総合トップ

店舗情報

⼤阪タカシマヤ

■3⽉28⽇(⽔) → 9⽉25⽇(⽕)
■地階洋菓⼦売場
バターの代わりにオリーブオイルを
使った、からだにやさしいスウィー
ツです。

午前10時〜午後8時
〈週末(⾦)(⼟)は午後8時30分まで〉
なんばダイニングメゾンは午前11時
〜午後11時まで

←〈エルブランチ〉
スティックケーキ各種(1本)
292円

※連⽇休まず営業いたします。

〒542-8510
⼤阪市中央区難波5丁⽬1番5号

TEL：(06)6631-1101
※市外局番を含めて、おかけ間違いの
ないようお願いいたします。

■3⽉20⽇(⽕) → 4⽉10⽇(⽕)
■地階⾷料品売場
うさぎやたまごモチーフが可愛いイースター！春らしいスウィーツや、プリン
もおすすめ！ 春のパーティーに持ち寄っても楽しくなります。

バニラが⾹るホワイトチョコ
ムースでアプリコットジュレ
とフランボワーズを包みまし
た。

ひよこ形のチョコや限定のト
リュフをかわいらしいうさぎ
の形のパッケージに詰め合わ
せました。

〈ヴィタメール〉
イースター・バニー(径約
2,160円
■地階洋菓⼦売場

〈ゴディバ〉
アンシャンチュールバニーア
ソートメント(7粒)
3,132円
■地階洋菓⼦売場

上⾯に苺クリームを絞り、中

ラズベリームースの中にヨー

10.5cm/1台)

には苺をサンドし、復活を祝
う「⿃の巣」をイメージしま
した。
〈ブールミッシュ〉
ニ・ド・パーク(径約12cm/1台)
2,700円
※3⽉31⽇(⼟)、4⽉1⽇(⽇)
限りの販売
■地階洋菓⼦売場

グルトムースを⼊れて、さわ
やかな後味に仕上げました。
〈ユーハイム・ディー・マイ
スター〉
うさぎとかくれんぼ(1個)
584円
■地階洋菓⼦売場

4種のタマゴ型のプラリネが新
パッケージで登場。

マスカルポーネを加えたいち
ごクリームのエクレア。

〈ラ・メゾン・デュ・ショコ
ラ〉
ウフ・プラリネ(100g)
2,808円〈30個限り〉
■地階洋菓⼦売場

〈レクレール・ドゥ・ジェ
ニ〉
イースター2018(1本)
594円
■地階洋菓⼦売場

⻑年愛されてきたパステル⾃
慢のなめらかプリンです。卵
⻩と⽣クリーム、カラメルが
⽣み出す贅沢なおいしさ。

北海道産「すずあかね」果汁
をプリンとソース両⽅に使⽤
し、北海道産の⽣クリームゼ
リーを組み合わせた贅沢なプ
リン。

〈パステル〉
なめらかプリン(1個)
335円
■地階洋菓⼦売場

さくらソースを合わせたプリ
ンに、スポンジケーキといち
ごホイップをトッピングした
春限定のプリンパフェ。
〈モロゾフ〉
プリンパフェ(さくら&いちご)(1
個)

432円
■地階洋菓⼦売場

〈モロゾフ〉
北海道すずあかねいちごのプ
リン(1個)
378円
■地階洋菓⼦売場

⾃然放牧で育てた「なかほら
牧場」の⽜乳と放し飼いの鶏
の卵でつくったプリン。あえ
てカラメルは⼊れずに、ブル
ーアガベシロップで⽢みを加
えました。ビターなチョコレ
ート味や、静岡県の〈善光
園〉の「⾃然栽培ほうじ茶」
を使⽤したほうじ茶味もどう
ぞ。
〈なかほら牧場〉

なかほら牧場ぷりん(カスター
ド・チョコレート・ほうじ茶)(90g)

各451円
■地階味百選
詳しくはこちらをご覧ください＞＞
(パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。)

■3⽉28⽇(⽔) → 4⽉10⽇(⽕)
■地階⾷料品売場
春の⾏楽にぴったりのお弁当を多数ご⽤意しております。
※ご予約・販売⽇等詳しくは売場係員までおたずねください。
※販売⽇は商品により異なります。
※商品内容が⼀部変更となる場合がございます。

〈⾼麗橋吉兆〉
お花⾒弁当(1折)
3,780円〈各⽇10折限り〉
■地階味百選
※3⽉28⽇(⽔) → 4⽉3⽇(⽕)
各⽇正午からの販売

〈北新地 かが万〉
お花⾒弁当(1折)
3,780円〈各⽇10折限り〉
■地階味百選
※3⽉28⽇(⽔) → 4⽉3⽇(⽕)
各⽇正午からの販売

〈たん熊北店〉
⾼瀬川花⾒弁当(1折)
3,780円〈各⽇20折限り〉
■地階味百選
※3⽉30⽇(⾦) → 4⽉3⽇(⽕)
各⽇正午からの販売

〈菊乃井〉
菊寿弁当(1折)
3,780円〈各⽇20折限り〉
■地階味百選
※3⽉28⽇(⽔) → 4⽉3⽇(⽕)
各⽇正午からの販売

〈⿂三楼〉
⽵⽪花⾒弁当(1折)
2,700円〈各⽇10折限り〉
■地階味百選
※3⽉28⽇(⽔) → 4⽉2⽇(⽉)
各⽇正午からの販売

〈紫野和久傳〉
櫻ちらし(1折)
2,700円〈各⽇20折限り〉
■地階味百選
※3⽉28⽇(⽔) → 4⽉1⽇
(⽇)、4⽉3⽇(⽕) 各⽇正午か
らの販売

〈下鴨茶寮〉
春の⾏楽弁当(2段/1折)
1,944円
■地階惣菜売場

〈京料理 美濃吉〉
春花満彩(2段/1折)
1,944円
■地階惣菜売場
※4⽉3⽇(⽕)までの販売

〈なだ万厨房〉
季節御膳「花の便り」(1折)
2,484円
■地階惣菜売場

〈京・料亭 わらびの⾥〉
花⾒弁当(花あそび)(1折)
1,620円
■地階惣菜売場
※4⽉15⽇(⽇)までの販売

〈道頓堀 今井〉
花筒味弁当(3段/1折)
1,890円〈各⽇15折限り〉
■地階惣菜売場
※3⽉31⽇(⼟)までの販売

〈かなたに〉
春の⼆段重
「さくら、さくら」(2段/1折)
1,728円〈各⽇20折限り〉
■地階寿司・弁当売場

〈まつおか〉
筍ご飯⼆段弁当(2段/1折)
1,080円〈各⽇50折限り〉
■地階惣菜売場

〈梅の花〉
お花⾒弁当(1折)
1,404円〈各⽇10折限り〉
■地階惣菜売場

〈浪花 古市庵〉
春の⾏楽寿司(1折)
1,080円〈各⽇20折限り〉
■地階寿司・弁当売場
※4⽉8⽇(⽇)までの販売

〈淡路屋〉
春旬たけのこ御飯(1折)
1,001円
■地階寿司・弁当売場
※各⽇正午からの販売

〈柿安ダイニング〉
春の⿊⽑和⽜ ⽜めし 緑⻩⾊野
菜⼊り(1折)
1,201円
■地階惣菜売場

〈eashion〉
春⾊プチさんぽDISH(1折)
699円〈各⽇30折限り〉
■地階惣菜売場
※4⽉8⽇(⽇)までの販売

「春のカラフルワイン特集」
■3⽉15⽇(⽊) → 4⽉3⽇(⽕)
「オレンジワイン」や「フルーツワイン」など春にぴったりのパステルカラー
のワインが登場！⾊から選ぶワインの新しい楽しみ⽅をご紹介。

(写真左から)
透明感のあるライムグリーン。フレッシュでシャープな⼝当たり。
・〈まるき葡萄酒〉
いろ グラン 甲州(750ml/⽩) 1,944円
淡い⻨わら⾊の⾊調。フランスアルザスの爽やかな⽩。
・〈ジョスメイヤー〉
ピノ・ブラン"ミズ・デュ・プランタン"(750ml/⽩) 2,700円
熟成による深みのある⻩⾦⾊。まったりとした余韻の⻑いタイプ。
・〈まるき葡萄酒〉
ラ フィーユ ⻑熟 甲州(750ml/⽩) 2,700円
褐⾊を帯びたオレンジ⾊。たっぷりとした旨味を感じるタイプ。
・〈フリードリッヒ・ベッカー〉
グラウアーブルグンダー カルクメルゲル(750ml/⽩) 4,536円
淡いサーモンピンクの⾊調。ブレンドした葡萄の複雑味のあるやや⾟⼝のタイ
プ。
・〈フリードリッヒ・ベッカー〉
ベッカー プティ ロゼ(750ml/ロゼ) 2,916円
透明感のある明るい⾚紫⾊。フルーティーでチャーミングな味わい。
・〈ポールクルーバー〉
エステート ピノノワール(750ml/⾚) 3,024円
「リコメンドティーセレクション」
■4⽉4⽇(⽔) → 5⽉1⽇(⽕)
国産の紅茶、こだわりの紅茶専⾨店など、お気に⼊りの紅茶を発⾒する4週間。
■4⽉4⽇(⽔) → 17⽇(⽕)

〈EIJI MIYAMOTO〉
⽇本で紅茶づくりを⽬指し、ダージ
リン地⽅に似た地形と気候を持つ岡
⼭県新⾒市⼤佐に魅せられ、紅茶専

⾨茶園を開いた宮本英治⽒が⼿掛け
る国産紅茶ブレンド。
←国産リーフティー

(No.4 タカシマヤブレンド)(50g)

[⾼島屋限定]
1,620円
アーリーモーニング紅茶農園で育ま
れた紅茶をいつでも楽しんでいただ
けるよう、ティーバッグにしまし
た。
←国産リーフティーティーバッグ

(No.7 ブレンデッドティーバッグ)(10袋⼊)

823円
ファーストフラッシュは春摘みの⼀
番茶。フレーバーは花のような⾹
り。セカンドフラッシュは7⽉に摘み
取られる茶葉で作られ、琥珀⾊の美
しい⽔⾊を有した充実した紅茶。オ
ータムフラッシュはあっさりとした
フラワリーな⾹り。季節によって移
ろう味と⾹りをお楽しみください。
←国産リーフティー

(No.1 ファーストフラッシュ・
No.2 セカンドフラッシュ・
No.3 オータムフラッシュ)(30g)

各3,240円
★アーリーモーニング紅茶農園 宮本英治⽒が
語る国産紅茶の魅⼒と春・夏・秋の紅茶の飲
み⽐べ
■4⽉7⽇(⼟) 午後2時〜(約30分)
■定員：先着6名様(ご予約優先)
■参加費：無料
■ご予約・お問い合わせ：
TEL(06)6631-1101〈代表〉

〈KUSMI TEA(クスミティ)〉
1867年サンクトペテルブルクにてパヴェル・ミハイロビッチ・クスミチョフの
⼿によりデビュー。伝統的なレシピにパリの現代的なエッセンスが加わり、今
ではパリを拠点として、セレブリティー、ティーラヴァーに愛され続けていま
す。
皇⼥アナスタシアのストーリーから
インスピレーションを受けた、創業
当時から続くアイコニックなフレー
バー。
←アナスタシア(125g)
3,240円
サンクトペテルブルク建都300年を
記念してつくられた紅茶。
←サンクトペテルブルク(125g)
3,240円

■4⽉18⽇(⽔) → 5⽉1⽇(⽕)
〈Uf-fu(ウーフ)〉
芦屋の紅茶専⾨店Uf-fu(ウーフ) 代表の⼤
⻄泰宏⽒が、厳選した紅茶を直輸⼊。 天然
の素材を⽣かしたオリジナルフレーバーテ
ィーも⼈気です。

2017年秋摘み。ダージリンの常識を覆す
強い⽢みが特徴。
←ダージリン シーヨック茶園
2017年オータムナル(40g)
1,512円
四万⼗川流域でつくられた乾燥⽣姜使⽤。
←ジンジャーティー(50g)
1,188円

〈ティーフォルテ〉
NYのティーブランド。⾰新的なデザイン
は、ラグジュアリーホテルでも愛飲されて
います。⼿作りのインフューザーは優雅な
ティータイムを演出します。
紅茶・緑茶・⽩茶・ハーブティーから⼈気
の⾼い10種類をセレクト。
←ティーテイスティング シングル(ティーバ
ッグ10個⼊)

3,780円
⽢い⾹りが豊かなデザートティーコレクシ
ョン。
←ドルチェヴィタ ダブル(ティーバッグ20個
⼊)

5,400円

3⽉28⽇(⽔)
▼
4⽉3⽇(⽕)

4⽉4⽇(⽔)
▼
10⽇(⽕)

4⽉11⽇(⽔)
▼
17⽇(⽕)

4⽉18⽇(⽔)
▼
24⽇(⽕)

3⽉28⽇(⽔)

←〈幸福屋〉
京たい焼き(⼩倉あん・カスター
ド)(1個)

各173円

←〈京都・たけのうち〉
⻘実⼭椒(40g)
540円

←〈栃泉〉
わらび餅(270g)
540円

←〈嶋屋〉
名物あべのポテト(368g)
756円

▼
4⽉3⽇(⽕)

・〈⼤國屋〉⼤学⾦時いも(100g) 346円

←〈泉北堂〉
「極」⾷パン
(箱⼊/1本) 819円
(箱なし/1本) 711円

4⽉4⽇(⽔)
▼
10⽇(⽕)

4⽉11⽇(⽔)
・〈⻄海園〉⼋⼥深むし煎茶(170g) 1,365円
▼
17⽇(⽕)
←〈京丹波〉
焼ポン(270g)
1,080円

4⽉18⽇(⽔)
▼
24⽇(⽕)

・毎⽉1⽇〜5⽇は「⿂の⽇」
〈⿂の北⾠〉の鮮⿂がお得です。
・毎⽉8のつく⽇は「⼋百⼀の⽇」
8⽇、18⽇、28⽇はいつでも季節の野菜・果物がお得です。
・毎⽉29⽇は「⾁(ニク)の⽇」
⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、ハム・ソーセージがお得です。

※いずれも売切れの節はご容赦ください。
※価格は消費税を含む総額にて表⽰しております。
※いずれも写真は調理・盛り付けの⼀例です。
※タイトル・会期・内容等⼀部変更となる場合がございます。
※天候・交通事情等により商品の⼊荷が遅れる場合や販売を中⽌する場合がございます。▲ページトップ

お問い合わせ
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