日本 橋 髙島 屋 S . C .の専 門 店 情 報 誌
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わたしの甘い想い

人気のショコラブティックが
新館に期間限定オープン。

季節のフレッシュフルーツを贅沢に使用して、
ショコラでコーティングしたフルーツタブレット。
通常ノワールショコラですが、
日本橋店限定で
ショコラブラン
（ホワイト）
を使用した甘酸っぱい
タブレットを販売します。
▲フルーツタブレット イチゴ 3，564 円

※2月１日
（土）、2日
（日）、
７日
（金）
〜9日
（日）、
11日
（火・祝）、14日
（金）
〜１６日
（日）限定販売

●新館 B1 ポップアップステージ1

ジャン-シャルル・ロシュー

〈1月31日
（金）
〜2月16日
（日）〉
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「様々な愛のかたち」
をパッケージと
ボンボンショコラで表現した新作。
プラリネノワゼットやヒマワリの
種のプラリネ、
ベリーズ産の
ピュアガナッシュに加え、
イチゴやパイナップルを使用した
スフェールなどをアソートした
バレンタイン限定シリーズです。
◀レザムルー
（３個入）1,404 円
（６個入）3,024 円
（12 個入）5,184 円
●新館 1F

ユーゴ アンド ヴィクトール

Sweet
Valentine
やっぱりショコラが無いと始まらない

甘い想いをショコラにのせて愛する人へ。感謝の気持ちを家族や仲間へ、そして自分も楽しむバレンタイン。
アーモンドやいちじく、
ヘーゼルナッツなど
ドライフルーツがトッピングされたチョコレート。
▶マンディアン
（9 個入）1,728 円
●新館 1F ディーン& デルーカ カフェ

資生堂パーラー特製のアイスクリームと
チョコレートソースの絶妙なハーモニー。
ハートが散りばめられた、
バレンタイン限定パフェ。
まで
◀スペシャルチョコレートパフェ 1,650 円※2月14日（金）
●本館 8F 資生堂パーラー
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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

STYLE

2020 February

ローストヘーゼルナッツジェラートに
チョコクリスプのチョコレートを添えた、
「N2 Brunch Club」
１番人気のジェラート。
▶N2 フェレロ レビール ジェラート
（S）715 円
●新館 1F エヌツー ブランチ クラブ

ダークとミルクの２つの味が楽しめる、
シンプルで味わい深いソリッドチョコレート。
感謝と愛を表現した限定パッケージです。

◀ナポリタンチョコレート
〔ハート〕
（335g）1,394 円
●新館 B1 成城石井

「紀ノ国屋」
と
「ラグノオささき」
が共同開発した
ブロンドチョコレートのケーキ。
ビスケット風味のほのかな甘味で、
しっとりとした食感が楽しめます。
◀ポロショコラ・ブロンド 680 円
●新館 1F 紀ノ国屋アントレ

プラリネの持つナッツ風味にチョコレートを合わせ、
アクセントにバウムクーヘンを入れたオリジナルの
プラリネペーストをふんだんに使ったデザートパイ。
▼プラリネバウムパイ
（１個）345 円
●新館 1F 神戸牛のミートパイ

POP UP STAGE 1 １月３１日（金）→２月１６日（日）

芸術的ショコラで世界を驚かせる
『ジャン -シャルル・ロシュー』が
新館 B1 ポップアップステージ１に期間限定で登場！
２００４年、
パリのサンジェルマン地区にブティックをオープン。
「ショコラを
至福の芸術に」
をテーマにアーティスティックにショコラを表現。
厳選された
素材とデザインにこだわったショコラは、
世界中の愛好家を虜にし続け、
2018 年には青山に日本１号店をオープンしました。今回、初めての試み
として日本橋髙島屋 S.C. 内にPOP UP SHOPを出店します。大人気の
ボンボン・アソートをはじめ、
オランジェットやタブレット、
トリュフなどの定番
商品以外にもスペシャリテのシャテーニュ
（マロンムースのショコラ）
も販売。
この機会だけの特別なラインアップを、
ぜひお見逃しなく。

▲箱やショコラに使われる
クロコダイル柄はメゾンのアイコン。
ボンボン・アソート
（７個入）2,970 円

◀繊細な彫刻を施した
バレンタイン限定のハート形
ショコラをデュランゴとともに。
クール デュランゴ 5,616 円

▲ショコラを薄く削れる看板商品のカルーセル。
ホワイトチョコレートベースの抹茶フレーバーを日本橋店限定で販売。
カルーセル マシーン 5,500 円／カルーセル ショコラブロック 抹茶 2,160 円
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。
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４種の木を巧みに組み合わせた、伝統木工芸「寄木細工」
を
施した万年筆。手作りのため１本ずつ柄が異なる１点モノです。
▼箱根寄木細工万年筆 44,000 円
※ペン先 細・中細・中字の３種／カートリッジ５本／専用ケース付き
●新館 3F オーバーザセンチュリー

上質なクロコダイル型押しレザーと
豊富なカラーで、男女問わずビジネスシーンの
印象を上品に演出するカードケース。
▲名刺入れ
（W10.5×H7×D2cm）各 19,800 円
●新館 5F フェリージ

Variety of

大 切なあの人 へ 、上 質と

お洒落な彼に贈りたい！“未完成のアート”をテーマにする
存在感あるメガネと、
カルティエを代表するヴィンテージウォッチ。
▲〈MASAHIROMARUYAMA〉
メガネ 49,500 円
〈must de Cartier TANK〉
ヴィンテージ腕時計 253,000 円
●新館 5F コンティニュエ日本橋

ミニマルなデザインながら360°
全方向に豊かなサウンドを響かせる、
軽量ポータブルBluetoothスピーカー。
▲ポータブルスピーカー
「Beoplay P2」
（14×8×2.8cm）各 20,268 円
●新館 5F バング&オルフセン 日本橋
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タイヤの芯にも使用される丈夫なナイロンと、型押しレザーのフェイス。
ラウンドジップで大きく開き、収納スペースも豊富な長財布。

味わい深い色への経年変化が楽しめるヌメ革のカバーで、
キーホルダーとしても携帯できるポケットシューホーン。

▲ロングウォレット
（W20.5×H10.5×D2cm）各 19,800 円
●新館 5F ブリーフィング

▲オリジナルヌメ革キーリング付シューホーン 4,180 円
●新館 5F タッチアンドフロー

※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
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優れた保冷・保温効果のある、
ステンレス製の二重構造。
新作のグリップ付きは、開け閉めしやすく持ち運びも便利です。
▼GRIP TUMBLER（350 ㎖）各 3,300 円
●新館 4F サーモマグ

「Joel Robuchon」
とコラボした
シンプルでスタイリッシュなルームウエア。
シルク入りの生地は滑らかな肌触りで、着心地も抜群です。
▶メンズ：カーディガン 9,900 円／ロングパンツ 8,800 円
●新館 1F ジェラート ピケ

Valentine

個 性を贈るバレンタイン

いずれもロゴがアクセントになった、厚みのある高品位の
牛革ヌメレザーベルトと使い勝手の良い今治タオルハンカチ。
▼ベルト 各 11,000 円／ハンカチ
（25×25cm）各 1,980 円
●新館 5F フレッドペリー

品のあるセクシーな香りの、
ボディソープ＆ボディローションのセット。
（30 ㎖）
と
キットをお買上げの方に、
同じ香りのハンドクリーム
（50 ㎖）
もプレゼント。
アフターシェービングクリーム
◀ジェントルマン ボディケアキット 7,000 円（専用 BOX 付）
※2月１日
（土）
より数量限定販売

●新館 1F サボン

軽くて丈夫なコーデュラナイロンを使用。
美しいフレンチカラーと、
シンプルな
スタイルは幅広い世代に愛されます。
▶デイパック
（W33×H40×D13cm）19,580 円
●新館 3F エルベシャプリエ

愛を込めて、友人や家族へのギフトにも喜ばれそうな
ハートをカモフラ風にデザインしたショートソックス。
◀ハート迷彩ショート 各 880 円
●新館 4F タビオ
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。
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◀鬼だるま
（赤鬼・青鬼）
各 2,750 円
豆こけし
（鬼・福）
各 1,430 円
●新館 1F 日本市

3 節分の日

1ニオイの日

「鬼は外、
福は内」
。
古くから季節の変わり目に
生じる邪気を豆まきで払うとされる
「節分の日」
。
最近は、
その日に恵方巻きを食べると
縁起が良いという風習も人気です。
自分なりのスタイルで、
節分を楽しみましょう。

２月１日を
「に
（2）
お
（0）
い
（1）
」
と読んで記念日に。
天然オーガニック原材料を使用した100%ナチュラルな
オーガニック香水は、
香水の匂いが苦手な方でも気軽に使える
華やかで奥深い香り立ちです。
香りに合わせた天然石入り。

◀恵方巻 各 410 円 ※2月3日（月）のみ販売
●新館 B1 梅丘寿司の美登利

▲ティアレアーラ フレグランス 各 2,860 円
●新館 1F コスメキッチン

2 月の今日はなんの日？
２月と言えば「バレンタインデー」…だけじゃない ！ 様々な記念日を楽しみましょう。

9肉の日

２月９日は
「にく」
の日です。
ニュージーランドの豊かな自然環境で牧草飼育された、
話題のグラスフェッドビーフを熱々の鉄板ステーキで。
きめ細かく柔らかい肉質が魅力です。
▼NZ 産プライムグラスフェッドビーフ サーロイン鉄板ステーキ
（225g）2,750 円・
（450g）4,950 円
●新館 7F セッティエム ステーキハウス

6 抹茶の日

茶釜をかけて湯を沸かす
「風炉
（ふろ）
」
の語呂に由来した記念日。
京都の老舗茶屋・丸久小山園がオリジナルブレンドした
茶論だけの抹茶を含むこだわりの茶の湯スタートキットで
気軽に茶道の世界を体感してみませんか？
▲茶論の自点てセット 9,410 円
（薄茶「昔・白・碧」各 40g ／茶筅／茶杓）
●新館 4F 茶論 中川政七商店
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10 ニットの日
２月１０日を
「ニッ・ト」
と読んで記念日に。
上質なシルク糸を、
ホールガーメントという
継ぎ目のない立体製法で編み上げたニットは、
フィット感と動きやすさが抜群です。
◀シルクリブニット 各 20,900 円
●新館 3F エス エッセンシャルズ

15

14

お菓子の日
お菓子の神様を祀った神社の例大祭の日に
ちなんだとされる毎月15日は
「お菓子の日」
。
特に2月はバレンタインデーもありお菓子に注目。
希少価値の高い
「丹波黒大豆」
をやさしい甘味の
チョコで包んだお菓子は、
仲間や家族と気軽に
お楽しみいただけます。
▶黒豆ちょこ
（抹茶・きなこ・ミルク）各 756 円
●新館 B1 アコメヤトウキョウ

ネクタイの日
国内初のネクタイが製造された10月１日が
「ネクタイの日」
に制定されていますが、
２月14日も男性にネクタイを贈る記念日と
して、
ネクタイの日と呼ばれています。
バレンタインギフトの一品にぜひ。
▲ネクタイ 各 11,000 円
●新館 2F マルティニーク 日本橋

29

にんにくの日
「にん
（2）
に
（2）
く
（9）
」
の語呂合わせから生まれた記念日。
スペイン語で“小さなにんにく”を意味するアヒージョは、
オリーブオイルに唐辛子とにんにくを入れて食材を煮込み
濃厚な香りと風味を楽しめる、
スペインの小皿料理です。
▼海老のアヒージョ 858 円
●新館 7F ミゲルフアニ

22 猫の日

「にゃんにゃんにゃん」
という鳴き声にちなんだ、
愛猫家のための記念日。
世界中で活躍するフィンランド出身アーティスト レーナ・キソネンが
デザインしたハンカチで、
肌身離さず猫を感じてください。
▲ハンカチ
（40×40cm）2,200 円

●新館 5F オールドファッションストア

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。
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体や心が重い季節の変わり目や、忙しかった一日に
ベニクスノキタケと発酵紅蔘を配合した
カフェインフリー自然派エナジードリンク。
▼カガエ エナジードリンク
（1 本）702 円・
（１０本）6,480 円
●新館 1F カガエ カンポウ ブティック

新しい 季 節を前に
お 部 屋も 気 分もリフレッシュ

品質の良い天然香料と
植物由来の発酵アルコールだけで作られた、
１００％天然成分のルームフレグランス。
▲HPリードディフューザー 各 3,960 円
（180 ㎖／スティック10 本付）
左から：ローズマリー＆セージ／
ベルガモット＆ローズ／オレンジ＆ジャスミン
カモミール＆レモン

●新館 3F コレックス

Refresh

新入学を控えたお子さんも楽しく学べる、
お風呂で使える合成紙の五十音表と
個性的なやさいの気持ちを
可愛らしいイラストで表現したかるた。
▲「あいうえおはうす」1,100 円
「やさいのきもちかるた」3,135 円

●新館 5F ハミングバード・ブックシェルフ

ラバーウッドの無垢材を使った滑らかな肌触り。
クロスした脚部が特徴のビンテージ感漂う椅子。
▼シノンチェア
（W41×D50×H83×SH46cm）
ビニールレザー 25,300 円・ウッドシート 23,100 円
●新館 3F ジャーナル スタンダード ファニチャー

北欧のデザインながら和食のテーブル
セッティングにマッチする、温かみのある
お茶碗とお箸＆お箸置き。

ガラス器の中に広がる小さな自然を、
霧吹きの水やりだけで気軽に
楽しめます。LEDの照明付き。

▲お茶碗 各 3,850 円
お箸２膳セット 3,520 円
お箸置き２個セット 3,960 円
●新館 3F マリメッコ

▲パルダリウム 7,700 円〜
●新館 1F ソルソ ホーム 日本橋

Pick Up Event

節分ワークショップ

※各イベントの詳細は日本橋髙島屋 S.C. 新館のホームページをご覧ください。

●新館 1F イン ザ グリーン

2月1日
（土）
「節分スタンドモビール作り」 2日
（日）
「節分飾り作り」
各日10：30〜16：30（受付開始 10：30 ／最終受付 15：45）

所要時間：約 45 分／参加費：1 回 500 円
定員：各日80 名様 ※当日先着順（なくなり次第終了）

※混雑時は整理券を配布のうえ、
お待ちいただく場合がございます。
※小学生以下のお子様は保護者同伴にてご参加ください。
※お支払いは現金のみとなります。
節分飾り作り

〒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。
◀ 詳しくは WEB サイトへ

節分スタンドモビール作り

節分豆まきイベント
2月1日
（土）①13：00 〜 ②15：00 〜

●日本橋ガレリア コミュニティスペース内

参加費：無料／各回約 30 分
節分にちなんだクイズと豆まきをお楽しみいただけます。
豆まき後、鬼と一緒に写真が撮れるグリーティングを実施。

※参加後は福豆をプレゼントいたします
（お一人様 1 点限り）。
※混雑時は、入場を制限・お断りする場合がございます。予めご了承ください。

● 新館〈専門店〉営業時間
【B1】10：30 〜 21：00［成城石井］10：30 〜 23：00 ［リチュエル］平日 7：30 〜 21：00 ／土日祝 10：30 〜 21：00
【1F】10：30 〜 20：00［食料品・サービス］平日 7：30 〜 20：00 ／土日祝 10：30 〜 20：00
［エヌツー ブランチ クラブ］平日・土 10：30 〜 21：00 ／日祝 10：30 〜 20：30
【2〜5F】10：30 〜 20：00［4F リベリー ］平日 7：30 〜 22：30 ／土日祝 7：30 〜 20：00［5F スターバックス コーヒー］7：30 〜 22：00
【6F】
［レストラン］11：00 〜 22：00 【7F】
［レストラン］11：00 〜 23：00
● 本館ガレリア〈専門店〉営業時間 10：30 〜 20：00［フォション ル・カフェ］平日・土 9：30 〜 21：00 ／日祝 9：30 〜 20：30
※一部営業時間が異なる店舗・期間がございます。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。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。
※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。
※イベントは予告なく変更・中止になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

