
髙島屋
限定

詳しくはこちら

① ②

特別ご提供品プレゼント 火曜日おトクな
5%OFFクーポン券

マックスバリュで
税込3,000円以上
お買上げの方に
たまご1パック
（10個入り）
プレゼント。

1/28（土）限り1/27（金）・28（土）・29（日）
〈3日間限り〉

●配布期間：1/25（水)530（月）

ネスカフェ 
エクセラ　
（200ｇ+20ｇ増量）

537.84円
本体価格498円
★200個限り

卵

JU米子タカシマヤ

1/252023 水からのご案内

年に一度のショコラの祭典

アムール・デュ・ショコラ 検索

〈ゴディバ〉
ゴディバmeetsあつまれどうぶつの森
アソートメント
（9種計9個入）3,240円

〈ピエール マルコリーニ〉
コフレ クール9個入
（9種計9個入）4,050円

〈ブボ・バルセロナ〉
チョコスカルプチャー
マイハート プティ
（1個入）2,990円

〈モンロワール〉
リーフメモリー
カラーボックス20個入
（5種計20個入）
1,620円

ヌーヴェル セレクション
9個入
（9種計9個入）3,996円

「あつまれ どうぶつの森」の
世界がショコラに！

マルコリーニが奏でる
カカオの世界。

シェアしたくなるおいしさ、
愛らしさ。

溢れる愛をハートに込めた、
心に残る逸品。

ライフスタイルラボ

※連日午後7時まで。

5階1/26木OPEN
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国産樽熟成紅茶、有機抹茶、本来は
廃棄となるはずだったほうじ茶を使っ
た3種のフレーバーを、上質で優美な
和紙「しらみね」のパッケージで。

〈ブルガリ イル・チョコラート〉
髙島屋オリジナル チョコレート　
フォー サスティナビリティ
（3種計3個入）4,801円
※2月1日（水）からの販売

〈モンサンクレール〉
ショコラ・オ・テ・レクタングル
（2種計4本入）3,845円
※2月1日（水）からの販売

〈トシ・ヨロイヅカ〉
Truffe SDGs
（2種計6個入）
2,401円

〈ヴィタメール〉
ショコラ・フレ ほうじ茶
（12個入）2,484円

Have a TEA TIME
髙島屋
限定

髙島屋
限定

髙島屋
限定

髙島屋
限定 〈ピエール・ルドン〉

サンク・エトワール プリュスクール
（10種計10個入）3,888円

イタリアで200年以上の伝統を誇る老舗
チョコレートメーカーから、6粒のチョコレート
とプルバックで動くミニカーのギフトセット。ミ
ニカーと同じ車種のキーチェーン付きです。
〈マイアーニ〉
マイアーニチョコレートFiat
ミニカーセット ブルーノ
（6種計6個入）3,000円

お口の中でパチパチ
はじける新感覚チョコ
レート。クリームソーダ
を描いたレトロで可愛いデザイン缶に6種
類のはじけるキャンディチョコレートを詰め
合わせました。
〈メリーチョコレート はじける
キャンディーチョコレート〉
アソートメント缶
（6種計21個入）1,944円

〈シルスマリア〉
竹鶴ピュアモルト生チョコレート
（16個入）2,376円

〈小樽洋菓子舗ルタオ〉
レアチョコレートマロン
（6個入）1,296円
ロイヤルモンターニュ
マリアージュ ハニーミルクティー
（2種計18個入）1,728円

幾度も試作を重ねてこだわり抜いた愛
らしいフォルム。2023年の干支「うさ
ぎ」など、6種のアニマルショコラの詰
め合わせです。

〈ゴンチャロフアニマルショコラ〉
アニマルショコラＤ
（6種計6個入）2,268円

髙島屋
限定

髙島屋
限定

髙島屋
限定

髙島屋
限定

Instagram
アカウント

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 ※数に限りがございます、品切れの際はご了承ください。 ※写真はイメージです。 

※お一人様1回限り※お一人様1回限り

お取り寄せ日替りスウィーツ特集 ●1月25日（水）から ●4階アムール・デュ・ショコラ 特設会場

●開催中52月14日（火）
インスタフォロー＆投稿プレゼントウィークス

〈大阪 モンシェール〉
堂島ロール
（1本）

1,551円
●100本限り

〈出雲市 
吉岡製菓〉
ルビーのいちご
（1個）

648円 
〈南部町 
パッチェリービー〉
ジェラート
550円など

〈大阪 デリチュース〉
デリチュース
（チーズケーキ
直径約12㎝）

1,901円 
●70個限り

〈ガトーフェスタ ハラダ〉
グーテ・デ・ロワ 
プレミアム
バレンタイン
エディション
（簡易箱／5枚入）
810円

〈デメル〉
ザッハトルテ
（3.5号、直径約
10.5㎝）

2,376円 

〈北海道
カフェ ド ザザ〉
お花のチョコクッキー
お花のジャムクッキー
各1,601円 
●各100個限り 

〈大阪 モンシェール〉
プリンスロール
（ハーフサイズ）
1,188円 
●50本限り

1月26日㊍限り 正午から販売お1人様各2本まで

JU米子タカシマヤのインスタをフォローすると、ご試食用のチョコプレゼント。さらに＃米子髙島屋をつけて投稿
すると粗品プレゼント。　●粗品お渡し場所／4階 アムール デュ ショコラ会場

●1月25日（水）52月14日（火）
タカシマヤのキャラクター「ローズちゃん」を探せ！！！　　

タカシマヤ館内でローズちゃんをスマホで撮影してください。
５ヵ所の写真提示で、粗品を進呈。カメラ付の携帯をお持ちでない
方は、専用用紙もご用意しております。　　　粗品お渡し場所／４階サービスセンター

●地階食料品売場

※写真はイメージです。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 ※数に限りがございます、品切れの際はご了承ください。

10▶20%OFF

タカシマヤのクレジットカード会員様・友の会 会員様

　　特別ご優待会お得意様

※別階フードスタジオ カクバンは除く

ポイントアップ特別ご優待会

詳しくは4階カードカウンターまで
お問合せください。

タカシマヤのクレジットカード
会員様特典
①直営駐車場3時間無料
②5階くつろぎのスペースローズ
　ラウンジ（フリードリンク）
　優待特典あり

タカシマヤのクレジットカード会員様

当日の入会でも
優待会OK！

※商品により割引率が異なりますので、詳しくは売場係員ご確認くださいませ。

1月 25日（水）531日（火）

営業時間：午前10時～午後7時

タカシマヤホームページをご覧ください。

〈ミキハウス〉
ご優待会
10％OFF

スタイルシー＆
ミューマンエイチ
ウィンターセール
●1月25日（水）531日（火）
●1階 特設会場
※最終日1月31日（火）は午後4時まで

婦人服グッドプライスバーゲン
●1月25日（水）531日（火）●1階上りエスカレーター前
※最終日1月31日（火）は午後4時まで

ミキハウスロゴフェスタ
●2月10日（金）519日（日）
大人気のロゴアイテムが品質実感価格で登場

ミキハウスファン感謝祭
●2月13日（月）519日（日）
33,000円以上お買上げで「ロゴミニトートバック」プレゼント

婦人雑貨
数量限定セール
●1階 婦人雑貨売場

〈セビアン〉特別提供品
●1階 アクセサリー売場

イトキンプレタブランド
オールシーズン
バーゲン ●2階 特設会場

イージーメード
特別提供品
●1月27日（金）531日（火）
●3階 イージーメード売場

〈ブランベール〉

メンズ＆レディース
コーディネートセール
●2階 婦人服売場
今シーズン商品が 最大50％OFF
期間限定でメンズアイテム揃えました！

〈ヘレンド〉
オープン記念
ハッピーバッグ
●5階 特選洋食器売場

〈コムサメン〉〈コムサイズム〉
秋冬物最終集結セール
●3階 紳士服売場

〈べべ ルダクティオン〉〈バースディパーティ〉
特別提供品●3階 こども服売場
表示価格より20％OFF

婦人服均一奉仕
●2階 特設会場
カットソー・ニットなど ●合計200着限り
2,200円・3,300円・5,500円均一

キャリアブランドオール
シーズンセール ●2階 婦人服売場

フォーマルウエア有名ブランド協賛
カラーフォーマル特別ご奉仕
●2階 フォーマル売場

〈有名ブランド〉お楽しみ袋
婦人靴下各種5足セット2,200円 ●50袋限り Ptダイヤペンダント（0.2ct）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,800円 ●2点限り
K18ダイヤペンダント（0.3ct）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,500円 ●2点限り
Ptダイヤピアス（0.2ct）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000円 ●2点限り
Ptダイヤピアス（0.3ct）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,000円 ●2点限り
アコヤ真珠ネックレス・イヤリングセット
（Ｎ：7.5～8.0ｍｍ・Ｅ：ＳＶ7.5ｍｍ、鑑別書付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,000円 ●2点限り
アコヤ真珠ネックレス・イヤリングセット
（Ｎ：8.5～9.0ｍｍ・Ｅ：ＳＶ8.5ｍｍ、鑑別書付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,000円 ●2点限り

〈有名ブランド〉
スリッパ各種 
各660円
●100足限り

3階 4階 5階

1階 2階ライフスタイルラボ5階

SALE
オープン記念各

階

婦人ベルト各種
各1,100円
●50本限り

婦人ジャージ
手袋各種
各1,100円 
●50点限り

婦人雨傘（長・折）各種
各1,100円 ●100本限り

シルクスカーフ各種
各1,100円 
●100枚限り

〈イネド〉ベーシックニット特別奉仕価格
〈イッツ インターナショナル〉オールシーズン商品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円均一 ●50着限り
〈23区〉オールシーズン商品特別奉仕価格

婦人カジュアルバッグ各種
3,300円 ●20点限り

在庫処分
婦人ハンドバッグ
（牛革・他）各種
各3,300円
●10点限り

《商品の一例》
カラーフォーマルドレス19,800円から ●20着限り
カラーフォーマル各種・・・・・・・・・50％OFF ●15着限り

24,200円 ●5袋限り
29,700円 ●5袋限り
30,800円 ●5袋限り
41,800円 ●3袋限り

〈有名ブランド〉紳士肌着お楽しみ袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円 ●20袋限り
ネクタイ各種・・・・・・・・・1,100円 ●30本限り

①K18ダイヤペンダント
（0.2ct）30,800円
●2点限り

②Ptダイヤペンダント
（0.3ct）38,500円
●2点限り

秋冬～春物のオールシーズンアイテムがさらに
お買得価格に！

※いずれも数に限りがございますのでご了承くださいませ。

※写真は
　イメージ
　です。

10OFF
%化粧品

さらにポイントプレゼント！！
各階化粧品売場※一部除外品がございます。

同時開催

ペルシャギャべ
マット（約40×40cm）
よりどり2枚
16,500円
●10セット限り

フェイスタオル各種
各330円●200枚限り

●1月26日（木）531日（火）

予
告

1月 27日㊎
限り 

1月 29日㊐
限り 

1月 28日㊏・
29日㊐

1月 25日㊌
531日㊋

2月

4日㊏・5日㊐・
11日㊏㊗・12日㊐

各日午後6時まで

1月 28日㊏
限り 

ウール混紡服地・・・・・29,700円 ●30着限り

※一部対象外の
　商品がございます。

★各日先着100名様限り


