
1803年の創業以来、革新的技術と
自然由来にこだわった、肌に優しいコスメを
提供するフランスの総合美容専門店。
19世紀のパリを彷彿とさせるロマンティックな
パッケージや、日本の伝統的な「紙せっけん」から
インスピレーションを得た携帯用せっけんなど
個性的なアイテムが楽しめます。
オフィシーヌ ユニヴェルセル ビュリー
●本館ガレリア1F
※表紙の商品価格については次のページをご覧ください。
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安全なお買物のために、ご協力をお願いいたします。
● 少人数でのご来店をお願いいたします。
● ご入店時にはマスクの着用・手指の消毒をお願いいたします。

● 体調がすぐれない場合や発熱のある場合はご来店をお控えください。
● 店内の混雑状況により、ご入場を制限させていただく場合がございます。



自宅で過ごす時間が長くなりがちな今年の秋。五感を刺激するアイテムにこだわって、
美味しく、美しく、心地よく「おうち時間」を快適に楽しみましょう。

おうちで楽しむこだわりの秋
Enjoy Home

Confit
コンフィはたっぷりのオイルに食材を浸し、低温でじっくり火を通すことで
風味を良くして保存性を高めるフランス伝統の調理法です。
ジューシーで、骨までほぐれやすい柔らかな仕上がりの鶏のコンフィをテイクアウトして
自宅ディナーで気軽に楽しみましょう。
▼骨付き鶏モモ肉のコンフィ 黒こしょう風味 896円 ※付け合わせは別売りです。
おかずフレンチ マノン ●新館B1  

Tableware
クマのシルエットのディッシュセットは、見ているだけで思わず楽しくなる可愛いテーブルウエア。

中が猫型になったコネコカップを使えば、猫の形のピラフやゼリーが簡単に作れます。
▲キッズ ディッシュ ギフトセット（ベア）5,500円／コネコカップ 1,870円

コンセント ●新館4F

Coffee & Mug Cup
夕暮れ時、イチイの木に留まる小鳥たちに忍び寄るキツネの姿を描いた、

ミステリアスな魅力あふれるケトゥンマルヤ（キツネとベリー）柄のホームコレクション。
カップに飲み物を注ぐたびに、物語が動き出しそうです。

▲コーヒーカップ（ハンドル無し・２個セット）４，８４０円／マグカップ 2,750円／プレート 3,300円
マリメッコ ●新館3F  

Dashi
まるでコーヒーのようにハンドドリップで、
出汁をおうちで気軽に楽しめます。
旬の味、素材の味を感じてほしいから、
化学調味料や酵母エキス、たんぱく
加水分解物も使用していません。
▼のむ出汁 まぐろ節 302円
▶のむ出汁 玉ねぎ 302円・
　本枯れ節 3２４円
アコメヤ トウキョウ ●新館B1  

Nihombashi Takashimaya  S.C.

2 　※価格は消費税を含む総額にて表示しております。店頭では税抜き価格で表記している場合もございます。　※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。詳しくは各店舗までお問い合わせ

◀表紙の写真 
①サヴォン・スゥペールファン（固形石鹸・150g）各4,730円
②ユイル・ドゥ・サヴォン（リキッドソープ190㎖）6,160円
③オー・スゥペールフィヌ（化粧水・190㎖）5,280円
④オー・トリプル（水性香水・75㎖）19,250円
⑤フゥイユ・ドゥ・サヴォン（紙石鹸・４０枚入） 「ローズ・ドゥ・ダマス」1,100円
⑥「ミロのヴィーナス」 ⑦「グランド・オダリスク」各1,650円
オフィシーヌ ユニヴェルセル ビュリー ●本館ガレリア1F  
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Sofa
アメリカでおおらかに育ったパイン材と
帆布で作られた、シンプルな3人掛けソファ。
映画を観たり、読書をしたり、寝転んだり…
くつろぎのおうち時間を自由に過ごせます。
◀BAREFOOTソファ261
　（W261×D89×H７０×SH40cm）
　653,400円
ベアフット ヒロマツ ファニチャー 
●新館5F  

Relax Wear
吸汗速乾、抗菌防臭、UVケア機能まで兼ね備え
ながら、とてもソフトな肌触りのストレッチ素材。
着心地がよくホームウエアからエクササイズまで
幅広く使えるリラックスウェアです。
▲DANSKIN パーカー 12,100円／パンツ 9,900円
ニュートラルワークス.ニホンバシ ●新館4F

Bath Salt
天然のミネラルをたっぷり含んだ死海の塩に、エッセンシャルオイルと
ハーブで香り付けしたバスソルト。使いやすいメッシュパックなので、
細かいハーブなどが湯船に残りません。
ソルトの発汗作用とハーブの香りの癒し効果で、やすらぎのバスタイムを。
▼フレグランスバスソルト（メッシュパック25g×２個入り）
左から：リリィ／ベルガモット／チェリー＆ローズヒップ 各660円
コレックス ●新館3F  

Aroma Diffuser
カラフルなガラスのかけらを並べ、複雑な幾何学模様を表現したアラベスク装飾。
そこにあるだけで存在感を放ち、華やかな空間を演出するだけでなく
気軽にお好きな香りを楽しむことができるアロマディフューザーです。
▲アラベスク ディフューザー 各3,300円 
※スティックとじょうごは付属していますが、アロマオイルは別売りです。
グランミュゼ ●新館5F  

Blanket
高品質なオーガニックコットンに、シール織の名産地・和歌山県高野口の熟練された
職人技で仕上げられた、滑らかでやわらかな肌触りのブランケット。
自宅だけでなくお出かけにも気軽に使えるサイズ感で、洗濯機でも丸洗いが可能です。
▲ブランケット（約70×100cm）各７，５９０円 
テネリータ ●新館4F  

3

STYLE   2020 October

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。　※印刷物のため、写真の色や素材感が実際の商品と多少異なる場合がございます。



「シルエットを縦長にすっきり見せる
ノーカラーのロングシャツ。首元のパールが

上質感あるスタイルを演出します。」
▶ロングシャツ 30,800円

　パンツ 47,300円／パンプス 53,900円
　パールネックレス 187,000円
ヴェルメイユ パー イエナ

●新館2F

Shop Staff Recommended Styling
ショップスタッフおすすめの秋冬スタイル

日本橋髙島屋S.C. 新館の各店スタッフ自身が着て・使っておすすめする、この秋冬自信のイチオシアイテム。

「柔らかなトーンでまとめた、エレガントな雰囲気。
ふんわりとした毛足のニットが素材のメリハリを
出し、スタイリングに奥行きをプラスします。」
◀ニット 23,100円／スカート 23,100円
　ロングブーツ 90,200円／バッグ 145,200円
▲コート 69,300円
トゥモローランド ●新館2F 

「主役は柔らかいイタリア製高級ラムレザー
にウエストゴムでたっぷりギャザーを寄せた
スカート。シンプルながらボリューミーな
袖口が女性らしいニットを合わせれば、
上質で秋らしい素材MIXが楽しめます。」
▶ニット 36,300円／スカート 132,000円
　バッグ 63,800円 ※シューズ 参考商品
▲コート 75,900円
エブール ●新館2F 

「14Gで編み上げた着心地の良いカシミア100%の
ニットプルオーバーは、クルーネックとVネックの2型展開。
別注のJ&M DAVIDSONのカーニバルMは、
使いやすいライトベージュで大人カジュアルにマッチします。」
▼プルオーバー 80,300円／バッグ 148,500円
ドゥロワー ●新館2F

Point! 同系色の
ロングブーツを合わせて、
足元からトレンド感を演出。 Point! マニッシュなチェック

パンツをニュアンスカラーでまとめ、
女性らしい洗練された着こなしに。

Point! 表が布帛、裏がカットソーの
軽く暖かいボンディングチェスターコート。
1mmのスポンジは国内産ならではの技術。

Point! 袖の内側と脇部分に
入ったサイドステッチと、さりげない
ロゴマークがデザインのポイントに。

Nihombashi Takashimaya  S.C.

4 　※価格は消費税を含む総額にて表示しております。店頭では税抜き価格で表記している場合もございます。　※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。詳しくは各店舗までお問い合わせ



「上質な風合いのイタリア製糸を使ったギンガムチェックのニットに
光沢感のあるエコレザーのスカートを合わせました。素材の対比を楽しみつつ、
明るい色味がトップスを際立たせ、全体を軽やかに見せています。」
▼プルオーバー 25,300円／スカート 25,300円／バッグ 101,200円 ※ブーツ 参考商品
マルティニーク 日本橋 ●新館2F 

「あえてキャップなどで少年ぽさを演出しつつも
ラフにならずカッチリすぎない、日本橋らしい

“大人のカジュアルスタイル”。軽くて防水性の高い
ゴアテックスのコートなど、どれも素材や性能に

こだわったブランドならではのコーディネートです。」
▶コート 71,500円／シャツ 17,600円

　パンツ 18,700円／シューズ 21,780円
ザ・ノース・フェイス ●新館2F 

「ロベルトコリーナに別注をかけたミラノリブニットのブレザーに、同じネイビーのニットポロを
コーディネートした、今年らしいニットアンサンブルの着こなしです。
秋冬にあえてホワイトジーンズを合わせ、ウィンターマリンテイストを楽しんでみてください。」
▲ジャケット 46,200円／ポロシャツ 36,300円／パンツ 28,600円／バッグ 74,800円 
※シューズ 参考商品
マルティニーク 日本橋 ●新館2F 

Point! 元々ニット
ジャケットのボタンを、
別注でメタルに変更して
ブレザー風の仕上がりに。

「イタリア・ロロピアーナ社の軽くしなやかな
生地を贅沢に使用したジャケット。
シャツ仕立てのドレスポロは、
艶を引き立てるシルケット加工を施し、
着心地の良さと華やかさを両立しています。」
◀ジャケット 85,800円
ドレスポロ 17,600円／パンツ 25,300円
アングレー ●新館2F

Point! クラシックな
コーディネートにメタリック
シルバーのバッグが、遊び
心があるアクセントに。

Point! 動くとチラリと見える
「ナナミカ」別注だけのパープルの
裏地がオシャレ感をアップ。

Point! ラフな着こなし
にも、しっかりとした襟元を
保つ形態安定素材なので、
テレワークにもおすすめ。
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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。　※印刷物のため、写真の色や素材感が実際の商品と多少異なる場合がございます。



Shop Staff Reco mmended Styling

「オリジナルの刺繍を施したシルクコットンのブラウスと、
トルコのインポートレースを花ではなく幾何学模様で表現したスカート。
ルル ウィルビーらしい、フェミニンなコーディネートです。」
▲ブラウス 35,200円／スカート 30,800円 ※ブーツ 参考商品
ルル ウィルビー ●新館3F 

「上質なウール糸を贅沢に使用したソフトタッチのコクーンコート。
ショート丈ながらヒップまで隠れる着丈は、暖かさとボトムとのバランスを考えた絶妙丈です。

エコレザーのプリーツスカートで、シンプルなコーディネートにメリハリが生まれます。」
▶ニット 49,500円／スカート 36,300円／コート 64,900円 ※シューズ 参考商品

エス エッセンシャルズ ●新館3F

「森、大地、水などの自然を感じる色合いと、
素材感で人気の“アース”シリーズに
新たにイヤーカフスが登場。
ミニマルな地金のイヤーカフス１点と、
秋の装いに合う色合いとサイズが異なる
２点がセットになっています。」
◀イヤーカフス（3点セット）各14,300円
ジュエッテ ●新館3F 

「人気の舟型トートバッグの上位モデル“GP”。
コーテッドキャンバスに小石の模様を施した

オリジナル生地を使用して、全てフランス国内の
アルティザンの手によって作られています。

オールブラックは今年のトレンドカラーです。」
▶トートバッグ（W39×H22×D19cm）83,600円

エルベシャプリエ ●新館3F 

「ボディを優しく包み込む肌触り抜群の素材と、オーバーシルエットのおかげで
ノンストレスな着心地のダブルガーゼのセットアップ。上質なウールを圧縮した
暖かい片袖ストールを合わせ、今年らしいリラックスモノトーンコーデを提案します。」
▲プルオーバー 29,700円／パンツ 29,700円／ブーツ 35,200円／ストール74,800円
プレインピープル ●新館3F 

Point! 片耳にセットで
付けたり、両耳に分けたり、違う
セットと組み合わせたり自由に
スタイリングを楽しめます。

Point! ウエスト廻りは
スッキリとしたシルエットなので、
トップスがイン/アウトどちらでも
合わせやすいスカートです。

Point! 丈夫なコットンキャンバスに
ゴムのような素材をコーティングした
コーテッドキャンバス。雨や汚れなどにも
強く、軽くて耐久性があります。

Point! 厳選されたカシミヤ糸を
高密度に編み上げたニット。手洗いする
うちに糸が膨らみ、風合いが柔らかく
なっていく「育てるニット」です。

Point! ストールは片袖付なので
ずり落ちにくく、アウターの上からも
着ることができます。袖との配色が
今シーズンの新色です。

Nihombashi Takashimaya  S.C.
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Shop Staff Reco mmended Styling
「懐かしくて可愛らしい、今シーズン限定の
チェック柄とレザーのコンビです。
ストラップでショルダーバッグにもなる、
秋冬のシックなコーディネートに映える
使い勝手の良いバッグです。」
▶ハンドバッグ
　（W22×H17×D11cm）
　各82,500円
フェリージ ●新館5F 

「リュック、ショルダー、ブリーフケースの
３パターンに展開。女性でも持ちやすい
薄マチサイズながら、多彩なポケットや
開口部で見た目以上の収納力を実現。
13インチまでのPCケースも内蔵しています。」
▶3WAYブリーフ（W29×H42×D7cm）
   63,800円
ブリーフィング ●新館5F 

「８０年代のランニングシューズをイメージした
レトロテイストなデザインの“カリフォルニーネイビー”。
ワントーンでまとめたファッションに合わせると
大人コーデのほどよいアクセントになります。」
▶シューズ 15,400円
パトリック ラボ日本橋 ●新館5F 

「高機能なのに、シンプルでスタイリッシュ。
世界中で高い評価を得るデンマークのアイウェアブランド
“LINDBERG”。他には無い柔軟性と強度を併せ持つ、
超軽量のチタンワイヤーで作られたフルリムフレームです。」
▲メガネフレーム 75,900円
コンティニュエ日本橋 ●新館5F 

「素材感とゆったり抜け感のあるシルエットで、柔らかさをプラスした
コーディネート。パサッと羽織るだけで様になる好評のCPOジャケットは、
今年はよりアウター感を増してミドル丈でご用意しています。」
▲ロングジャケット 37,400円／ニット 17,600円／パンツ 22,000円
　バッグ 63,800円／ブレスレット 12,100円／シューズ 25,300円
プルミエ アロンディスモン ●新館3F 

「秋らしい茶色とブルーの格子柄のニットジャガードコートを、メンズライクな
トラッドアイテムでコーディネート。ラグランスリーブでゆったりとした作りなので、
厚手のニットを合わせたり、インナーを調節して長いシーズン楽しめます。」
▲コート 74,800円／シャツ 24,200円／パンツ 28,600円／バッグ10,780円
　シューズ 23,980円
オーバーザセンチュリー ●新館3F 

Point! コンパクトサイズながら
Wファスナーで開口部が広いため、
長財布やペットボトルも収納可能。

Point! 山形のファクトリー
で作られる、まるで刺繍のような
細かくて立体感のある模様が
美しいニットツイード生地。

Point! カフス丈を
長くして、袖口を折り返し
てもアクセントになるよう
にデザインしています。

Point! BRIEFINGが使用
している素材の中で、最も強度や
耐久・耐摩耗性に優れた
「バリスティックナイロン」を採用。

Point! 摩耗に強い合成
ゴムのアウトソールや、袋縫い
製法を採用。フィット感のある
優しい履き心地を実現。

Point! レンズ横のチタンを巻いた
構造のヒンジは、LINDBERGが世界に
名を知らしめたオリジナルデザイン。
ネジは１本も使わず、鼻あてやテンプル
部分は医療用シリコンを使っています。
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※価格は消費税を含む総額にて表示しております。店頭では税抜き価格で表記している場合もございます。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。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※天候・交通事情などにより、販売開始時刻・時期が遅れたり、販売を中止す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。

※印刷物のため、写真の色や素材感が実際の商品と多少異なる場合がございます。
※掲載の情報は変更になる場合がございます。最新の情報は日本橋髙島屋S.C.のウェブサイトおよび店頭にてご確認ください。

旬の素材を満喫する
秋限定レストランメニューAutumn Special Dish

国産米粉を100%使用し、繊細でとろけるような
新食感のパンケーキにイタリア栗、ベリー、アーモンドを

散りばめ、モンブランクリームをトッピング。
メープルシロップと合わせると、一層美味しくいただけます。

▼イタリア栗のモンブランパンケーキ 1,980円 
※11月30日（月）まで

カフェ ヴァヴァ ●新館3F 

旬のりんご「あいかの香り」を使った温製クレープ。
シナモン風味のチェロスが、味と食感のアクセントに。
▼長野県産あいかの香りの温製クレープ シナモン風味の
　チェロスを添えて 1,760円 ※ドリンクセットはプラス495円

　（コーヒー、紅茶、ハーブティーのいずれか） 
※11月1日（日）～30日（月）

資生堂パーラー ●本館8F 

しめじ・椎茸・舞茸・マッシュルーム・エリンギに、
ミンチ状にしたブラウンマッシュルームのラグーを合わせ、
秋の風物詩トリュフを贅沢にトッピングしたパスタです。
▲旬のきのこいっぱいのスパゲティ 秋トリュフがけ 2,８６０円
※ランチタイムはミニサラダ、パン付き（ディナーは単品にてご提供）

※11月30日（月）まで
アルポルトカフェ  ●本館B2

スペインの本格的なスタイルのパエリアに
ジューシーな大山鶏と、香り豊かな大黒しめじ、
ほくほくとした味わいが楽しめるヒヨコ豆を合わせ
ローズマリー風味で仕上げた秋の限定メニュー。
▲大山鶏と大黒しめじ、ヒヨコ豆のパエリア 3,938円

※11月30日（月）まで
ミゲルフアニ ●新館７F 

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1　TEL.03(3211)4111（代） 　専門店・レストラン各店へのお問い合わせは直通電話をご利用ください。

期間中、OZmallグルメフェア参加のレストラン・カフェ・イートイン店舗にてお会計税込1,000円以上で1スタンプ
押印いたします。スタンプが3つ揃うと、次回以降グルメチケット（500円分）としてご利用いただけます。
※テイクアウトのご利用も対象となります。　※対象店舗等の詳細は日本橋髙島屋S.C.新館のウェブサイトをご確認ください。

×

日本橋髙島屋S.C.
ウェブサイト

タカシマヤセゾンカード 飲食・喫茶・食料品
店舗でのご利用

タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカード

通常3%　 8% 通常2%　 4% 通常1%　 3%
※本館（レストランを除く）、タカシマヤ ウオッチメゾン、東館（ポケモンセンタートウキョーDX &ポケモンカフェ）は対象外となります。
※一部対象外店舗、商品、サービスがございます。  ※2回払い、ボーナス払い、回数指定分割払いもポイントプラスキャンペーン対象となります。　
※新館・本館レストラン・本館ガレリア（日比谷花壇を除く）では、タカシマヤのクレジットカードは、クレジットカードでのお支払いに限りポイントが
　付与されます。現金・商品券でのお支払いにはポイントが付与されません。

日本橋髙島屋S.C.専門店 
Instagram公式アカウント

nihombashi_sc_annex
最新情報や、おすすめアイテムを更新中！

follow me !

タカシマヤのクレジットカード会員様

新館、本館 地下２階・8階レストラン、本館ガレリア限定

ポイントプラスキャンペーン
10月30日（金）→11月3日（火・祝）

オーストラリアの人気チョコレートブランド「モーク」の
チョコレートと、オレンジを使った自家製パブロバ。
最初はそのまま食べて、途中からフルーツソースや
塩をかけることで、味の変化も楽しめます。

▼モークチョコレートパブロバ 
715円

エヌツー ブランチ クラブ ●新館1F 

思わずビ－ルが飲みたくなる、カラッと揚げたカタクチイワシと
しし唐のフリット。ジャーマンシーズニングで味付けしている
のでそのままでも食べられますが、別添えのソースに

ディップしてモダンドイツ風な味わいもお楽しみください。
▲カタクチイワシとしし唐のフリット 660円

※11月30日（月）まで
シュマッツ・ビア・ダイニング  ●新館7F 

スペシャルグルメスタンプラリー 11月30日（月）まで
グルメフェア




