
柏タカシマヤ

※混雑状況によって整理入場とさせていただく場合がございます。

魚介と醤油をベースに、秋刀魚煮干しからとった
だしの風味がきいたスープが、香り豊かな岩手
県産小麦100％の自家製麺と絡みます。

ピーコック・トレテール
紫波郡矢巾町

1三浦屋 盛岡市境田町

うにの炊き込みご飯に
いくらやうに、ほたてなど
具がたっぷりとのっていて
食べ応え満足。
三陸弁当（1折） 1,300円 

前沢牛 オガタ 奥州市前沢向田
前沢牛・小形牧場牛のオーダーカット。
切りたてのおいしさをお試しください。
●ミスジ（100ｇあたり）2,160円 
●ヒレ（100ｇあたり）3,780円
●ランプ（100ｇあたり）1,728円ほか
※各部位の量目に限りがございます。
※いずれもお一人様500ｇまでと
させていただきます。

3寿司・割烹 若大将 大船渡市盛町
かきとほたてをメインにいくら・あわび・かになど海の幸をぜいたくに盛りつけました。
かきとほたての3色弁当（1折） 1,944円〈各日50点限り〉

3ステーキ・鉄板料理 和かな 盛岡市大沢川原
噛みしめるほど旨みたっぷりの短角和牛ときめ細やかなサシが入ってやわらかな小形牧場牛。
いわて展で人気のお漬物も付け合わせたコラボ弁当です。
小形牧場牛・短角和牛盛合せ弁当（1折） 2,700円

大船渡 秋刀魚だし黒船
大船渡市猪川町

1特製 秋刀魚だしラーメン（１杯・醤油）1,210円
●秋刀魚だしラーメン（１杯・醤油） 880円 

営業時間：午前10時30分～午後7時。
ラストオーダーは午後6時30分。
※最終日22日（火・祝）は午後5時30分。
ラストオーダーは午後5時。

小岩井農場 岩手郡
雫石町

5ベイクドチーズケーキＳＡＨＯ（4号・１個）1,404円

5レア
チーズケーキ
ＳＡＹＡ
（4号・１個）

1,404円

岩手県花巻市のブランド肉「白金豚」を
使ったカツサンドや、ジューシーなコロッケ
などをご用意。
白金豚カツサンド（１パック） 972円
前沢牛コロッケ（1個） 378円

1ソフト
オンヨーグルト
（１個） 601円

5六串商店
上閉伊郡大槌町桜木町

三陸の珍味「ほや」。
磯の香りと食感を
お楽しみください。
生ほや（150ｇ） 750円

5釜石・中村家釜石市鈴子町

あわび、いくら、めかぶなどたっぷりの海の幸に舌鼓。
三陸海宝漬（350ｇ） 4,000円

柏髙島屋
限　　定

実演
販売

実演
販売

実演
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実演
販売

イート
イン

実演
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前沢牛サーロインの
ローストビーフ
（150ｇ）2,001円
〈各日20点限り〉

素材の旨みを感じられるシンプルなベイクドチーズケーキ
と口の中で溶けるような柔らかい食感のレアチーズケーキ。こ
だわりの素材を贅沢に使用した小岩井自慢のケーキです。

牛匠 おがた
奥州市前沢向田

※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。※食料品の写真は盛り付けの一例です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

主催:岩手県・岩手県産（株）

■9月16日（水）522日（火・祝） 
■本館地下2階 催会場
※最終日22日（火・祝）は午後6時閉場。

〈工芸〉第2会場 本館3階 特設会場

岩手県産以外の原材料を使用している商品もございます。

我が家で何度でも食べたくなる、恵み豊かな“いわて”の美味。
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柏髙島屋は午前10時30分から営業いたします。※連日午前10時30分～午後7時30分。※営業時間は変更となる場合がございます。※混雑状況によって整理入場とさせていただく場合がございます。 

福田パン 盛岡市長田町
コッペパン
（あんバター・ピーナッツバター・
ジャムバター他計10種）（各1個）

各180円〈各日合計800点限り〉
※お一人様合計5点まで

【福田パン 購入時間整理券 配布について】
混雑緩和のため、時間帯ごとに人数を限定しての販売とさせていただきます。
■各日午前9時50分～10時20分（なくなり次第終了とさせていただきます。）
■本館1階 西口玄関（バス停前）
※午前10時20分までに予定数に達しない場合、開店後地下2階催会場にて配布いたします。
※混雑状況により整理券の配布時間や場所、商品の販売方法が変更になる場合がございます。
※詳しくは売場係員におたずねください。



安全にお買物いただくために、ご協力をお願いします。
◎店内混雑緩和のために、少人数でのご来店をお願いします。
◎店内の混雑状況により、フロア、売場への立ち入りを
制限させていただく場合がございます。
◎エレベーターのご利用を制限させていただく場合がございます。
◎入店時にはマスク着用へのご協力をお願いします。
◎入金などでお待ちいただく場合は、お客様同士の間隔をあけていただくようお願いします。
◎体調がすぐれない場合や発熱のある場合などは、ご来店をおひかえください。

※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。※食料品の写真は盛り付けの一例です。※価格表示のないものは参考商品です。※価格は消費税を含む総額にて表示しております。※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されております。【酒類販売管理者標識（令和2年９月現在）】
販売場の名称及び所在地：（株）髙島屋 柏店 柏市末広町3-16、酒類販売管理者の氏名：山本 俊輔、酒類販売管理研修受講年月日：令和2年2月10日、次回研修の受講期限：令和5年2月9日、研修実施団体名：一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会
※妊娠中・授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

本館3階 特設会場

〒277-8666 柏市末広町3-16  TEL（04）7144-1111

営業時間：
本館・S館 髙島屋
午前10時30分～午後7時30分
※営業時間が変更になる場合がございます。
　WEBサイトにてご確認ください。

 〈各階トピックス〉

職人の技と心。岩手が誇る匠の作品を揃えて。

■9月16日（水）522日（火・祝）  ■本館地下2階 催会場
※連日午前10時30分～午後7時30分。※最終日22日（火・祝）は午後6時閉場。 主催:岩手県・岩手県産（株）

岩手県産以外の
原材料を使用している
商品もございます。

［ハンティング・ワールド］ポップアップショップ ［ヤマト屋］フェア 

２ＷＡＹトート （Ｍ）42,900円
 （Ｓ）41,800円
ショルダー 33,000円

大人の女性にふさわしい気品と実用性を
兼ね備えた「アットイーズトラディッション」
など、［ハンティング・ワールド］の秋冬新作
アイテムを期間限定で販売。

明治２５年創業の老舗バッグメーカー[ヤマト屋]が期
間限定で登場。正田社長による、汚れの落とし方など
のお手入れ実演会を開催します。

道の奥ファーム 
遠野市松崎町

遠野産冷凍ブルーベリー
（500ｇ） 3,240円

宮守川上流
生産組合 遠野市宮守町
5完熟アイコ100%使用
トマトジュース（900㎖）
1,404円
にんじんミックスジュース
（900㎖）1,404円
遠野どぶろく 辛口
（720㎖）1,980円
燻製とうふ（90ｇ）432円

カスイ 花巻市二枚橋
カスイの餃子（8個入）
1,200円

1南部せんべい無選別
（8種・18枚）454円

御菓子司 つちや本舗
宮古市黒田町

芋きんつば
（1個）180円

田村りんご店 

遠野市松崎町

サンつがる
（4.7ｋ、12～18玉）

3,001円
丸ごと果汁
ジョナゴールド（１ℓ）
1,080円

回進堂 

奥州市江刺愛宕

岩谷堂羊羹
くり金印（赤餡）
（１本・525g）1,620円

松栄堂
ごま摺り団子（8個） 648円

竹屋製菓 久慈市旭町

黒豆ゼリー （85ｇ）184円
佐々木製菓 一関市赤荻

名代 三色せんべい
（7枚） 411円

ちゃちゃちゃ本舗
盛岡市盛岡駅前通

本返しわらび餅 
きなこ（130ｇ） 1,080円

佐幸本店
久慈市小久慈町

5完熟山のきぶどう
（600㎖） 1,944円

尾田川農園 九戸郡軽米町

彩穀ミックス10種（380ｇ）
1,296円

吉田製麺 

奥州市江刺愛宕

5卵めん
（500ｇ）648円

折戸養蜂場
二戸市福岡

1うるし蜂蜜
（350ｇ） 2,916円

秀衡塗丸三漆器 一関市大東町

5古代漆絵
重箱
（約19.8×19.8×
高さ20㎝）

275,000円
〈現品限り〉

長山工芸
二戸郡一戸町

5南部細目
組紋様
細工 丸行灯 
寂光 大
（約径22×高さ82㎝）

110,000円
〈受注生産、オーダー後約60日〉

アトリエぐらん 
宮古市宮園
1手染めセットアップ
（M～Lサイズ・綿100%）

99,000円〈現品限り〉

三本木工芸 九戸郡洋野町

1山ぶどうバッグ
（約34×12×高さ23㎝
※持ち手含まず）

242,０００円〈現品限り〉

久慈琥珀久慈市小久慈町

1アンバーソーラーウォッチ
「シックス」77,000円
〈現品限り〉

シルバージュエリー 吉田まり
盛岡市みたけ

5銀製バングル
（シルバー950 
ラピスラズリ）

77,000円
〈現品限り〉

ドリームウッド宮古
 宮古市藤の川

1R3 干支 丑
（約20×4.5×
高さ16.5㎝）

6,600円
〈7点限り〉

てしごと屋 
九戸郡野田村
マリンローズリング
（13号、K14WG、
野田産ロードナイト、
ダイヤ：計0.058ct）

１１0,000円
〈現品限り〉

岩谷堂箪笥
生産協同組合 

奥州市江刺愛宕

中型タンス赤黒
シルバーアラレ
（約70×40×高さ74㎝）

297,000円〈現品限り〉

中新 久慈市小久慈町

5ワンピース
（Lサイズ、絹100％）

52,8００円
〈現品限り〉

大黒醤油 

九戸郡軽米町

1ひえ味噌
（800ｇ）1,728円

麹屋・漬物処 高善
奥州市江刺八日町

レモン味大根（220ｇ）486円

遠野味噌醤油 遠野市上郷町

青豆しその実漬
（170ｇ） 486円
大辛どべっこ漬（150ｇ） 540円

きのこのＳＡＴＯ 
陸前高田市高田町

生しいたけ パック入り
（150ｇ） 648円

リアス海藻店 釜石市平田

1三陸鮮わかめ（170ｇ）
1,080円

マルト 大船渡市大船渡町
いくら醤油漬（100ｇ）
1,728円

大井漁業部  宮古市藤原
氷頭（100ｇ）756円

山田の牡蠣くん 
下閉伊郡山田町

山田の牡蠣くん（小）（100ｇ）
1,300円

平野屋 釜石市平田
5いかぽっぽ
（１串）864円

■9月16日（水）522日（火・祝） ■Ｓ館３階 特設会場

■9月16日（水）529日（火） 
■本館2階 イベントスペース※最終日は午後5時閉場。 

お手入れ実演会：9月26日（土）
午前11時～、午後1時～、午後3時～（各回約30分前後）開催

トロイカ 北上市上江釣子
ベークドチーズケーキ
（1カット）540円

さいとう製菓
りんごかもめの玉子
（3個入）519円

大粒の栗が
入った
きめ細かな餡。

スイートポテトのような優しい味わい。 甘くてジューシーな早生りんご。

●国産サバの
オリーブオイル漬
（170g） 411円

特産品プラザ らら・いわて 盛岡市菜園

お惣菜から銘菓まで
いわての美味が勢揃い。

岩手県の人気の県産品をとり揃えました！

館ヶ森アーク牧場一関市藤沢町

館ヶ森高原豚5種
ソーセージセット
（ホワイトソーセージ、
チョリソー、
あらびきソーセージ、各2本
バジルソーセージ、
ガーリックソーセージ、各3本 
計12本）1,296円

自社一貫生産の安心・安全の美味しさ。

地下2階 催会場

ぴょんぴょん舎
盛岡冷麺（2食入）972円

実演

実演

※写真は調理の一例です。

※写真は調理の一例です。

実演

※写真は調理の一例です。

タカシマヤのクレジットカード会員様・タカシマヤポイントカード会員様

タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカード会員様は10％に、タカシマヤセゾンカード会員様・タカシマヤポイントカード会員様は4％に。
●生鮮食料品、食堂・喫茶、S館・新館・専門店・レストラン、特価品のお買上げ、2回払い・ボーナス払い・回数指定分割払いはポイントアップ対象外とさせて
いただきます。●ご優待率が10％のタカシマヤカード《ゴールド》はポイントアップ対象外とさせていただきます。●一部除外品がございます。詳しくは
売場係員におたずねください。

■本館・S館 髙島屋各階
フードメゾンおおたかの森店

食料品が
（生鮮食料品は除く）

3%に
ポイントアップ特別ご優待会全 館

9月25日（金）529日（火）

タカシマヤのクレジットカード会員様

ポイントプラスキャンペーン
キャンペーン期間中、タカシマヤのクレジットカードのご利用によるお買上げで、
ポイントUP！ ※詳しくは売場係員におたずねください。

S館・新館 専門店では同時開催

予告

 529日（火） 
9月25日（金）予告


