
安全なお買物のために、
ご協力をお願いいたします。
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。
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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。
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日本橋髙島屋S.C. 新館・本館ガレリア開業３周年記念 

〔専門店〕パーフェクトガイド
おかげさまで専門店は開業から３年を迎えました。まだ利用したことがないショップや
この秋加わったショップをチェックして、新しい出会いを探してみてください。
各店にて開業３周年記念「ノベルティ」や「限定商品」などをご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。▶

東京カレースタンド 
ハトノモリ ●新館B1 （カレー）
どこか懐かしいカレーライスと、本場南インド
のミールスのような彩りと味わい豊かなカレー
プレートを、クイックに楽しめるカレースタンド
です。カレーの他にも、世界のスパイス料理を
テイクアウト限定で販売しています。
　▼ミールスプレート（１種）1,050円

リチュエル ●新館B1 （洋菓子・パン）
フランス語で「習慣・儀式」という名を冠したブーラン
ジェリー＆カフェ。こだわりの素材を使い、フランスの
古き良き伝統的製パン技術で生み出されるヴィエノ
ワズリーのほか、惣菜パン、食パン、サンドイッチまで
バラエティ豊かにラインアップ。併設のイートインでも、
カフェラテなどとともに気軽に楽しめます。

鶏三和 ●新館B1 （鶏料理）
飼育から販売まで自社で一貫して管理・生産。究極
の美味しい鶏と言われる三大地鶏のひとつ「三和
の純鶏名古屋コーチン」の歯ごたえと旨味を、ふわ
ふわトロトロの卵で閉じ込めた贅沢な親子丼です。
この他にテイクアウトメニューも充実しています。
◀名古屋コーチン親子丼 1,080円

おかずフレンチ マノン 
●新館B1 （フレンチデリ）
パリ在住のマノンさんが提案する日仏の食文化を融合
した、新しいスタイルのデリカテッセン&イートインです。
前菜から主菜まで充実した自慢の肉料理は、おひとりや
家族で気軽に食べれるものから、ホームパーティーや社内
イベントなど多目的に楽しめるものまで、多彩なフレンチ
デリをご提供しています。
▶シャルキュトリー（肉の盛り合わせ／３～４名様分） 4,082円
　※３日前まで要予約（お電話でのご予約も可能）

寝かせ玄米と日本のいいもの
いろは ●新館B1 （玄米おむすび）
店名の「いろは」は健康の基本という意味。無理せず、
美味しく、楽しくをモットーに玄米のシンプルな食事を
ご提案いたします。もっちもちの寝かせ玄米に、特製
の醤油だれに漬け込んだ半熟玉子が丸ごと入った
お結びはイチオシメニューです。
▲半熟味玉お結び（１個）300円

ウィズグリーン ●新館B1 （サラダボウル）
たっぷりの国産野菜、肉を気軽に摂れるサラダボウル専門店
です。定番メニューに加え、季節の野菜を使った期間限定
メニューもございます。「毎日食べたくなるサラダ」をぜひお召し
上がりください。
▲キーマカレーサラダ（S）1,000円・（L）1,250円
　※期間限定：１０月３１日（日）まで

はなまるキッチン ●新館B1 （総合惣菜）
「美味しい出来立てのお惣菜」を選ぶ楽しさと喜びをお
届けするために、店内調理にこだわって、だし巻き玉子
からチーズハンバーグ、韓国風サラダ、ガパオライス
まで和食・洋食・中華・エスニックの様々なメニューをご
提供。お好みのデリ２点と白米か十六穀米いずれかを
組み合わせるセットメニューも人気です。
◀鮭と明太子のクリーミーパスタ（１パック）432円

3rd
Anniversary

2 ※価格は消費税を含む総額にて表示しております。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。　※都合により生産中止または仕様・発売日・価格など変更となる場合がございます。 　※品数に限りがございますので、



B1
〔新館 専門店〕 ランチタイムや仕事帰りにも使えるシティマルシェ

アコメヤ トウキョウ ●新館B1 （グロサリー）
食品・雑貨から「お福分けのこころ」を通して、こだわりがもたらす幸せを提供しています。
おめでたい鯛めしや、人気のご飯のお供、オリジナルの出汁シリーズなど詰め込んだセット
は、食にこだわったお祝いギフトとして喜ばれています。
▲AKOMEYAのおめでとう米ギフト 4,898円 ※ギフトBOX付き

妻家房 ●新館B1 （韓国料理）
手作りの本場キムチを中心に、お弁当や韓国
食材を取り揃えています。イートインでは、チヂミ
や石焼ビピンパ、冷麺など韓国家庭料理を
ご用意。海鮮が効いた口当たりの良い豆腐の
辛口チゲは、思わずご飯がすすみます。
◀スンドゥブチゲ 1,100円

パリヤ ●新館B1 （デリカテッセン・ショートケーキ）
ショーケースにずらりと並ぶ、美しく色鮮やかなデリの数々は
週替わり。いつ利用しても新鮮な気持ちになれるメニューが
揃います。一年を通じて旬の素材を生かしたデリからお好きな
メニュー（メイン＋サラダ＋サイドディッシュ＋ご飯）が選べる
フードセットをデリボックスでご提供いたします。
▲ライス＆デリボックス
　（テイクアウト）白米1,188円～／玄米1,242円～
　（イートイン）白米1,485円～／玄米1,540円～ 
　※店内でのお食事はスープ＆ドリンクバー付き

コムフォー ●新館B1 （エスニック）
お子様からご年配の方までお召し上がりいただける、やさしい味
わいの鶏のフォーは定番の人気メニュー。「クイック＆ヘルシー」
をコンセプトに、日本人の口に合うフォーを目指し新しい食文
化を提案。生春巻きやトムヤム風唐揚げなどサイドメニューも
充実しています。
▲鶏のフォー 780円

梅丘寿司の美登利 ●新館B1 （寿司）
ネタは毎日市場から直送される新鮮な海の幸。シャリは長年特
Aを受賞する山形産はえぬき米。秘伝の製法で仕上げた寿司
酢。オリジナルで焼き上げた瀬戸内海産の海苔。そんな素材と
手間にこだわったお寿司を、お手頃な価格でご提供いたします。
▼板さんおすすめ「おもてなし」セット 1,980円

成城石井 ●新館B1 （スーパーマーケット）
「世界の食品を世界の街角の価格で」をコンセプトに、各地
から厳選した“おいしいもの”を豊富に取り揃えるスーパー
マーケット。おすすめはクリームチーズをたっぷり使用した
自家製の濃厚チーズケーキ。ローストアーモンドの香ばしさ、
甘酸っぱいレーズン、サクサクとしたシュトロイゼルが加わり
絶妙な食感で、くせになる味わいです。
▶成城石井自家製プレミアムチーズケーキ（1本）８５４円

なかほら牧場 ●新館B1 （ソフトクリーム・乳製品・軽食）
自然交配・自然分娩・生後2ヵ月の母乳哺育のウシは岩手県
の山中で自然放牧され、自生する野シバや野草を食べて
育ちます。そこで生み出されるミルクは季節によって風味が
変化する自然のままの味。自家製造で低温殺菌された牛乳は、
なかほら牧場の全ての乳製品に使われています。
▲中洞牧場牛乳（720㎖）1,188円

3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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



中国茶専門店 リムテー× 一守堂
●新館1F （中国茶・茶道具）
中国茶の本場・福建省出身の店主のもと、茶葉の生産から販売まで直接管理する中国
茶専門店「リムテー」と、日本が誇る職人の手作り一品を集めた茶道具専門店「一守堂」
が融合。洗練された茶葉や茶菓子、茶器で中国茶席を上質に演出いたします。
▲左奥から時計回り：八宝茶（25ｇ）350円／バラ茶（10ｇ）300円／ガラスポット中（600㎖）
2,900円／パンダ月餅 240円／白磁たく ５００円／デミタスカップ 各500円

ディーン&デルーカ カフェ ●新館1F （カフェ）
クオリティの高いコーヒーと旬な味わいのシーズナルドリンク、
充実したフードメニューを提供する心地よいカフェとともに、食の
セレクトショップとして品揃えが充実。TVで話題になったトリュフ
ソルトは肉や魚料理はもちろん、リゾットやオムレツのアクセントに
おすすめです。
▲ブラックトリュフソルト（30g）1,296円・（１００g）3,996円

江戸久寿餅 ●新館1F （和菓子）
小麦でんぷんを2年間長期乳酸発酵させて作る、江戸の和菓
子をポップでヘルシーな和スウィーツにしました。和菓子には珍
しい発酵食品です。長い年月をかけ仕上げた「生久寿餅」は消費
期限はたったの2日間。きなこと自家製の黒蜜をたっぷりとかけ
て、発酵により生まれた独特の香りと淡い酸味、しっとりとした
弾力をお楽しみください。
▲江戸久寿餅 まごころ 3,240円

365日と日本橋 ●新館1F （洋菓子・パン）
人気のクロッカンショコラをはじめ、少し変わったスタイルのパンは
新しい時代の日本のパンたちです。製法や形にも様々な工夫や意
味が込められています。ぜひ店頭で気軽にスタッフに聞いてみてく
ださい。併設のカフェスペースでもお楽しみいただけます。
▲上：カヌレ 270円／右上：クロッカンショコラ 411円／
　中央：レモンミルクフランス 368円 ほか（テイクアウトの場合）

エヌツー ブランチ クラブ
●新館1F （カフェ＆レストラン）
人気ジェラートショップと実力派シェフのコラボにより
誕生したオージーブランチレストラン&カフェ。店名に
もなったN2（液体窒素）を使用し、オーダーを受けて
から作るチョコレートとヘーゼルナッツを使ったこだ
わりのジェラートをぜひお楽しみください。
▼フェレロ レビール ジェラート 650円

美味しいから心地よいまで、
こだわりを楽しむプロムナード

ヴェンキ ●新館1F （洋菓子）
イタリアで140年以上愛される老舗のチョコジェラ
テリア。イタリアの伝統と新しいレシピへの挑戦が
共存する個性的なプラリネ9種を詰め合わせまし
た。店内では本場のイタリアンジェラートもお楽しみ
いただけます。
▶プラリネ ギフトボックス 3,780円

1F
〔新館 専門店〕

紀ノ国屋アントレ ●新館1F （グロサリー）
アントレはフランス語で入り口という意味。紀ノ国屋のこだわり
や品質を気軽に味わっていただけるよう、お客様をお迎えする
「入り口」として、日常の上質な食生活のお手伝いをしていき
ます。レストスペースやコーヒースタンドも設置しています。
◀ラー油せんべい（１袋）３９８円

ヨネムラ ザ ストア 
●新館1F （洋菓子）
京の素材と香り・食感にこだわって、全て
手作りする個性豊かなクッキー専門店。
看板商品はオーナーシェフ米村昌泰の
感性で手掛けた抹茶、ぶぶあられ、七味
など全１２種類の味わいの詰め合わせ。
京都の店構えを描いた可愛らしいイラス
ト缶入りです。
▶よねむらオリジナルクッキー 5,500円

4 ※価格は消費税を含む総額にて表示しております。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。　※都合により生産中止または仕様・発売日・価格など変更となる場合がございます。 　※品数に限りがございますので、



中川政七商店 ●新館1F （生活雑貨・グロサリー）
創業300年の歴史を持つ老舗ならではの温故知新の想いで、季節のしつ
らいや染織を生かした服など、機能的で美しい暮らしの道具が並びます。
１００年以上の長い歴史を持つ大阪の老舗・牛乳石鹼と作ったお肌を
いたわるセットが、9月18日（土）新発売です。
▲〈カウブランド赤箱コラボ〉 かや織りビニールマチ付きポーチセット 2,750円
　奈良のくつしたやさんとつくったヘアバンドセット 2,530円
　お顔の蒸しタオルセット 2,970円

ワフィト ●新館1F （コスメ）
植物療法士の森田敦子が立ち上げた日本初の植物バイオ
メソドロジーブランド。保湿をメインに、ダメージの要因になる
微細な変化を見逃さず、ハリやツヤを与えて、肌の基礎力を
根本からサポートします。
▼〈レジェナ〉
　クレンジングオイル 4,950円／フェイシャルミルク 6,600円
　エンリッチドクリーム 11,000円ほか

コスメキッチン ●新館1F （コスメ）
世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心に、アロマや
ハーブティー、雑貨や洗剤などナチュラルなアイテムをラインアップ。
メンタルやライフスタイルにも癒しや潤いを広げられるようにお肌の悩み
だけでなく、カウンセリングを通じたトータルケアをご提案いたします。

サボン ●新館1F （コスメ）
イスラエル発の人気コスメブランド。毛穴レスの柔肌を
１品で叶える2in1スクラブ洗顔フェイスポリッシャー
より秋冬限定品が登場。瑞 し々いオレンジから溢れ
出す心高まるいきいきとした香りに包まれ、血色感の
あるヘルシーな肌に導きます。
▲フェイスポリッシャー インビゴレイティング 4,950円
　※10月1日（金）より数量限定販売

シャポードオー ●新館1F （帽子）
適度にトレンドを取り入れながら自分流のお洒落を楽しむ大人
の女性がターゲット。上質で洗練されたデザインの帽子をセレ
クトしています。今季はベーシックアイテムにデザインを加えた
デコラティブなマリンを私たちらしくご提案いたします。
▼リボンベレー 各9,900円

ジェラート ピケ ●新館1F （レディス・メンズ・キッズ）
“大人のデザート”をコンセプトに着心地へのこだわり、着る人
それぞれのライフスタイルに喜ばれるアイテムを“ファッション
のスウィーツ”で表現したルームウエアブランド。秋のテーマは
「Delicious Season」。旬の食べ物を食すように旬の色を
着る、様々な食べごろのルームウエアが店頭に並びます。
▼プルオーバー 6,930円　※10月１日（金）発売

ソルソ ホーム 日本橋 ●新館1F （園芸）
植物のプロ集団SOLSOが展開するボタニカルショップ。ご自宅
のリビングやオフィスなどのグリーンから、切り花やドライフラワー
までお客様のライフスタイルに寄り添った植物に関する全ての
ご提案をしています。個性豊かなネイティブプランツはスタンド式
に長時間飾っていただける新商品です。
▲replants（１個）1,320円～

カガエ カンポウ ブティック
●新館1F （コスメ・漢方・薬・健康食品）
「漢方で美しく輝けるように」をテーマに、自然体の美と
健康、癒しをご提案しています。お客様のライフスタイル
や体質に合わせた無料漢方カウンセリングも実施。
この季節おすすめするのは、東洋美白保湿スキンケア。
保湿をしながらエイジングケアを叶えます。
▲〈カガエエクストラ〉エッセンス 7,480円
　クリーム 7,920円

フォルトゥナ ●新館1F （宝くじ）
英語のFortune（幸運・富・財産）の語源と言わ
れる、ローマ神話の幸運の女神「フォルトゥナ」
が店名の宝くじ売場。日本橋界隈の金運アップ
やパワースポットのお札を飾りお迎えします。

ジーエムティー 
ファクトリー ●新館1F （リペア）
大切な思いが詰まったものを、より長く使って
いただくために、靴や服、ファッション小物まで、
様々な修理に対応します。知識豊富な革物修
理の職人も常駐。お気軽にご相談ください。

5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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



トゥモローランド ●新館2F （レディス・メンズ・キッズ）
約690㎡の面積を誇る館内最大店舗。ハウスブランドの
〈TOMORROWLAND〉をはじめ、国内外のメンズ・ウィメン
ズアイテムを豊富にラインアップ。ファッションを楽しむ遊び
心と受け継がれる伝統を大切にした、端正で洗練された
エレガントスタイルをご提案いたします。
▲ジレ 23,100円／ブラウス 20,900円／パンツ 18,700円
　シューズ 59,400円／バッグ 99,０００円 

マークスアンドウェブ ●新館2F （コスメ）
自分らしく暮らしを楽しみたい方へ、植物の恵みを生かした
デイリーケアやライフスタイル雑貨をご提案。マンダリンと
ラベンダーの精油をブレンドした爽やかな香りのボディー
ソープとハンドソープに、速乾性に優れたリネンのタオルの
ギフトセットは、シーンを問わず贈りやすいギフトセットです。
▼ボディソープ、ハンドソープセット 5,420円 ※ギフトBOX含む

フォーナインズ 
セレクテッド バイ ガラ ●新館2F （メガネ）
掛け心地と品質を追求したフォーナインズのアイウエアをフルライン
アップ。独立した対面式のフィッティングスペースや高性能の
測定機器なども完備して、眼鏡選びからメンテナンス、アフター
フォローまで全てにおいて心ゆくまでご堪能いただけます。
▼メガネフレーム 36,300円

スーペリアクローゼット ●新館2F （レディス）
美しさと自信を纏う美しい国の女性のために、タイムレスな永遠
の「今」をお届けします。素材の躍動するフォルム、本物を感じさ
せる洗練された色で品位を高める私のクローゼットが完成します。
▶シャツ 22,000円／パンツ 19,800円

フランク＆アイリーン ●新館2F （レディス・メンズ）
カリフォルニアで多くのセレブリティに愛されるシャツブランドがお
届けするデニムシャツは、身体に馴染む柔らかな肌触りのストーン
ウォッシュドデニム。着心地とスタイリッシュさを両立した上品な
デニムスタイルをお楽しみください。
▶ウィメンズシャツ 29,700円
　メンズシャツ 33,000円

ドラマ アッシュ・ペー・フランス
●本館ガレリア1F （ジュエリー・アート・小物雑貨）
日本のクリエーションにこだわり、日本のクリ
エーターたちと共につくる、東京をクローズ
アップしたジュエリーショップ。東京で働く大人
の日常に、ドラマを引き寄せるようなアクセサ
リーをご提案いたします。
▲月の満ち欠け あこやパールネックレス
　96,800円

フォション ル・カフェ 
●本館ガレリア1F （カフェ）
フランスの老舗高級食品店「フォション」
の味と雰囲気が味わえるカフェ。パリ
を思わせるテラス席で、朝のコーヒーから
オシャレなスウィーツにディナーまで、
自分のスタイルに合わせお気軽にご
利用ください。
◀季節のフォンテーヌブロー 715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 （フレグランス）
1803年パリ創業の、香水と基礎化粧品を取り揃えた総合美容
専門店。独自に開発した化粧品や、こだわりをもって世界中から
選りすぐった良質な原料と美容道具をご提供しています。グリーン
と鉱物のベースに苔とガルバナムを加えた“リケン・デコス”の
ボディミルクは、優雅な香りで心と体を潤いで満たします。
◀レ・ヴィルジナル リケン・デコス（190㎖）5,830円

ジャラン スリウァヤ 
●本館ガレリア1F （靴）
最後のアウトソールの縫い以外全てハンドメイド
で作られる革靴の真骨頂「ハンドソーンウェル
テッド製法」にこだわったJalan Sriwijayaの
日本初直営店。装飾を省き素材の良さを際立
たせるプレーントゥ。英国製ダイナイトソールで
グリップ力や耐水性に優れています。
▲メンズプレーントゥシューズ 39,600円

他とは違う個性を放つガレリア

品質とデザインが光るクオリティクローゼット

9.8[水 ]
OPEN

1F
〔本館ガレリア
専門店〕

2F
〔新館 専門店〕
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マルティニーク 日本橋
●新館2F （レディス・メンズ）
この秋冬のテーマは「DRESSING IS YOUR STYLE」。
マルティニークが提案するエッセンシャルアイテムをベース
に、トレンドを自分らしく着こなす。そんなファッションスタ
イルをイメージしたコレクションを展開します。
▼トレンチコート 81,400円／ブレザー 63,800円 ほか

ドゥロワー ●新館2F （レディス）
ショップ名の「DRAWER」は、引き出しの上段に
上質な物を入れたという英国の風習に由来し
ます。際立って上質で洗練されたアイテムと、それ
を引き立たせるコーディネートや店舗空間を通し
て、特別な高揚感を感じていただけるお店です。

エブール ●新館2F （レディス）
本物志向の大人の女性に向けた服をご提案。ブラ
ンド５周年を記念した特別デザインのダッフルコート
は、ハイブランドにも愛されるイタリア高級メーカー
のヘリンボーンカシミアの素材を生かしたデザイン。
身体を包み込むフォルムに、丁寧なハンドステッチ
で長く大切に着続けていただきたい一着です。
▶カシミアコート 660,000円 
　※9月17日（金）より数量限定販売

ヴェルメイユ パー イエナ
●新館2F （レディス）
今シーズンのテーマは「LOVECALL parisへの
憧れ」。フレンチをベースにしたクラシック、モード、
マニッシュ、レディをテーマに構成します。今年１枚
は持っていたいジレは、上質なファブリックと洗練
されたデザインで存在感を放ちます。
▲ロングジレ 154,000円 ほか

ザ・ノース・フェイス ●新館2F （メンズ）
創業以来、自然との共生を目指し、アウトドア＆アーバン
ライフを両立するウエアとギアを作り続けています。クラッ
シックなシルエットにメタルボタンがアクセントのジャケットは、
大きめのフラップポケットや撥水加工を施し、普段使いし
やすいカジュアルなデザインと機能性を両立させています。
▼ジャケット 28,600円

リゼッタ
●新館3F （レディス）
天然素材の生地で仕立てた
心地良い服から、下着やエッセ
ンシャルオイルなど日々の暮らし
を豊かにする上質なアイテムが
揃います。ブランド15周年を記
念して作られたウールのカー
ディガンやアウターの復刻アイ
テムなどが注目です。
▶カーディガン 29,700円
　※9月２４日（金）発売

トレンドに左右されない
ベーシックスタンダード

プルミエ
アロンディスモン 
●新館3F （レディス）
ブリティッシュトラッドやミリタリーなど、
歴史あるメンズディテールをセンシャル
にこなしたコレクションを展開。毎シー
ズン好評の接結素材を使用したコート
とストールは、イタリアのファブリック
メーカーBALL社の生地を使用。カシ
ミア混の美しい光沢感と滑らかさ、軽く
て暖かいのが特徴です。
▶コート 64,900円
　ストール 22,000円

オーバーザセンチュリー 
●新館3F （レディス・メンズ）
街の外れにありながらも住んでいる人たちに
愛されている小さなスーパーのような存在感
と空気感を持つショップ。「100年先も在り
続ける」世代を超えて愛されるプロダクト
を紹介しています。
▶シャツワンピース 各38,500円

3F
〔新館 専門店〕

プレインピープル
●新館3F （レディス）
衣食住ライフスタイル提案型コン
セプトショップのPLAINPEOPLE、
今季のテーマは“ボヘミアンスポー
ティフ”。オリジナルのリバティプリ
ントのワンピースに裏毛のジャー
ジー素材のカーディガンを羽織って
スポーティーに。
◀カーディガン 49,500円
　ワンピース 49,500円 ほか

7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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



コレックス
●新館3F （レディス・生活雑貨・インテリア）
タイムレスな日用品とともに紡ぐ生活の
ひとつひとつの“大切”が心を豊かにし、
暮らす人や誰かの幸せへとリンクしていく。
これからのコンフォタブルライフにつな
がるモノをファッション、アクセサリー、イン
テリアを通じて提案していきます。
◀ニット 25,300円
　トートバッグ 55,000円

マリメッコ ●新館3F （生活雑貨・インテリア）
独創的なプリントや色使いによって、世界中の人々の暮らしに喜びを
届けて来た、フィンランド生まれのライフスタイルデザインブランドです。
洋服、バッグ、小物などのファッションアイテムから、テキスタイルや
テーブルウェアなどのホームデコレーションアイテムまで展開します。
▼マグカップ（ブラック）3,080円・（他色）各2,750円／プレート 2,750円

                  　　　ハート

みどりの葉奏音 
●新館3F （インテリアグリーン）
未来の土「パフカル」を使用した、インテリアグリーン
専門店。パフカルは土を使わないため衛生的で虫
がつきにくく、水やりも少なく済みます。まるでファッ
ションを楽しむかのように自分だけのお気に入り苗を
セレクトして、お部屋のお着替えを楽しみましょう。
▲植栽５本セット（FRAME木目調付き）6,９３０円

ジャーナル スタンダード ファニチャー 
●新館3F （生活雑貨・インテリア・園芸）
アパレルブランドJOURNAL STANDARDが、国内外の旬なブランドを
組み合わせたテイストミックスのインテリアスタイルを提案。“住処”と
いう意味を持つハビタソファベットはオークの無垢板のアームにライト
ウェーブのマットレスをセット。機能的でオシャレに座る・寝る・くつろぐを
実現します。
▼HABITAT SOFA BED 220,000円

ファクトリー ショップ ヒロマツ
●新館3F （インテリア・生活雑貨）
福岡に拠点をおく家具メーカー「広松木工」の直営店。
自然オイル仕上げなど木材の美しさを最大限に生かし、
使い手によって深められる経年変化の味わいも含め、
美しいと感じられる家族の家具を作っています。
▲リポーゾソファ 217ウォールナットピエトラブラウン 413,600円

暮らしを彩る上質な
シティパークカジュアル

ジュエッテ ●新館3F （アクセサリー）
ファッションにこだわり、トレンドを取り入れながらも自分自身のスタ
イルを求め、それぞれの個性をより輝かせるコスチュームジュエリー
を発信します。ジェンダーレスアイテムも多数取り揃えています。
▲ネックレス 17,600円～

サンヨー エッセンシャルズ 
●新館3F （レディス・メンズ）
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。「SPECIALITY」、「STORY」、「SUSTAINABLE」
をキーワードに、着る人を想い、愛着を持っていただけるウェア
から雑貨までをご提案いたします。自慢の「100年コート」を
ぜひお試しください。
▲コート 138,000円／ワンピース 39,600円

エルベシャプリエ ●新館3F （バッグ）
1976年創業のパリのバッグブランド。エルベシャプリエの
バッグの魅力は何と言ってもその美しい色、高品質な
素材、そしてシンプルなフォルム。made in Franceなら
ではの美しい色使いは時代をこえて幅広い世代に愛
され続けています。
▲舟型（M）トートバッグ 86,900円

3F
〔新館 専門店〕
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カフェ ヴァヴァ ●新館3F （ティー＆パンケーキ）
「新食感VAVAパンケーキ」は国産米粉100％でとろける美味し
さのグルテンフリーパンケーキです。スリランカのセイロン茶葉
“アールグレイ”使用の「極上ロイヤルミルクティー」、「天使の海老
バーガー」や「パスタアラビアータ」などのお食事も楽しめます。
▲苺（とちおとめ）とベリー パンケーキ 1,980円

ほけんの窓口 ●新館4F （保険）
保険のことなら「ほけんの窓口」へ。複数社の保険商品
から納得の保険プランが選べます。納得いくまで何度
でも相談無料です。
募集代理店 ほけんの窓口グループ㈱

黒澤文庫 ●新館4F （カフェ）
「本と珈琲とインクの匂い」がコンセプトの、どこか懐かしさを感じる空間。文庫本の
ほか、テーマに沿った様々な本があり全て店内で読むことができます。一杯ずつ丁寧
にハンドドリップする珈琲はミカフェート監修のブレンド豆を使用。そば粉100％の
ガレットやシフォンケーキ、焼きカレーなど昔ながら
の喫茶店を感じるメニューもございます。
▶ガレットプロヴァンサル 1,265円
　黒澤文庫ブレンド 660円
　マウンテンチョコバナナケーキ ８２５円
　※１日限定５食

ニュートラルワークス.
ニホンバシ ●新館4F （レディス・メンズ）
ココロとカラダをニュートラルに整え、スポーツのある豊
かなライフスタイルを提案するスペシャリティストアです。
機能とデザインが両立したウェア＆グッズだけではなく、
身体の状態を整えるアイテムやサービスもご提供。
経験豊富なスタッフから、スポーツや健康に関するアド
バイスをいたします。お気軽にご相談ください。
▼HYPERVOLT GO（マッサージガン） 32,780円

テネリータ ●新館4F （生活雑貨・オーガニックコットンタオル）
オーガニックコットンタオルを中心に、ルームウエアからベビー
アイテムまで天然素材が心地よいアイテムをご提案いたします。
おすすめは「超甘撚りエクストラリッチタオル」。世界でもごく
少量しか採取できない希少品種スピンゴールド・オーガニックを
使用した、光沢感と重量感のあるとても柔らかいタオルです。
▲フェイスタオル 各4,950円

リベーチェ ●新館4F （レディス・メンズ）
美しくカバーアップできる水着、リゾートウエア、フィットネスや
マリンレジャーで活躍するアクティブウェアを多数ラインアップ。
秋の新作は、上質な花柄のレイヤードブラタンクトップス。
水陸両用でマルチにお使いいただけます。
▲ブラタンクトップス 14,300円

茶論 中川政七商店
●新館4F（茶道教室・茶道具）
「以茶論美（茶を以て美を論ず）」をコンセプトとした茶道
教室。オリジナルの茶道具を取り揃えた見世と、季節の
美しいお菓子と選りすぐりのお茶をご提供する喫茶をご
用意しています。心がほっとするひとときをお過ごしください。
▶名碗でいただく薄茶と主菓子セット 1,650円
　※３周年記念として干菓子２種付き（なくなり次第終了）

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。
▲絨毯 1,100,000円

知的好奇心と
自分らしさを満たす

ルル ウィルビー ●新館3F （レディス）
今年の秋冬のテーマは、自分のお気に入りのものに囲まれて
ハッピーな気分で過ごしたい「My Favorite Things」。気持ちを
高揚させてくれるエッセンスや、自分が自分らしく心地良くいる
ために普遍的に女性が「好きなもの」を集めたコレクションです。
▲ワンピース 79,200円

4F
〔新館 専門店〕
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手間と時間をかけた分、私を癒し私を磨く

思わず長居してしまうガジェットハウス

グランラフィネ ●新館4F （リラクゼーション）
南仏プロヴァンスを五感で感じるリラクゼーションサロン。プロ
ヴァンスのエッセンスを取り入れ、安全性にこだわったオーガ
ニックのアロマテラピープロダクトをご用意しました。特におすすめ
はリンパドレナージュを主体とした「グランアロマトリートメント」。
むくみの緩和や疲労回復の効果が望めます。
▲グランアロマトリートメント（８０分）12,550円

オールドファッションストア 
●新館5F （ハンカチ・ファッション雑貨）
繊細な手仕事にこだわりを持つ日本の職人によって作られた、
ハンカチ、靴下など身近な生活アイテムを取扱う専門店
です。ハンカチのカスタマイズにお名前・イニシャル刺繍サー
ビスもご用意。豊富なハンカチの中から、お好きなものをお選
びいただき、ご希望の文字を刺繍いたします。特別なギフトや、
自分だけのオリジナルアイテム作りとして、ぜひご利用ください。
◀刺繍 1ヵ所440円～／別途ハンカチ代 1,320円～

スターバックス コーヒー 
●新館5F （カフェ）
朝7時30分から営業。コーヒー豆の現代アートと昔
ながらの日本橋の趣が融合した店内に、窓から降り
注ぐ光を感じながら心地よい時間をお過ごしいただ
けます。日本橋地区では当店だけで販売している
スターバックス®ナイトロコールドブリューコーヒーも
一緒にお楽しみください。
▲スターバックス®ナイトロコールドブリューコーヒーTall
　583円（イートイン）

イソップ ●新館5F （コスメ）
1987年にメルボルンで創業して以来、優れたスキンケア、ヘア
ケア、ボディケア製品の創造を追及し続けているイソップ。製品は、
すべてこだわりを持って選び抜いた植物由来成分と非植物由来
成分を使用しています。新商品もぜひ店頭でお試しください。
▶パセリ フェイシャル インテンスセラム（60㎖）9,570円

グランミュゼ ●新館5F （生活雑貨・コスメ）
「感動のきっかけを」をコンセプトにライフスタイルを個性豊かに
彩るルーム・ボディケアやギフトアイテムをご提案いたします。
エッセンシャルオイルを配合したフレグランスオイルは全部で
６種類。自分の好きな場所で気軽に使える、便利な充電式
コードレスデュフューザーです。
▼ポータブルデュフューザー 本体各11,000円
　フレグランスオイル（15㎖）各2,750円

ザ・バーバー ●新館5F（理容室）
トレンドからビジネススタイルまでお客様のご希望
に合わせた髪型と、至福のリラックスタイムをご提供
いたします。男性向けに開発されたオリジナルヘッド
スパ、滑らかな剃り心地を追求したオリジナルシェー
ビングを、JAZZが流れる全席半個室のフルフラット
シートでご体験いただけます。
▲ザ・プレミアムシャンプー 2,200円

ベアフット ヒロマツ ファニチャー 
●新館5F （インテリア・レディス・メンズ）
「海辺では、裸足の暮らしなんだよね」福岡の家具メーカーの広松
木工と、葉山のサンシャイン・プラス・クラウドが海辺の生活を表現する
ブランド。パイン材でシンプルに、無骨に作られたユニットシェルフは
スタッキングも自由で、お部屋の可能性が広がります。
▲ユニットシェルフ 19,800円～

ボディアーキ ●新館4F （女性限定セルフエステ）
SNSで話題の75万人来店突破セルフエステ。高級サロンで導
入された最先端エステマシンを、まずは初回体験無料でご体験く
ださい。その場でご入会の方だけの特典もご用意しています。
２０２１年９月３０日（木）までの入会特典 
①入会金（22,000円）無料 ②遺伝子解析（35,200円）無料
初回体験ご予約　https://bodyarchi.com/experience/

ネイルズユニーク
アルティミッド アス ●新館4F （ネイルサロン）
エレガントにゆったりとサービスが受けられるネイルサロン。ジェル
ネイルだけではなく、気軽にお試しいただけるケアコースやフットを
含むフルサービスをご提供しています。速乾と持ちの良さが人気
のマニュキュアなどネイル用品も豊富にご用意しています。
▲超速乾性マニュキュア 各1,700円

4F
〔新館 専門店〕

5F
〔新館 専門店〕

10 ※価格は消費税を含む総額にて表示しております。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。　※都合により生産中止または仕様・発売日・価格など変更となる場合がございます。 　※品数に限りがございますので、



ビクトリノックス ●新館5F （生活雑貨）
マルチツール、カトラリー、ウォッチ、トラベルギアなどを販売するスイス
発のブランド。イタリア語でブラックを意味するNEROの名が付く、
新コレクション「ALOX NERO」。艶のあるナイロン素材をベースに、
型押しのブラックレザーやマットブラックのメタルパーツを配し、オール
ブラックながら質感の違いで奥行きのある、洗練されたデザインです。
▲〈ALOX NERO〉スリングバッグ 19,800円／トートバッグ 35,200円

タッチアンドフロー ●新館5F （文具・生活雑貨）
手書きを楽しむ大人のためのステーショナリーショップ。おうち時間を
楽しむアイテムを多数揃えています。人気のレザーカバーに限定色の
ネイビーが加わりました。しっとりとした質感のシュリンクレザーは柔らかく手
に馴染み、落ち着いた色合いで大人のノート＆ダイアリーを演出します。
▲レザーカバー「スケッチ」B6 各13,200円 ※ノートは別売り

三陽山長 ●新館5F （靴）
日本人の感性を生かした紳士の理想像を追求する三陽山長。
この秋仲間に加わるのは革・仕様・仕上げに至るまで
その技術を全て注ぎ込んだ「謹製 勘三郎」 。
ヤハズ仕上げ、スキンステッチ、シームレス
ヒールといった職人技を良質な素材で
仕上げた一足です。
▶写真中央：謹製 勘三郎 165,000円
　※9月23日（木・祝）発売

フェリージ ●新館5F （バッグ・雑貨）
1973年、イタリアのフェラーラで創業したバッグ・革小物
ブランド。この秋冬コレクションは、ナイロン素材にレオ
パード柄をプリントしたものなど、季節やトレンドを楽しめる
シーズナブルな素材を使ったアイテムが揃います。
▲ナイロントート 49,500円

コンティニュエ日本橋
●新館5F （メガネ・時計）
日本橋という街から感じられる伝統と未来感の両立を
内包した商品セレクト。モダンとクラシック、信頼と贅沢
などこだわりの視点で眼鏡やサングラスのほか、厳選した
ヴィンテージウォッチなどを展開します。
▲眼鏡フレーム 66,000円

サイコバニー 
●新館5F （レディズ・メンズ）
兎×スカルのロゴをキーデザインにカジュアル
ウェアからドレス、小物雑貨、レディスまでトー
タルアイテムを展開。ゴルフでも使える裏地
付きのジップアップセーターは、カラフルなロゴ
デザインがアクセントです。
◀ジップアップセーター 30,800円

バング&オルフセン 日本橋
●新館5F （オーディオ）
1925年デンマークで創業のオーディオビジュアルブランド。「心豊かに
過ごす北欧の休日」をイメージして、居住空間での音楽や映像とともに
インテリアエレメントとしての製品スタイリングもご提案いたします。また
アウトドアやスポーツシーンなど、多彩なライフスタイルを彩る高品質な
サウンドアイテムをご用意しています。
▲Beolab28 1,870,000円／ Beovision Harmony 77インチ3,300,000円

パトリック ラボ 日本橋
●新館5F （靴）
フランス発祥のシューズブランド「PATRICK」
の直営店。フランス時代の製法を遵守し、日本
国内で職人の手により一足ずつ丁寧に生産。
直営店ならではの豊富なラインアップで大人
用から子供用まで、エスプリの利いた色使いで
足元のお洒落をご提案いたします。
▲スニーカー 15,400円

ブリーフィング ゴルフ ●新館5F （バッグ・雑貨）
継続性のある機能美を追求し、「都会とゴルフシーンをブリッジする」
スタイリッシュなゴルフブランド。ミリタリーテイストのカラーコンビネー
ションが魅力のキャディバッグは、防水性素材「X-PAC」に人気の
コヨーテカラーやブラックを配色した
新アイテムです。
▶キャディバッグ 74,800円

11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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



人形町今半 
●新館6F （すき焼き・しゃぶしゃぶ・ステーキ）
明治二十八年、東京本所に牛鍋屋として創業した
日本料理の専門店。今回3周年記念として、日本
屈指の目利きが選んだ黒毛和牛を松茸と共に
コース料理にしました。会食やお祝いの席、接待
にも利用いただける半個室もご用意しています。
くつろぎのひとときをお過ごしください。
◀写真：3周年すき焼き〈特上〉コース120ｇ
　（１人前）16,830円
　ランチ限定3周年すき焼きコース80ｇ
　（１人前）9,900円より

ピコティ ピコタ ●新館6F （フレンチカフェ）
パンケーキやもちもち生地のクレープなどと、こだわりのコーヒーや
フレーバーティーを楽しみながら贅沢なひと時を過ごせるフレンチエッグ
カフェ。ふわふわオムライスと、カリッと焼いたガレットが人気です。
▼オムライスケチャップ（サラダ・スープ付き）1,200円～ ※曜日により異なります

総本家 更科堀井 ●新館6F （そば）
創業から230年、寛政元年から続く伝統の更科そばは、江戸城や大名屋敷にも出入りを許され
御前に供する名誉を賜り、そば好きの江戸っ子に親しまれてきました。職人技でさくっと揚げた
ボリュームのあるかき揚げは、一度食べたらまた食べたくなる更科堀井の名物メニューです。
▲かき揚げそば 1,679円

料理屋 ニチニチコレコウニチ ●新館6F （和食）
粋な食材を粋な仕事でご提供する、小粋な贅沢ができる料理屋です。昔ながらの和食や洋食、鉄板料理
など豊富なお品書きが並びます。料理に合わせ全国の地方ごとに厳選した日本酒は二十種類以上、
果実のサワーやソフトドリンクもご用意しております。たくさんの美味しいものに囲まれて毎日を好日に。
▲鯛茶御膳 1,８００円

フォカッチェリア ラ ブリアンツァ 
●新館6F （イタリアン）
地中海に面したイタリア・レッコ村の郷土料理フォカッチャ ディ レッコを
提供するレストラン。人気のカルボナーラに旬の黒トリュフをふんだんに
使用した、絶品のひと皿をお見逃しなく。
▼黒トリュフの濃厚カルボナーラ 2,600円 
　※期間限定：9月15日（水）～10月31日（日）

加藤の肉丸 小川のうに丸 ●新館6F （肉料理・海鮮料理）
肉のプロ達が認める“肉マイスター”加藤 敦氏がセレクトした和牛と、うにの
トップブランド「丸雅小川フーズ」から直送した素材を贅沢に使用した、
他にはない料理が楽しめます。

舌鼓を打つ贅沢な時間が過ごせる 日本橋ダイニング

NEW
OPEN

6F
〔新館 専門店〕
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かつ吉 ●新館6F （とんかつ）
創業より５０余年、厚切りの国産銘柄豚を低温でじっくり揚げる伝統の調理法で、柔ら
かくジューシーなとんかつを提供しています。古材の柱や骨董品に囲まれた店内で
ごゆっくりとお楽しみください。
▲特上ひれかつ定食（180ｇ）3,300円

GRILL 1930
つばめグリル ●新館6F （洋食）
熊本県産の希少な和牛「熊本あか牛」を
使用した、肉のうまみがたっぷり詰まった
贅沢なステーキは日本橋限定の特別
メニューです。その他にも限定メニューを
定期的に展開しております。新しいスタイル
のつばめグリルをお楽しみください。
▶熊本県産あか牛のステーキ 2,500円
　※選べる前菜１品とライスまたはパン付き

                なつめ

札幌鮨棗 日本橋 ●新館6F （寿司）
札幌すすきので培われた味、選び抜かれた食材、こだわりを持ったすし
職人による熟練の技、そして洗練された空間。移りゆく四季折々の
食材と真心込めたおもてなしを、日常を忘れてお楽しみいただけます。

                                                            SOU

中国名菜 銀座アスター 草 日本橋 ●新館6F （中華）
昭和元年より本場中国の技法を用い日本の四季の素材で調理する、銀座育ちの中国
料理。ゆったりとしたオリエンタルな空間でフォーマルなお席からカジュアルな会食まで、
なごやかなひとときをおもてなしいたします。名物の壺蒸しスープは、干して旨味を凝集させ
た野菜とトリュフ、アミガサダケなど山の幸を詰め込んだ滋味あふれる味わいです。
▼草名物トリュフと山の幸の壺蒸しスープ 2,750円

世界各国の魅力的なひと皿が一堂に

シュマッツ・ビア・ダイニング 
●新館7F （ドイツビール・モダンドイツ料理）
ミレニアルスタイルの進化系ドイツ料理と、ドイツ醸造のフレッシュなクラフト
ドイツビールが楽しめる新しいカジュアルビアダイニングです。こだわりの
ドイツクラフトソーセージは、ハーブ・スモーク・チーズの３種類に加えバジル・
ハバネロ・ガーリックよりお好きなものを２種類お選びいただけます。
▲ソーセージ５種盛り 3,058円

アジアンビストロダイ
●新館7F （エスニック）
タイや中国などアジア各国の料理を楽しめる
レストラン。鶏肉のガパオ炒めご飯はオープン
当時から常に人気のメニュー。極粗挽きの
鶏肉を、高温の油でさっとコーティング。特製
の甘辛ソースを絡めて一気に仕上げます。
タイの青唐辛子の辛味も効かせた刺激的な
味です。
▶鶏肉のガパオ炒めご飯 1,298円

焼肉チャンピオン
●新館7F （焼肉）
A5黒毛和牛の希少部位をはじめ、
厳選して仕入れた食材にこだわる
焼肉店。個室も備えた居心地の良い
店内は、様々なシーンに対応できる
空間です。希少部位の食べ比べがで
きるコースや多彩な一品料理、人気
の上タン・ハラミとその日のおすすめ
のお肉が２種類入った御膳などが
楽しめます。
◀上4種盛り御膳 3,960円

7F
〔新館 専門店〕

13売切れの節はご容赦ください。　※状況により酒類の提供を中止させていただく場合がございます。　※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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



ミゲルフアニ ●新館7F （スペイン料理＆ワイン・パエリア専門店）
2014年「スエカ国際パエリアコンテスト」世界チャンピオンになったパコ・ロドリゲス氏
プロデュースによるスペイン料理店。今回、日本橋店限定でシャラン鴨の旨味の出汁
で炊き上げたパエリアにフォアグラを添えた特別メニューをご提供いたします。
▲シャラン鴨もも肉と茸のパエリア フォアグラソテー添え 5,250円
　※期間限定：9月15日（水）～10月31日（日）

トゥールームス ●新館7F （カフェ・グリルバー）
表参道の超人気レストランが日本橋に初進出。季節を感じる上質な
食材を生かしたグリル料理をメインに、充実したドリンクメニューと洗練
されたホスピタリティでみなさまをお迎えいたします。また日本橋店では
カフェメニューも充実。平日の気軽なランチからショッピングの合間の
カフェタイム、お仕事帰りの一杯、また大切な会食まで様々なシーンに
ご利用いただけます。

ブラザーズ ●新館7F （グルメバーガー）
つなぎを使わない牛100%のパティやバターのみで
作ったバンズなど食材にこだわった、日本の繊細さと
アメリカの大胆さを併せ持ったグルメバーガー専門
店です。写真のロットバーガーはベーコン、エッグ、
チーズ、パインがトッピングされた店の看板メニュー。
ソースはBBQ、レッドホットチリ、テリヤキ、スイート
チリの中から選んでお好みの味を楽しめます。
▲ロットバーガー（テイクアウトの場合）1,782円

レストランローズ 
●本館B2 （ファミリーレストラン）
和・洋・中とバラエティに富んだおいしさを、ひとつのお店で
味わえるレストラン。写真はビーフシチュー、ナポリタン、
グラタン、サラダがひと皿で楽しめる人気メニューです。
◀ワンプレートディッシュ1,485円

洋食麦星 byグリル満天星
●本館B2 （洋食）
お昼はランチやティータイムメニュー、夜はワインとともに小皿
料理なども楽しんでいただける洋食店。今回期間限定で、
ほのかな甘味が特徴的な鹿児島県産黒豚を、自家製ジン
ジャーソースで仕上げたポークソテーが登場します。
▲ポークソテー ジンジャーソースセット 1,980円
　（スープ、サラダ、パンまたはライス付き）
　※期間限定：9月15日（水）～10月31日（日）

アルポルトカフェ 
●本館B2 （イタリアン）
西麻布の人気イタリアン「リストランテ アルポルト」の片岡護
シェフがもっと気軽にイタリア料理を楽しめるようにとプロ
デュースしたカジュアルなイタリアンレストラン。シェフ自慢の
パスタやピッツァ、ドルチェなどが楽しめます。
▶ウニのトマトクリームスパゲッティ（サラダ・パン付き）2,750円

ディンタイフォン

鼎泰豐 ●本館B2 （台北点心）
1958年に台湾台北市で創業以来、点心料理店として世界
各国に進出。その味は世界から賞賛され、1993年にニュー
ヨークタイムズ紙で「世界の人気レストラン10店」に名を
連ねました。小籠包は鼎泰豐の原点ともいえる自慢の一品。
口の中であふれる肉汁たっぷりのスープが魅力です。
◀小籠包（6個）924円

テラスを感じる心地よいオールデイ・ダイニング

美味しいを
気軽に楽しむ

7F
〔新館 専門店〕

B2
〔本館 専門店〕

10月初旬
OPEN
予定
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おけいすし ●本館8F（寿司）
素材にこだわり、ネタの扱い、握り方、すべて
に伝統が息づく昔ながらの本格江戸前
寿司の味を、じっくりとご賞味ください。
▲上にぎり（松）2,970円

天一 ●本館8F （天ぷら）
創業以来、政財界の要人や
文化人に愛された老舗天ぷら
専門店。才マキ海老や魚、野
菜を盛り合わせた天ぷら膳が
おすすめです。カウンター席で
は目の前で揚げたての醍醐味
もお楽しみいただけます。
▶天一御膳 桃 4,070円

糖朝 ●本館8F （麺・粥・スウィーツ）
1991年、香港に誕生以来「医食
同源」の思想を大切に、美味しさと
見た目の美しさにこだわった料理を
提供しています。人気のマンゴプリン
や豆腐花などのデザートから、麺・
粥・点心まで幅広くご用意。店内で
手包みする海老ワンタンが入った
香港麺は、プリプリ食感と上品な
旨味がたまらない一杯です。
▶海老ワンタン香港麺 1,210円

資生堂パーラー 
●本館8F （西洋料理）
創業以来、１世紀を超えて今なお銀座モダンを
象徴するレストランとして、伝統のミートクロケット
や美しいオムライスをご提供。季節ごとに変わる
旬のオリジナルパフェも楽しめます。日本橋店
限定で、人気の洋風御膳をお月見風に仕上
げたメニューもご用意しました。
▲日本橋店オリジナルお月見御膳 3,960円
　（コンソメスープ、お月見風デザート、コーヒー付き）
　※期間限定：9月30日（木）まで

五代目 野田岩【特別食堂】
●本館8F （鰻料理専門店）
江戸以来、五代にわたり秘伝の味を守り続ける老舗うなぎ店・
麻布飯倉野田岩。初代から伝わる「たれ」と備長炭で焼きあげ
ます。脂が程良くのりながら柔らかく深い味わいをご賞味ください。
▲うなぎ重蘭 3,872円 ※1日30食限定

帝国ホテル【特別食堂】
●本館8F （フレンチ）
１世紀以上に渡り、日本の迎賓館として国内外の賓客を受け入
れる名門ホテルで饗されてきた本格フランス料理。伝え継がれる
技で丁寧につくられる洗練した味をお楽しみください。
▲フォアグラ丼セット 3,630円

大和屋 三玄【特別食堂】
●本館8F （日本料理）
大阪の名料亭・南地大和屋の伝統を継承。豊かな風土と町人
文化のなかで育まれた上方料理の、美しく奥行きのある味と
目に美しい彩りをおもてなしとともにご堪能ください。
▲二段弁当 3,388円

そば処 萱場
●本館8F （そば）
確かな歯応えと喉越しが味わえる
北海道産のそば粉を使用した、二八
そばをご提供しています。ボリューム
のある海老と野菜の天ぷらが楽しめ
る天せいろが人気です。
▶大海老天せいろ 2,640円

愛され続ける歴史とこだわりを味わう

〈リニューアル〉特別食堂 ●本館8F  日本橋髙島屋のメインダイニングとしての雰囲気はそのままに、付加価値の高いサービスをご提供いたします。

8F
〔本館 専門店〕

15売切れの節はご容赦ください。　※状況により酒類の提供を中止させていただく場合がございます。　※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。　※詳しくは各店舗までお問い合わせください。



NEW SHOP POP UP STAGE

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。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。 
※都合により生産中止または仕様・発売日・価格など変更とな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。

2021年9月1日（水）から、ポイントのご利用方法やポイント率などが一部
変更となりました。詳しくはタカシマヤのホームページをご覧ください。
※タカシマヤのカード・ポイント交換・照会機は、２０２１年９月１日（水）からの
　ポイントご利用方法の変更により、取り扱いを終了いたしました。

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1 TEL.03(3211)4111㈹
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

タカシマヤのカードをご利用のお客様へ
大切なお知らせ

1997年に初めてポケモンセンターがオープンした縁ある日本橋に、２０年の
時を経てさらにパワーアップしオープンしたポケモンのオフィシャルショップ。
ポケモンをモチーフにしたメニューを提供するポケモンカフェを併設。タッチして
遊べるポケモン図鑑やぬいぐるみ
が一面に飾られた売場など、様々
な体験をお楽しみいただけます。
▶みんなだいすき ！ ピカチュウプレート
　1,848円 　
※メニューにぬいぐるみは付属しません。
※ポケモンカフェは事前予約制

お買物の間にお車をお預かりしてきれいにいたします。高品質
な洗剤とツールを使用して、徹底した手作業による上質な洗車
サービスをご提供いたします。
▶スタンダードコース
　（S）6,820円～
※ワックス洗車、革シート
クリーニング、ガラス撥水
処理など各種サービスが
ございます。お気軽にご
相談ください。

ソージュ ●新館3F POP UP STAGE 2
パーソナルスタイリングサービス「SOÉJU（ソージュ）」から生まれた
オリジナルブランド。上質で知性が宿る、スタイリングが楽しくなる
服が揃います。
◆期間限定出店
９月22日（水）～１０月５日（火）
※受注会のため、ご購入いただいた
商品は後日配送となります。また一部
ご利用できない決済方法がございます。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

サヴォニエール ●新館3F POP UP STAGE 2
石けん職人マダム・マリアが南仏プロヴァンスでひとつひとつ手
作りするコスメブランド。オーガ
ニック原料のみを使用し、人の
手を加えるのを最小限に抑え
て植物の持つ力をありのまま
届けることを目指した、人と
地球に優しい石けんです。
◆期間限定出店
10月7日（木）～20日（水）

10.7 [木]
OPEN

スーペリアクローゼット
●新館2F
美しさと自信を
纏う美しい国の
女性のために、
タイムレスな永遠
の「今」をお届け
します。
※詳しくは本誌６Pを
ご覧ください。

料理屋 ニチニチコレ
コウニチ ●新館6F
粋な食材を粋な仕事でご提供する、
小粋な贅沢ができる料理屋です。
※詳しくは本誌12Pをご覧ください。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. 　ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

5F B4

ハーン日本橋 ●新館5F
タイのライフスタイルブランド
HARNNの日本初の旗艦店。
現地で古くから伝わる製法と最新
技術を融合し、高品質で多層的
な香りのアロマセラピー商品をお
届けします。世界の５つ星クラス
のホテルからも評価が高い、伝統
あるスパトリートメントも店内個室
にてご体験いただけます。豊かな
癒しのエクスペリエンスをぜひ。

トゥールームス ●新館7F
表参道の超人気レストランが日本
橋に初進出。季節を感じる上質な
食材を生かしたグリル料理をメイン
に、充実したドリンクメニューと洗練
されたホスピタリティでみなさまをお
迎えいたします。また日本橋店では
カフェメニューも充実しております。

期間中、新館 専門店、本館ガレリア（日比谷花壇除く）、本館B2・8Fレストランにてお買上げのレシート税込
5,500円（合算不可）毎に1枚デジタルスクラッチ参加カードをお渡しします。（1回のお会計あたり最大10枚まで）
カードに記載の専用画面よりデジタルスクラッチにチャレンジいただき、抽選で下記の賞品をプレゼントいたします。
※期間中のお買上げのみ対象　※本館（日本橋髙島屋）、東館、タカシマヤ ウオッチメゾンは対象外 
※その他一部対象外店舗・商品がございます。 詳しくは館内パネルおよびWEBサイトをご確認ください。
※D、E賞は賞品内容をお選びいただくことはできません。 ●都合により、内容・開催日時が変更または中止になる場合がございます。

高島屋 検索

新 館 に 新 し い シ ョップ が 仲 間 入 り 期間限定ショップ

きのこで菌活メニューフェア
１０月６日（水）～１９日（火）　協賛：ホクト株式会社
期間中、新館・本館B2レストラン参加店でプレミアムきのこ
（霜降りひらたけ、生どんこ）を使用した限定メニューをご提供いたします。 
※参加店詳細は館内パネルおよびWEBサイトをご確認ください。

※ 都合により急遽、営業の休止または営業時間の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 状況により酒類の提供を中止させていただく場合がございます。また、混雑状況により食料品売場の入場を制限させていただく場合がございます。

〔新館 駐車場〕〔東館〕
インフォローズ（洗車サービス） ポケモンセンター トウキョーDX &

ポケモンカフェ

最新の営業時間は日本橋髙島屋S.C.のWEBサイト および 店頭にてご確認ください。

10月初旬
OPEN
予定

D賞C賞

開業3周年お買上げ抽選会 ９月１８日（土）～２６日（日） 
◆賞品引換会場：新館4Ｆ 特設会場 （会期中10：30～20：00）

AUTUMN BLOOM WEEK ９月15日（水）～10月5日（火）

ロスフラワー
「ミニ花束」プレゼント
９月２５日（土）１０：３０～
※無くなり次第終了
◆新館2F 特設会場
「ロスフラワー」は、まだきれいな
うちに「ロス」されてしまう花たち
のこと。ロスフラワーをドライ
フラワーにしたミニ花束を
ご来店のお客様にプレゼント
いたします。（６００名様）

※写真はイメージです。
※写真は
　イメージです。

日本橋髙島屋S.C. 
開業３周年記念

A賞： ショッピング＆グルメチケット（30,000円分） ５名様

B賞： ペアお食事券（20,000円分） (中国名菜 銀座アスター 草 日本橋) 5組10名様
C賞： 〈おうち時間充実〉食器 ＆ カトラリーセット （コレックス) 5名様
D賞： 〈おうち時間充実〉インテリアグリーン （みどりの葉奏音) 10名様
E賞： 〈おうち時間充実〉おいしいセット 各10名様
F賞： ショッピング＆グルメチケット（1,000円分） 1,000名様
G賞： 3周年ローズちゃんオリジナルマルチケース 3,000名様

（アコメヤ トウキョウ、紀ノ国屋アントレ
 中国茶専門店 リムテー× 一守堂のいずれか）

B賞


