝］
九州・沖縄県産以外の原材料を使用している商品もございます。

※ 連日午後8時まで。 最終日は午後5時閉場。

鹿児島県産の
海の幸を
食べくらべ！

佐賀牛・くまもとあか牛・鹿児島県
産黒毛和牛、3つの産地の牛肉を
盛り込んだ豪華顔合わせ！希少
部位として知られる「クリミ」は
旨みの濃い肉汁が味わえます。

初登場 実演販売久留米人が
こよなく愛する
焼肉の名店が
いよいよ！ 大昌園福岡県

久留米市

第20回記念 特別限定品

第20回記念 特別限定品

実演販売第20回記念 特別限定品

〒220-8601 横浜市西区南幸1-6-31  TEL 045-311-5111

15（水） 16（木） 17（金） 18（土） 19（日） 20（月） 21（火・祝） 22（水） 23（木） 24（金） 25（土） 26（日） 27（月） 28（火）
春の婦人ファッション大感謝バーゲン ●ユアサイズ・パールサイズ特集●ブラックフォーマル特集

第38回 戸塚刺しゅう展《展示即売・入場無料》主催：一般社団法人、戸塚刺しゅう協会 神奈川支部

第20回 大九州展

食卓を彩る長崎 はさみ焼フェア

8階催会場・ギャラリーのご案内

会場準備

日常の食卓で使いやすく、丈夫でおしゃれな器「長崎・波佐見焼」を特集してご紹介。

※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※食料品の写真は調理・盛り付けの一例です。※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。※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。※やむを得ない事情により、出演者・商品内容
が変更・中止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。【酒類販売管理者標識：2023年3月現在】販売場の名称及び所在地：㈱髙島屋 横浜店ジョイナスエリア 横浜市西区南幸1-4、酒類販売管理者の氏名：國廣尚矢、酒類販売管理研修受講年月日：令和4年5月18
日、次回研修の受講期限：令和7年5月17日、研修実施団体名：一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会

①［おしゃれ工房 やぎ］ 
沖縄県那覇市
綿織刺し子入ブラウス
（綿100％）
44,000円〈現品限り〉

②［オーハタパール］ 
大分県佐伯市
アコヤ真珠ネックレス・
イヤリングセット
（ネックレス：長さ約42㎜、
約8～8.5㎜玉、留具シルバー
イヤリング：約8㎜玉、
金具K14ホワイトゴールド）
198,000円〈3点限り〉

③［BeBe工房］
福岡県久留米市
マベパールトップ
（シルバー950、マベパール、
アコヤパール）
33,000円〈現品限り〉

④［小林彫刻所］ 
福岡県北九州市
屋久杉仏壇 飛鳥
（高さ60×奥行34×幅43㎝）
385,000円〈現品限り〉

⑤［松川碁盤店］ 
宮崎県小林市
霧島杉くりぬき
ぬか漬け桶（大）
（内径25×16×深さ13㎝）
33,000円

コート61,600円
ワンピース
33,000円
■4階 
　キャリアクローゼット

コート
220,000円
■5階 
　プレタポルテ

［協立陶器］ 
Antique Style
シリーズLEAFブルー
ポット（容量550cc）3,300円
カップ（径8×高さ7㎝）各990円

［西海陶器］ 
チュールレース
シリーズプレート
（直径15×高さ1㎝）
1,430円

［西日本陶器］
Cheer house便利小皿
（直径8×9×高さ1.2㎝）各770円

［西海陶器］ 
エルシリーズ
プレートL
（直径19×高さ3㎝）
1,980円
プレートM
（直径15×高さ2.5㎝）
1,430円
プレートS
（直径10.5×高さ2㎝）
990円

匠が手がけた名品からモダンなクラフトまで、九州・沖縄に伝わる技をかたちに。

気分一新したくなる、春がスタート。新作をはじめフレッシュな顔ぶれが各階に揃いました。

［マッキントッシュ フィロソフィー］ ［アナ スイ］

［エアウィーヴ］新生活応援フェア

［エアウィーヴ］&［ロフテー枕工房］春のコンサルティングフェア

第20回

① ②

⑤④

③

同時開催 食卓を彩る長崎 はさみ焼フェア

●3月15日（水）521日（火・祝）
●各階

●3月15日（水）521日（火・祝） ※最終日は午後5時閉場。

大きすぎずゆったり
としたシルエットの
トレンチコートは、
ロングシーズン楽しめ
る新定番アウター。

［サンヨー エッセンシャルズ］
「Speciality」
「Story」
「Sustainable」
という3つの“S”
をキーワードに、
長く愛される
本当にいいもの
をご提案。

ブランドアイコンの「バタフライ」を
手刺しゅうしたかごバッグや、春らしい
色味の新作がラインアップ。

かごバッグ20,900円
口金二つ折り財布20,900円
■3階 ハンドバッグ

Dome Lamp（桜）
（高さ15×奥行11×幅11㎝、LED、
USBケーブル付、充電器は付属しません）
33,000円
■7階 特選和洋食器

ベッドマットレス
（シングルサイズ：幅約100×長さ約195×
厚さ約25㎝、重さ：22.8㎏）
231,000円
※他のサイズもございます。詳しくは、売場係員まで
おたずねください。
■7階 寝具

［リヤドロ］
ポーセリンのシェードに描かれた
模様は光を通して柔らかく浮かび
上がり、日常の空間に癒しをプラス。

独自素材「エアファイバー」の心地よい
反発により、身体に余計な負荷が
かからず寝返りがスムーズ。

●5月7日（日）まで開催

8階 催会場3.15［水］521［火・祝］ ※ 連日午後8時まで。 最終日は午後5時閉場。 九州・沖縄県産以外の原材料を使用している商品もございます。

同時開催 期間限定POP UPショップ ■7階 暮らしステージ




