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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。

こまめな手洗いが欠かせない昨今、ハンカチ
の携帯はエチケットです。春のファッションと
コーディネートして、色とりどりのデザインを
楽しみましょう。
▲ハンカチ（１枚）各1,100円～3,300円
※各商品の価格はP.7をご覧ください。
オールドファッションストア ●新館5F



Yellow
ポジティブで、明るく軽快な今春のトレンドカラー

伸縮性のある生地に１本ずつハンド縫製
されたタッグや、ボリューム感のある袖で
着やすくて存在感のあるブラウス。
▶ブラウス 27,500円
パンツ 26,400円
バッグ 37,400円
ローファー 26,400円
マルティニーク 日本橋 
●新館2F

100%天然由来成分のルームフレグランス。
新鮮なカモミール＆レモンの香りで、
爽やかにお部屋の空気をリフレッシュ。
▼アロマディフューザー 3,960円
コレックス ●新館3F

個性的なフォルムとみずみずしい
キャンディカラーの天然石で、

アクティブで華やかな印象を演出。
▶リング 15,400円
イヤリング 7,700円

ジュエッテ ●新館3F

自然界の原料から抽出した色で
染め上げたボタニカルリネン素材を使用。
フロント部分のみセパレートしているので
シャツインしたように見えるワンピース。
▼ワンピース ６９,３００円
※３月中旬入荷予定

エブール ●新館2F

スクラブで不要な角質を優しくケアしたら、
厳選した4種のボタニカルオイルを黄金比でブレンドした
全身用のオイルで、豊かな香りに包まれるセルフケアを。
▲左：ビューティーオイル ジンジャー・オレンジ（100㎖）4,620円
右：ボディスクラブ L ジンジャー・オレンジ（600ｇ）5,390円
サボン ●新館1F

今年注目カラーの明るいイエローと、
レザー素材を用いてモードに仕上げたバッグ。
春のコーディネートのアクセントに最適。
▶左：ショルダーバッグ 46,200円
右：トートバッグ 57,200円

※３月５日（金）入荷予定

マリメッコ ●新館3F

THE
Power of

Color
色のチカラで春を楽しむ

我慢が続いた一年を払拭するかのように

今年のトレンドはとてもカラフル。

色の持つハッピーなパワーを取り入れて

自分らしく、元気に春を満喫しましょう。

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



Pink
やさしさとロマンチック、春と言えば桜色

Orange
楽しさやエネルギーを感じる元気なカラー

ピンクのカバートップスとリーフ柄のウェアで
春らしいアクティブスタイル。水着マスクとヨガマットは
洗って繰り返し使える、衛生的でサスティナブルなアイテム。
◀パイピングマスク（左）1,320円・（右）1,870円
ショルダーブラ 11,000円／ハイウエストレギンス 12,100円
タンクトップ 8,800円／ヨガマット（厚さ1mm）6,820円
リベーチェ ●新館4F

バラやアジサイの花を樹木に見立て、
桐のケースに収めたプリザーブドフラワー。

お祝いや記念品に最適。
▶プリザーブドフラワー トピアリー

5,500円
グランミュゼ ●新館5F

柔らかいカシミヤシルクに、スパンコール
入りのラメ糸で編み立てた前身頃。

背面には肩部分からヒダを入れた独特な
デザインで華やぎのある春らしい１枚。

▶プルオーバー 97,900円
ドゥロワー ●新館2F

マドラスチェックのスカートに
オーストリッチのコサージュを合わせ華やかに。
▶ニット 17,600円／カーディガン 18,700円
コサージュ 16,500円／スカート 27,500円

ヴェルメイユ パー イエナ
●新館2F

３０年前から変わらぬ鮮烈な
カラーリングと、ゆったりとした
履き口の洗練されたフォルム。
レトロな雰囲気で女性人気も
高いモデル。
▶スニーカー「BRONX ORG」 
15,400円
パトリック ラボ日本橋 
●新館5F

スイスならではの機能性に優れたスタイリッシュな
デザインで、世界中のレストランで愛用される
キッチンツールが、いよいよ日本橋店でも取り扱い開始。
▲左から：グレーター（中目）1,980円／ユニバーサルピーラー 1,100円
　シェフナイフ 5,830円／ブレッドナイフ 5,280円
　トマト・ベジタブルフォールディングナイフ 2,750円
　カッティングボード（M）4,180円
ビクトリノックス ●新館5F

やさしいペールピンクが愛らしい上品なリネンブラウス。
胸元には細やかなピンタックをデザイン。

▲ブラウス 39,600円
オーバーザセンチュリー ●新館3F
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3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。



Blue
クールで爽やかな印象の都会的カラー

大きなワイヤークリップが付いたPOPなデザイン、
握りやすいグリップと滑らかな書き心地で、世界中で大人気の万年筆。
ふわりと軽くて薄い、カラフルな紙のノートとセットで楽しくライティング。
▶〈LAMY safari〉万年筆 4,400円
　〈DOODLE〉ノート 660円
　※写真のイラストはイメージです。

タッチアンドフロー ●新館5F

透けすぎずほどよいシアー感と
ドライなタッチで涼しげな風合い。
着こなしはマキシ丈でバサッと格好良く。
※３月上旬入荷予定
◀ワンピース 31,900円
プルミエ アロンディスモン
●新館3F

イタリアの老舗メーカーの高級生地を使用した、
発色が良く、肌触りが優しいリネンシャツ。
少しタイトなフィット感で、世界中のセレブに
愛される、毎年完売続出の一着。
▲リネンシャツ
　メンズ 29,700円・レディス 27,500円
フランク＆アイリーン ●新館2F

アイウェアブランド「アヤメ」とコラボレーション。
“大人の東京スタイル”をキーワードに、ファッション性を
キープしながらオフィスシーンにも使えるプロダクトを提案。
▲〈ayame〉 眼鏡フレーム 38,500円
コンティニュエ日本橋 ●新館5F

通気性に優れた綿麻マスクや、爽やかな香りのマスクスプレー。
喉をスッキリさせるミントタブレットや、都内限定販売のボトルカバー。
この季節に「あると嬉しい」を、見た目も使用感も爽やかなアイテムで。
▼綿麻ガーゼの立体マスク 1,650円
　天然精油マスクスプレー 1,650円
　〈鹿の家族 東京タワー〉ギャザーポーチ1,870円
　ペットボトルカバー 1,760円
　〈北見ハッカ通商〉メンタブ（７０粒）２７９円
日本市 ●新館1F

軽やかな春のアイテムで、普段取り入れない色にもチャレンジ
THE Power of Color

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



Green
リラックスと自然を感じる知的なカラー

お洒落な手描き線画のプリント生地に、
前後で鍔幅の異なるこだわりの美シルエット。
ストリング付きで多様なシーンにもフィット。
▲ストリングハット ９,９００円
シャポードオー ●新館1F

スイートシトラスの香りが心地良い、
ノンシリコン処方の２層式ヘアミスト。
天然由来成分のウォーター層が
髪の内部に潤いを与え、オイル層が
表面のキューティクルを保護。
◀〈WELEDA〉ヘアミスト
　（115㎖）2,640円
コスメキッチン ●新館1F

ヴィンテージの花図鑑から集めたパッション
フルーツ柄のノースリーブワンピースに、
エメラルドカラーのドロップショルダー

カーディガンで抜け感をプラス。
▶ワンピース 39,600円／カーディガン 25,300円

※３月上旬入荷予定

サンヨー エッセンシャルズ ●新館3F
※「エス エッセンシャルズ」が2月27日（土）より

リニューアルいたします。

印象的なグラスグリーン色のクロコ型押し
一枚革を使った、贅沢なスマホケース。

柔らかく強度のある新素材バッグともマッチ。
▼スマートフォンケース 33,000円

　レディスバッグ 49,500円
※３月下旬入荷予定

フェリージ ●新館5F

しなやかな素材感と、動きのあるリボンや
タッセルで爽やかな風を感じられる、
春の気分を盛り上げるワントーンコーデ。
◀コート 47,300円／ブラウス 19,800円
　スカート 25,300円／バッグ 145,200円
　シューズ 52,800円
トゥモローランド ●新館2F

高い防水性能と、長時間のバッテリー性能、
カスタマイズ可能なフィット性で、
アクティブなシーンにも豊かなサウンドを再現。
▼〈Beoplay E8 Sport〉
　ワイヤレスイヤホン 39,000円
バング&オルフセン 日本橋
●新館5F

軽やかな春のアイテムで、普段取り入れない色にもチャレンジ
THE Power of Color

STYLE   2021 March
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新館に新しいショップが仲間入りNew Shop

ジャハン 
新館4F 【インテリア】

ペルシャ絨毯は“糸の宝石”
と呼ばれ、古くは数千年前
を起源とするイランで織り継
がれてきた伝統工芸品です。
そのペルシャ絨毯約 5,000
点ものバリエーションを、
ショールームからリモートで

ご覧いただけるジャハン国内
初のショップです。

江戸久寿餅 新館1F 【くずもち】
昔ながらの東京和菓子・久寿餅を、カワイイ、
美味しい、ヘルシーな和スイーツにしました。
季節限定の「江戸久寿餅（桜）」は、
桜の塩漬けを練り込んだ
上品な風味と華やかな香り。
特製の蜜をかけると、
絶妙な甘じょっぱさで
春を感じられます。

2.27[土]
OPEN

ワフィト 
新館1F 【コスメ】

フランスで体系化された
フィトテラピーと、日本で
確立した本草学。この
2つの叡智をベースに、
人と自然を密接に結ぶ
フィトテラピーの進化系と
して誕生した日本初の
植物バイオメソドロジー
ブランド。店舗では、香っ
て、触れて、耳を傾けて、
ブランドの特別な世界観
を体感いただけます。

3.25[木]
OPEN

Nihombashi Takashimaya  S.C.

6 　※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

江戸久寿餅（桜） 1,296円
※３月上旬販売予定

はなまるキッチン 新館B1 【総合惣菜】
1996 年の創業以来、店内調理にこだわり、お惣菜
を選べる“楽しさ”と、出来立ての“喜び”、美味しさ
の“感動”をご提供しています。お客様の日々の生活
の中で POPなお食事のお手伝いができるように、
元気なスマイルスタッフがお待ちしております。

2.22[月]
OPEN

ヴェンキ 
新館1F 【洋菓子】

140年以上の歴史を誇るイタ
リアのチョコジェラテリア。
伝統のレシピから革新的な
新作まで揃うチョコレートと、
多様なチョコレートフレー
バーやヘーゼルナッツ、ピス
タチオなど独自の味の世界
を展開する本場のジェラート
が楽しめます。

3.10[水]
OPEN

妻家房 新館B1 【韓国料理】
厳選した材料を手作りにした本場キムチ
を中心に、お弁当や惣菜、韓国食材を取り
揃えています。イートインコーナーでは、
チヂミや石焼ビピンパをはじめ、冷麺など
韓国家庭料理をお楽しみいただけます。

3月中旬
OPEN

くずもち



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

follow me !

S H O P   I N F O R M A T I O N

3月19日（金）からブランド創立70周年を記念した
アニバーサリーフェアを開催。期間中、商品を税込
7,700円以上お買上げのお客様に「ミニティンボッ
クス」をプレゼント（数量限定）。また、3月5日（金）
より70周年記念ボックス入りの限定マグカップ
セットも発売いたします。

マリメッコ 新館3F

大分で林業を営む久恒山林から生まれた、ライフスタ
イルブランド“六月八日の森”。人気の「森の香りのアイ
ピロー」の原画を手がけたtotoganashi近藤百恵さん
からみた“六月八日の森”の世界と、森を想う暮らしを
実感いただけるものづくりをお届けします。
森の香りのアイピロー 3,850円

タッチアンドフロー 新館5F

日本製のものづくりにこだわった三陽商会のオリジ
ナルストア「エス エッセンシャルズ」が店名を新たに
リニューアル。 着る人を想い、愛着を持っていただけ
るようなウェアから雑貨までご提案。パターンオー
ダー会やSDGsを念頭においたアクションプラン
「EARTH TO WEAR」のPOPUPも開催します。

サンヨー エッセンシャルズ 新館3F

特製甘辛醤油だれに絡めた揚げたてのとんかつを、
５種の春の和え物と一緒に味わえるかつ丼です。甘
辛いとんかつと、とろろの絶妙な組み合わせによる
和テイストをお楽しみください。
春の彩りかつ丼 銘柄豚ロース 2,300円
※３月１日（月）～販売予定

かつ吉 新館6F

本場の味をご提供する北京ダック。半羽や1羽でご
注文いただくと、パプリカやセロリを入れてサラダ風
にしたり、小麦クレープやマントウに甘い味噌やプラ
ムソースを付けてお好みのスタイルで楽しめます。
北京ダック １巻864円・半羽（10切れ）7,560円・
1羽（20切れ）15,120円

中国名菜 銀座アスター 草 日本橋
新館6F

３月３１日（水）まで「春の洋風御膳」が登場。コンソメ
スープ、国産牛フィレ肉のステーキ丼、小エビフライ、
ミートクロケット、サーモン、生ハム、キッシュなど色とり
どりの華やかな御膳です。お好みのケーキを桜模様
で彩ったデザートも魅力のひとつです。
１人前 ３，９６０円

資生堂パーラー 本館8F

専用のハンドチョップパティと、バターでソテーした
フォアグラの贅沢な期間限定バーガー。グリルドオニ
オンとサラダリーフを加え、手切りパティのしっかりと
した食感と、トロッとしたフォアグラの旨味をバルサミ
コソースで調和しています。 ※4月３０日（金）まで
テイクアウト2,484円・イートイン2,５３０円 

ブラザーズ 新館7F

３月中旬から「桜フェア」を開催。桜色のニットウェア
や、舞い散る桜の花びらをイメージした刺繍入りの
小物など、桜をイメージしたアイテムを多数販売い
たします。桜のエッセンスを取り入れて、春の気分を
楽しみましょう。
カーディガン 6,820円／バッグ 2,640円

ジェラート ピケ 新館1F

完全個室に１台4役のエステマシンを導入した、女性
限定の定額制セルフエステ。３月１日（月）より初回
体験後、その場でご入会の方に「入会金2万円
無料」、「遺伝子解析無料」、「ファイバー
スムージープレゼント」など特典をご用意。
※特典詳細はWEBサイトをご確認ください。

ボディアーキ 新館4F
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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。

◀ 表紙の写真 ハンカチ
③ 1,100円／①⑥⑧⑩ 各1,320円
④⑦⑯ 各1,650円／②⑨⑪ 各１，９８０円
⑬⑮ 各2,200円／⑭ 2,530円
⑫ 3,080円／⑤ 3,300円

オールドファッションストア
●新館5F
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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・輸入状況等により、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WEBサイトおよび店頭にてご確認ください。

〒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。
日本橋髙島屋S.C.
WEBサイト

朝食が楽しくなる個性豊かな食パンが揃います。 
さらに食パンの美味しさが広がるパンのお供もお見逃しなく!

３６５日と日本橋 新館1F
「３６５日×食ぱん」
北海道産小麦「ゆめちから」と福岡産小麦「ミナミノカオリ」を独自
にブレンドした食パン。外はサックリ、中はモッチリ、香ばしさの中に
甘味を感じる３６５日一番人気の食パンです。
（約6×6.5×14.5cm）313円

「北海道×食ぱん」
北海道産小麦「はるきらり」と北海道産の牛乳・バターで作った
食パン。バターがリッチな、ふんわり弾力がある食感です。
（約6×9.5×14.5cm）453円

「福岡×食ぱん」
福岡産小麦「ミナミノカオリ」と九州産生クリームを使った食パン。
薄茶色のキレイな焼き目で、柔らかく、すっきりとした味わいです。
（約6×10×14.5cm）378円

なかほら牧場 新館B1
「ピュアグラスフェッドバター」
岩手県の山中にある牧場で自然放牧された牛の
ミルクで作られた貴重なバター。不飽和脂肪酸が
多く含まれ、食塩不使用なのでまろやかな奥深い
味わいです。 （約100g）2,160円

「銀座の食パン～香～」
なかほら牧場の牛乳を贅沢に使った
ミルキーな食パン。弾力感が
あるふかふかの食感で、耳は
クッキーのような香りです。
（約11×11×24cm）1,000円

紀ノ国屋アントレ 新館1F
「白桃バター」
信州産の白桃と国産のバターをブレンドして作った
滑らかなスプレッド。ジャムとは違う桃のまろやかな甘
味とバターのコクが、トーストやパンケーキにマッチ
します。 （140ｇ）754円

「イギリスパン」
1958年の販売当初より紀ノ国屋を
代表するロングセラーのパンです。自家
製ホップス種ならではの、ほのかな酸味と
コクのある味わいはトーストに最適です。
３枚切・216円

リチュエル 新館B1
「プレミアム生食パン」
厳選した小麦を熱湯で仕込み、低温長時間熟成。2種のフランス
産バターをブレンドして焼き上げました。生ではモッチリとした甘み
が引き立ち、トーストするとバター熟成生地の風味が楽しめます。
（約11.5×11×11.5cm）５４０円

「生食パン ショコラ」
生食パンにココアパウダーを練り込み、フランス・ヴァローナ社の
ショコラをたっぷり巻き込んで焼き上げたスペシャリテです。
（約11.5×11×11.5cm）800円

「RITUELデニッシュ」
北海道産はちみつと生クリームで仕込んだ生地に、フランス
産バターを折り込んだデニッシュ。
（約11×11×11cm）1,080円

成城石井 新館B1
「成城石井 果実60%のストロベリージャム」
２種の苺を使い糖度を抑えた大人のジャム。短時間
で煮詰めているので、しっかりと果肉感が残り、苺
本来の旨味が感じられます。 （290g）６６９円

「成城石井自家製
パン職人こだわりの湯種食パン」
ブランド小麦「オーク」を使用した成城
石井自慢の食パン。トーストしても
もっちり感はそのままです。
5枚切・４００円

人気のパン・サンドイッチをウェブサイトにて公開中！
下記掲載以外のパンも多数ご紹介。抽選で
素敵な商品が当たるキャンペーンも開催いた
します。詳しくは日本橋髙島屋S.C.新館の
WEBサイト内特設ページをご覧ください。

新館で出逢える食パンたち


