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スポーツの秋。ジョギングを始めてみませんか？ 
今は寒すぎず暑すぎず、走るのに心地よい季節。
まずは機能的で軽く、デザイン豊富なシューズの
中から自分らしいスタイルを見つけましょう。
▲ランニングシューズ（左上から右回り）
〈NIKE〉17,600円Ⓜ／〈NEW BALANCE〉12,100
円Ⓛ／〈NIKE〉17,600円Ⓛ／〈HOKAONEONE〉
23,100円Ⓛ・16,500円Ⓜ／〈ON〉17,380円Ⓛ／
〈NIKE〉14,300円Ⓜ／〈adidas〉15,400円Ⓜ 
※Ⓜメンズ・Ⓛレディス
●新館4F タウン ライン



本体は摩耗・耐久性の強化加工を施したステアレザー。
アウトソールはグリップの良い合成ゴムのソフトスパイク。
スニーカー感覚で使える、機能性とデザイン性に優れた
ゴルフシューズです。
▲〈イミルカップレザー〉ゴルフシューズ ２３，１００円
●新館5F パトリック ラボ

生地は湿気や汗を熱に変えて保温する機能を持ち、
擦れても毛玉などになりにくい抗ピリング加工が施されています。
▲パーカー 19,800円／パンツ 17,600円
●新館5F  サイコバニー 

トレーニング中の栄養補給に欠かせない
ビタミンB群と、酵素を含む大豆麹菌が
スポーツと食欲の秋をサポートします。
▲イーストエンザイム（90粒）7,344円
　ビタミンB100（60粒）5,400円
●新館4F ヘルシーワン

滑らかでストレッチ性のある生地・ソロテックス®を使ったトリコロール
カラーのフーディジャケット。軽量で丈夫なリップ素材のサコッシュは、
スポーツにもデイリーにも重宝します。
▲パーカー10,230円／サコッシュ 3,630円
●新館4F ルコックスポルティフ アヴァン

タフな環境、アクティブな動きの中でも
安定したホールド感と、快適な視界を
確保するスポーツサングラス。
▲〈フォーナインズ・フィールサン〉サングラス 各22,000円
●新館2F フォーナインズ セレクテッド バイ ガラ

トレーニング
ビタミンB群
スポーツと食
▲イーストエ
　ビタミンB
●新館4F ヘ

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

「以茶論美（茶を以て美を論ず）」をコンセプトに
初心者でも気軽に体験できる茶道教室を開催しています。

この機会に茶道文化に触れてみませんか？
※店頭・お電話・ウエブサイトにてご予約を承ります。

▼はじめての茶会セット
数寄屋袋／懐紙／菓子切／楊枝入れ 14,410円
懐紙入れ／懐紙／菓子切／楊枝入れ 8,910円

 ※茶碗と茶筅は別売り
●新館4F 茶論 中川政七商店

発色性に優れた厚手の画用紙を
綴じた、持ち運びしやすい
B6サイズのドローイングノート。
カードサイズの色鉛筆セットと
一緒に携帯して、美しい秋の景色を
気軽にスケッチしてみましょう。
▶〈ドローイング〉ノート 各770円／
　〈クリアミニスタッフ〉色鉛筆セット495円
●新館5F タッチアンドフロー

デザイン書籍や紙製品を発信するオランダの出版社が
手がける、様 な々花がデザインされたレターセット。
思わず手紙を書きたくなる華やかさです。
▼〈PEPIN〉レターセット 3,850円
　（封筒２種・計40枚／
　便箋４種・計４０枚／シール５０枚）
●新館5F グランミュゼ

小代瑞穂窯元・福田るいさんの
大胆にして優しさを感じる器が集まりました。
◀小代焼 大皿（25×20×4cm）各9,350円
●新館3F プレインピープル 

個性的なテーマでカテゴライズされた
様 な々本のセットの中から、普段自分では
選ばない新しい本の世界に出会えます。
▲「繊細なあなたにおくる」セット
　（４冊／ケース付き）9,000円
　ブックストッパー 1,100円
　木のしおり 550円
●新館5F ハミングバード・ブックシェルフ
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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。



野菜
Vegetables

安
納
芋

濃厚で上質な甘味がある種子島産の
安納芋「みつ姫」を使用した、

ほっくりとする食感のデザートパイ。
▲安納芋のスイートポテトパイ（１個）３２４円 

●新館1F 神戸牛のミートパイき
の
こ

国産の椎茸やえのき茸、ぶなしめじ、舞茸を
醤油糀で煮たものを、寝かせ玄米と混ぜ込み
仕上げたおむすび。
▲きのこの醤油糀煮（１個）260円 ※テイクアウトの場合
●新館B1 寝かせ玄米と日本のいいもの いろは

茄
子

秋なすに海老やホタテ、イカなどのシーフードを詰め、
たっぷりチーズを載せて焼いたグラタン。
濃厚なトマトソースがアクセントになっています。
▲秋なすとシーフードのトマトグラタン 2,530円
　※本日のスープ、サラダ付き 
●本館8F 資生堂パーラー

南瓜
ほくほくに蒸し上げたカボチャとバナナをミックスした甘い
パンプキンフィリングに、ほろ苦く香ばしいオレオをサンド。
味と食感のコントラストが楽しめる、季節限定のスイーツ。
▶スイートパンプキン 540円 ※テイクアウトの場合
●新館1F ポタスタ
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果物
Fruits

栗
シェフのユーグ・プジェが日本橋店のオープン記念に
初めて日本のために作ったモンブラン。マロンと滑らかなクリーム、
ふわふわのメレンゲの絶妙なハーモニーが楽しめます。
◀モンブラン マロン（１個）864円 ※テイクアウトの場合
●新館1F ユーゴ アンド ヴィクトール

葡
萄

山梨はしづめ農園直送の「藤稔」、「ピオーネ」、
「シャインマスカット」など旬の葡萄を使用した、
見た目にも楽しいフルーツサンド。
▲フルーツサンドイッチ 1,760円
●新館3F カフェ ヴァヴァ

マンゴー

マンゴーと餡を小籠包の薄い生地で包み蒸し上げた、
スイーツ小籠包です。
▲マンゴ入り小籠包（４個入）484円・（６個入）726円
●本館B2 鼎泰豐

完熟マンゴーにブドウやキウイ、メロンなど色とりどりの
フルーツと、お豆腐をマンゴーシロップでまとめた絶品
香港スイーツ。提供時はドライアイスの煙に包まれます。
▼マンゴーとフルーツトウファ 990円
●本館8F 糖朝
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蛸 タコを丸々塩ゆでしてパプリカパウダーとオイルで味わう
ガリシア風。中は柔らかく、外はカリッと揚げて茸クリームで楽しむフリット。
いずれもタコならではの食感と旨味が気軽に楽しめるひと皿です。
▼手前：タコの米粉フリット茸クリームソース 1,298円
　奥：タコのガリシア風 1,408円
●新館7F ミゲルフアニ

鯛 ふんわりグリルした鯛に、生のタマネギやハーブを
載せて、熱 の々ガーリックオイルをかけて仕上げます。
頭と骨は丸ごと素揚げしているので、余すところなく食べられます。
▲丸ごと鯛のラガレイロ 2,800円～ ※価格は魚の大きさによって変わります。
●新館7F マヌエル マリシュケイラ 

海
老

プリプリの食感が残った海老ペーストをたっぷり
塗って揚げた、大人気のサクサクトースト。
スイートチリソースとの相性は抜群です。
▲海老トースト 935円
●新館7F アジアンビストロダイ 

鮭 サーモンの刺身といくらが載った親子丼に、
しめじやえのき茸がたっぷり入ったそばが
セットになった限定メニュー。
▲鮭といくらの親子丼とキノコそばのセット 1,760円
　※ご提供期間：１０月３１日（木）まで 
●本館B2 レストランローズ 

秋刀魚 秋の味覚の代名詞サンマも、今年は貴重な魚に。
脂ののった新鮮なサンマを、職人の手技で贅沢に
握りと刺身でご堪能ください。
▲秋刀魚の刺身と握り 時価 
※価格については店舗にお問い合わせください。
●新館6F 札幌鮨棗

魚介
Seafood

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 7

肉
Meat

豚

牛 厳選和牛を香ばしく焼き上げ、じっくり柔らかく煮た
穴子と合わせたこだわりの一膳です。
▼黒毛和牛炙りと煮穴子のひつまぶし膳 2,970円 
　（ひつまぶし、出し汁、香の物、本マグロ刺身、みそ汁、甘味）
　※1日20食限定
●新館6F 虎幻庭

鴨

柔らかい肉質で甘みの強い
脂が特徴の岩中豚のリブロース
だけを使用。低温でじっくり揚げて旨味を
閉じ込めた、ジューシーな仕上がりのとんかつです。
▶特上ロースかつ定食（180ｇ）3,000円
●新館6F かつ吉

鶏 とろりとした濃厚な半熟卵を、
名古屋コーチン入りのつくねで
丸々包み、甘酢ダレで味付けした
人気の一品。
▼名古屋コーチン入り月見つくね 
　292円 ※テイクアウトの場合 
●新館B1 鶏三和

羊 ヘルシーなラム肉を、たっぷりのスパイスで
柔らかく煮込み、辛めに仕上げたカレーです。
▲HATONOMORIナッツとラムのカレー 1,050円 
●新館B1 東京カレースタンド ハトノモリ

低温オイルで加熱し、しっとりと仕上げた合鴨モモ肉。
粒マスタードやエシャロット、ピクルス、香草で和えた
自家製ラビゴットソースがさらに味わいを深めます。
▲合鴨モモ肉のコンフィソース ラビゴット添え ９５０円
　※テイクアウトの場合
●新館B1 おかずフレンチ マノン
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Halloween Event

仮装だけでなく普段使いもできる、
BIGシルエットのパンダハロウィーンスタイル。
▲パーカー 7,480円／ショートパンツ 4,620円
●新館1F ジェラート ピケ

カボチャ型になったミッキー＆ミニーのお菓子BOX。
帽子を外すと中にお菓子が詰まっています。
▲ミッキー＆ミニーパンプキンビッグポット 1,490円

スープマグ（ミネストローネ）990円
●新館4F 212キッチンストア

バリ島で南洋桐を１点ずつ手彫りするコピパナスの
オブジェ。コレックス別注の２体特別セットです。
▲①カボチャセット 2,090円 ②おばけセット 2,530円
●新館3F コレックス

カボチャを丸ごと使った、カボチャのニョッキです。
▲カボチャのニョッキ 自家製ミートソースクリーム
　2,000円（ドリンク付）
●新館4F ハタケ カフェ

ふわふわのパンケーキに、さつまいものクリームと
キャラメルソースをたっぷり使用しています。
▲さつまいもとキャラメルのパンケーキ 1,540円
　※１６：００以降限定メニュー
●新館6F ピコティ ピコタ

おばけやコウモリ型のクッキーも入った、
人気のクッキー詰め合せ。
▲ハロウィンクッキーアソート 1,296円
●新館1F ディーン&デルーカ カフェ

①

①

②②

ハロウィーン 
フェイスペインティング
10月26日（土）・27日（日）
各日12：00～18：00（最終受付17：30）
●新館1F イン ザ グリーン

日本橋髙島屋S.C.×リアル謎解きゲーム
ハロウィーンと優しいイタズラ
10月19日（土）～31日（木）
各日10：30～19：30（最終受付19：00）
●受付：新館B1 地下鉄口横特設会場

思わず家に飾りたくなる、可愛くておしゃれなハロ
ウィーン限定のワークショップを日替わりで開催。
12日 「リース作り」 定員80名様
13日 「ハーバリウム作り」 定員100名様
14日 「アロマワックスバー作り」 定員80名様
■ 参加費：1回500円 
※各日、当日先着順。なくなり次第終了となります。

日替わり ！ ハロウィーン
クラフトワークショップ
10月12日（土）～14日（月・祝）
各日10：30～16：30（最終受付15：30）
●新館1F イン ザ グリーン

● 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。

〒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

※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。

かわいいフェイスペイントで、ハロウィーン
気分を盛り上げましょう ！ 
■ 日本橋髙島屋S.C.専門店（新館、
本館B2・8Fレストラン、本館ガレリア、
東館）でのお買上げ税込500円ごとに1回
ご参加いただけます。 ※レシート合算可。 
※お一人様１回まで。  ※混雑時はお待ち
いただく場合がございます。

受付で参加キットを入手
したら謎解き開始 ！  新館・
本館を巡ってすべての謎を
解き、お菓子をつかみどり
でゲットしよう。
■ 参加無料 ※お菓子の
つかみどりはお一人様１回、
各日先着150名様限り。




