
※〈飛騨・高山家具〉の商品は、飛騨・高山以外の国内で製作されている商品もございます。※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。※商品の色は、写真と異なる場合がございます。※一部受注生産によりお届けまでにお日にちを頂戴する場合がございます。
※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 ※お買上げ代金の「消費税」につきましては、消費税法等に基づき、お品物のお引き渡し日時点での税率で加算させていただきます。詳しくは売場係員におたずねください。

インテリアフェスティバル半年に一度の

タカシマヤ

※オープニングサービス商品・その他一部除外品もございます。
詳しくは売場係員におたずねください。※髙島屋オンラインストア
でのご購入は対象外となります。ご優待価格で販売

タカシマヤのデビットカード・クレジットカード・タカシマヤ友の会 会員様特典

※連日午後8時まで開催、最終日は午後6時閉場。

■7月17日　522日　■8階催会場水 月
家具・敷物に限り
店頭価格からさらに 高島屋 家具セール 検索

SPECIAL
PRICE

髙島屋バイヤーが特
に自信を持ってお届
けする、この品質でこ
の価格！

BUYERS’
SELECT

全国各地の産地をめ
ぐり、素材・デザイン・
機能面を吟味して選
んだ今回のイチオシ。

〈フランスベッド〉シングルベッド
（97×207×高さ83〈マット高さ44／
36 .5〉㎝）

　　　60,000円〈5台限り〉

●LED照明、
　コンセント付

〈旭川家具〉
サイドボード（オーク材／
120×40×高さ85㎝）

129,600円
〈5点限り〉

SPECIAL
PRICE

シルクロード大絨毯展〈展示・即売〉
■7月17日（水）522日（月） ■8階 特設会場
※連日午後８時まで開催。最終日は午後６時閉場。

ペルシャン・トラディショナルミュージック演奏会
■7月21日（日）午後0時30分・3時30分の2回 ■演奏者：AVA

マイセン展〈展示・即売〉 ハインツ・ヴェルナー教授の名作をアレンジした
最新作を取り揃えました。■7月17日（水）522日（月） ■8階 特設会場

※連日午後８時まで開催。最終日は午後６時閉場。

横浜タカシマヤ

〈フランスベッド〉シングルベッド（引出し付）
（98×209×高さ85〈マット高さ49〉㎝）

97,200円〈10台限り〉

2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付
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〈飛騨・高山家具〉
ダイニング5点セット
 399,600円g
内訳：テーブル（ウォールナット材／160×85×高さ69㎝）
200,880円 チェア（ウォールナット材・革張り／
47.5×54×高さ77〈シート高さ43〉㎝）49,680円×4脚

BUYERS’
SELECT

②〈飛騨・高山家具〉
ダイニングボード
（ウォールナット材／
80×39×高さ170㎝）

　   216,000円
g

①〈飛騨・高山家具〉
カウンターボード
（ウォールナット材／
80×39×高さ85㎝）

       144,720円
g

BUYERS’
SELECT

BUYERS’
SELECT

無料
引き取り インテリアお買い替え、無料引き取りサービス横浜髙島屋 特別企画 インテリアフェスティバル期間中、家具・ベッド・敷物をお買上げのお客様に限り、商品配送

時に同種類・同個数のご不要となった家具・ベッド・敷物を、無料でお引き取りいたします。
※一部対象外の商品がございます。詳しくは売場
係員におたずねください。※髙島屋オンライン
ストアでのお買上げは対象外となります。 

①

②

●LED照明、コンセント付

華やかで独創的な絨毯を多数ご紹介いたします。

〈旭川家具〉
キュリオケース
（オーク材／60×40×
高さ135㎝）

108,000円
〈5点限り〉g

〈旭川家具〉
フリーチェスト
（カバ材／48×42×
高さ107.6㎝）

183,600円
〈5点限り〉

〈旭川家具〉
書棚・ライティングビューロー
（オーク材／書棚：65×40×高さ150㎝、
ライティングビューロー：65×43×高さ105㎝）

各108,000円〈各5点限り〉

〈ベルギー製〉
カーペット各種
（レーヨン75％・綿25％、
約190×240㎝）

15,000円〈20点限り〉
※色・柄・組成・サイズは一例です。

7月17日（水）限りオープニングサービス

〈飛騨・高山家具〉伸長式ダイニング3点セット
162,000円〈5セット限り〉g

内訳：伸長式テーブル
（オーク材／90～130×
75×高さ70㎝）
98,280円 チェア（オーク
材・布張り／46×54×
高さ76〈シート高さ44〉㎝）
31,860円×2脚

●ライティングビューローは
PC用のデスクとしても
使えます。

※dポイント、Pontaポイントをお支払いにお使いいただくには、dポイントカード、Pontaカードの利用登録が必要です。※一部対象外となる店舗、売場、商品がございます。
※ｄポイントカード、ｄカード、ならびにPontaカードはタカシマヤのデビットカード、クレジットカードとの併用はできません。

dポイント＆Pontaポイントが
たまる・つかえる！

詳しくはタカシマヤホームページへ 検 索

●テーブル
サイズを130㎝
に変えられます。



〈日本ベッド〉シングルベッド（引出し付）
（100×206×高さ94〈マット高さ49〉㎝）

　   145,800円〈10点限り〉

〈飛騨・高山家具〉ダイニング５点セット
　   297,000円g
内訳：テーブル（オーク材／150×85×高さ68㎝）
124,200円　チェア（オーク材／背：籐張り、座：革張り／
49×56.5×高さ80.5〈シート高さ42〉㎝）43,200円×4脚

〈イタリア製〉ソファ
（総革張り／200×95×高さ88
〈シート高さ41〉㎝）

162,000円〈3点限り〉

①〈旭川家具〉キャビネット
（オーク材／120×42×高さ79㎝） 

　   189,000円

②ペルシャ絨毯
（絹100％／約97×141㎝）

600,000円〈現品限り〉 
③パキスタン絨毯
（毛100％／約145×190㎝）

540,000円〈現品限り〉

③〈新潟・加茂〉総桐衣裳タンス
（総桐／106×46×高さ173㎝）

600,000円〈5点限り〉
※お届けまで約60日間頂戴いたします。

④〈新潟・加茂〉総桐整理タンス
（総桐／101×45×高さ115㎝）

270,000円〈10点限り〉
※お届けまで約50日間頂戴いたします。 

②〈岩手・岩谷堂〉脚付チェスト
（ケヤキ材・黒拭き漆仕上げ／80×40×

高さ72㎝）　    270,000円
※お届けまで約60日間頂戴いたします。

〈ドイツ製〉ソファ
（総革張り／170×92×高さ81
〈シート高さ42〉㎝）

399,000円〈3点限り〉 

〈イタリア製〉リビング2点セット
（総革張り／3人掛け：205×98×高さ84〈シート高さ43〉㎝、2人掛け：165×98×
高さ84〈シート高さ43〉㎝）600,000円〈現品限り〉

〈フランスベッド〉シングル2モーター
電動ベッド（ハンドレール付）
（104×217×高さ85〈マット高さ45.1〉㎝）

198,000円〈5点限り〉 
〈シモンズ〉［髙島屋限定］シングルベッド
（引出し付）（99×205×高さ85〈マット高さ48.5〉㎝）
　   140,400円〈10点限り〉g

2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付

gマークのついた商品はインターネットでもお買い求めいただけます。 《髙島屋オンラインストア 7月3日（水）午前10時58月14日（水）午前10時まで》高島屋リビング

〒220-8601 横浜市西区南幸1-6-31  TEL（045）311-5111

営業時間：
午前10時～午後８時

※〈飛騨・高山家具〉の商品は、飛騨・高山以外の国内で製作されている商品もございます。※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。※商品の色は、写真と異なる場合がございます。※一部受注生産によりお届けまでにお日にちを頂戴する場合がございます。
※価格表示のない小物等はコーディネート用です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※お買上げ代金の「消費税」につきましては、消費税法等に基づき、お品物のお引き渡し日時点での税率で加算させていただきます。詳しくは売場係員におたずねください。

■7月11日（木）530日（火）
午前１０時～午後６時 
休館日：水曜日（祝日は営業）
■新横浜ショールーム
（横浜市港北区新横浜1-12-6）

［カリモク］新横浜ショー
ルームご招待会

横浜髙島屋 特別企画
星野民藝家具特集

※写真はイメージです。

[クレイブ]インテリア
ファブリック特集

■7月17日（水）530日（火）
■7階 ギフトサロン前スイングスペース
※最終日は午後5時閉場。

■7月17日（水）522日（月）
■7階 インテリア用品
※最終日は午後6時閉場。

[シモンズ]ベッドフェア

「素材・機能」にこだわった
暑い夏を快適にする寝具を
特別価格で豊富にご用意
いたしております。

マルチカバーやクッションな
どインテリアファブリックを
多数取り揃えております。 質の高い眠りと目覚めをお届けする

シモンズベッド。高級ホテルの寝心地を
ぜひこの機会にお試しください。

クラシックとモダンを
融合させたエレガン
トなインテリア雑貨
をご紹介いたします。[昭和西川]夏もの寝具

売りつくしセール

[ダニエル]家具の病院
張替えや塗装修理など、
お気軽にご相談ください。
※家具の写真や寸法などをお持ちいただく
とお見積もりの参考にさせていただきます。

今日から始める収納セミナー

整理収納アドバイザーが
お部屋の片付けのポイント
を実演しながらお伝えします。

グッドデザイン賞を受賞した人気
の「八角炉」をはじめ、星野民藝の
上質な家具をご紹介いたします。

※写真はイメージです。

SPECIAL
PRICE

SPECIAL
PRICE

〈飛騨・高山家具〉
伸長式リビング・
ダイニング５点セット
　   348,840円g
内訳：テーブル（オーク材／155～180×85×高さ65㎝）
176,040円　チェア（オーク材・合成皮革張り／
51×60×高さ78〈シート高さ39〉㎝）43,200円×4脚

SPECIAL
PRICE

〈旭川家具〉
カップボード（オーク材
／85×42×高さ175㎝） 

　   199,800円

〈シモンズ〉
シングルツインベッド
（196×209×高さ85
〈マット高さ54.5〉㎝）

350,000円g

〈飛騨・高山家具〉
チェスト（天然木／
80×45×高さ85㎝） 

　   162,000円

〈飛騨・高山家具〉
ダイニング５点セット
　    259,200円
g内訳：テーブル
（オーク材／150×85×
高さ70㎝）120,960円
チェア（オーク材・布張り／
47.5×52.5×高さ77
〈シート高さ44〉㎝）
34,560円×4脚

SPECIAL
PRICE

7階 スイングスペース
〈インテリアフェスティバル 第2会場〉 ※連日午後8時まで開催。

ストレスレス®チェアと楽しむ
パナソニック大型テレビ特集

同時開催

【Personal Chair】
〈エコーネス〉
ストレスレス®チェア
（コンサルM／ラテ・チーク色／
81×72×高さ104〈シート高さ43〉㎝、
オットマン：54×43×高さ43㎝）

200,000円〈5点限り〉

［メゾン ドゥ ファミーユフェア］
■7月10日（水）530日（火）
■7階 インテリアスタジオ
※最終日は午後5時閉場。

■7月20日（土）午後2時・4時の2回
■7階 インテリアフェスティバル会場内

シンプルでモダンなデザインの日進
木工の家具。毎日の暮らしが楽し
くなる家具をご紹介いたします。

［日進木工］デザイン家具フェア

※写真はイメージです。

7階 インテリアフェスティバル 第2会場

インテリアフェスティバル半年に一度の

タカシマヤ
■7月17日　522日
■8階催会場

水 月
※連日午後８時まで開催、
　最終日は午後6時閉場。

SPECIAL
PRICE

髙島屋バイヤーが特に自信を持って
お届けする、この品質でこの価格！

BUYERS’
SELECT

全国各地の産地をめぐり、素材・デザイン・
機能面を吟味して選んだ今回のイチオシ。

①ペルシャ絨毯
（毛100％／約61×83㎝）

60,000円〈現品限り〉 

① ② ③

① ②

③
④

2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付

●LED照明、
USB・
コンセント付

●LED照明、コンセント付

●LED照明、
　コンセント付

●ヘッドボードが
　選べます。

こころからリラックスできる空間のために、ベッドを新しく。【Bed】 【Dining Set】素材やデザイン、使いごこちにこだわった我が家のとっておき。

機能性と収納力を備えた、お部屋のアクセント。【Chest&Cabinet】

【Sofa】モダンなリビング空間を演出。

世界の各地から、表情豊かな色柄を多彩に。
※現品以外、色・柄・サイズは一例です。【Carpet】

仏壇・仏具 特別奉仕会 ■7月17日（水）522日（月） ■7階 仏壇・仏具 ※最終日は午後6時閉場。

ダイニングチェア
4脚セット（48×50×
高さ97〈シート高さ50〉㎝）

172,800円
〈5セット限り〉

SPECIAL
PRICE

7階 敷物
〈インテリアフェスティバル 第2会場〉
※連日午後8時まで開催。

SPECIAL
PRICE

王様椅子
（71×53×
高さ116
〈シート高さ
39〉㎝）

600,000円〈現品限り〉

建築家による建築・リフォーム相談会＆建築模型・パネル紹介
《ご相談予約や建築家のご紹介はこちらから》 横浜元町AAスタジオ

BUYERS’
SELECT

●テーブル
サイズを
180㎝に
変えられます。

BUYERS’
SELECT

BUYERS’
SELECT

■7月17日（水）522日（月）連日午前10時～午後8時（相談会受付は午後6時まで）、最終日は午後6時閉場（相談会受付は午後5時まで）
■7階 インテリア用品

〈日本ベッド〉シングルベッド
（99×207×高さ80〈マット高さ49〉㎝）

162,000円〈10点限り〉

2点パック
（パッド×1、
シーツ×1）付

●コンパクトな
棚とLED照明、
コンセント付


