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日本橋髙島屋 S.C. 開業 1 周年
朝も夜も充実の“ジブン時間”新館誕生により日本橋生活が変化

昨年 9 月 25 日に新館がオープンし、本館、東館、タカシマヤ ウオッチメゾンとあわせた 4 館が一体となった
日本橋髙島屋 S.C.は、開業 1 周年を迎えます。国内外から多くのお客様にお越しいただき、年間入店客数は 2,500
万人を超える見込みとなっております。従来のお客様に加え、近隣にお住まいのニューファミリー、とくに週末
には沢山のベビーカーを押した子育てファミリーがご来店、またオフィスワーカーなど新しいお客様にもご利用
いただき、街の雰囲気がガラリと変わりました。本館である百貨店は新館開業後、入店客者数が 1.4 倍（2018
年 9 月 25 日～2019 年 8 月 31 日の前年対比）となり新館との相乗効果が見られています。専門店の館として誕
生した新館は、早朝営業やレストランフロアの充実により、
“日本橋生活者のための場の提供”のコンセプト通
りに毎日お越しいただける施設としてご好評いただいております。新館を運営する東神開発株式会社をはじめ髙
島屋グループの総合力を発揮して、今後も地域に寄り添う施設づくりに努めてまいります。
＜東神開発株式会社 日本橋事業部長 清瀨和美のコメント＞
2018 年 9 月の開業以来、予想を超えるお客様にご来館いただき、非常に幸先の良い一年となりました。おか
げさまで初年度の、新館の年間来館目標である 1,000 万人は確実に達成する見込みです。日本橋近隣に住む方や
働く方、観光で日本橋に訪れる方、
「日本橋生活者」にとってのサードプレイスを目指し、朝 7 時 30 分から夜
23 時まで、従来の百貨店の枠にとらわれない施設づくりが、少しずつ街に受け
入れられ始めたのを実感しております。ヨガスタジオや茶道教室も開業以来大変
人気をいただいており、買物だけではなく、日常的に立ち寄る場として認知され
つつあります。
「街に浸み出す施設にしたい」
「通り抜けて欲しい」という思いで朝 7 時 30 分
の「早開け」を始めて 1 年、ご出店のテナントの方々の支えもあり、おかげさま
で多くの皆様にご評価いただいております。2 年目以降は「夜活」をテーマに、
夜時間の開拓にも益々取り組みたいと考えております。これまで以上に街の声に
耳を傾け、変化を恐れず常にチャレンジをし続けて参ります。
東神開発株式会社
日本橋事業部長 清瀨和美
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日本橋髙島屋 S.C.開業 1 周年プロモーション
9 月 11 日（水）から、日本橋髙島屋 S.C.開業 1 周年プロモーションとして様々なイベントを行ってまいります。
開業 1 周年限定商品やメニュー、プレゼントも多数登場。各イベントやキャンペーンの詳細につきましては、
日本橋髙島屋 S.C.開業 1 周年特設サイトをご覧ください。
（https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/specialtystores/special/1stAnniv/）

1 周年記念 お買上げキャンペーン
期間中、本館・新館・タカシマヤ ウオッチメゾンにて 1 回のお買上げ税込 10,000 円以上お買上げのお客様に、
抽選会応募券を配布いたします。抽選で 1,111 名様に、1 周年を記念したアイコンとして新たに登場した
「ローズちゃん」がデザインされたタカシマヤギフトカードをプレゼント。
■期間：9 月 11 日（水）～25 日（水）
■応募箱設置場所：新館 B1 地下鉄口横（7:30～23:00）
新館 7F エスカレーター横（10:30～23:00）
本館 1F 正面口（10:30～19:30
※9 月 18 日（水）～25 日（水）は 20:00 まで）
■1 等：100,000 円（1 名様） 2 等：10,000 円（10 名様）
3 等：5,000 円（100 名様） 4 等：500 円（1,000 名様）

日本橋髙島屋 S.C. 1st Anniversary「VERY モデルファッションステージ」
日本橋髙島屋 S.C.のオープン１周年を記念して、VERY モデルが登場するイベントを開催！
VERY モデルのフロアショーやトークステージなど盛りだくさんの１日に、ぜひお越しください。

滝沢眞規子

牧野紗弥

大桑マイミ

神山まりあ

■日時：9 月 15 日（日）
《Part1》13:00～ VERY モデルフロアショー 13:30～ VERY カバーモデル 滝沢眞規子トークステージ
《Part2》15:30～ VERY モデルフロアショー 16:00～ VERY カバーモデル 滝沢眞規子トークステージ
■会場：新館 2F 特設ステージ（マルティニーク前）
■参加無料
※ご観覧は全てお立見となります。なお、混雑緩和のため、当日 11:00～12:30、新館 B1 地下鉄口横にてトー
クステージ優先観覧整理券を配布いたします。詳細は日本橋髙島屋 S.C.新館ホームページをご覧ください。
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華道家

辻雄貴 いけばなパフォーマンス＆ワークショップ

開業記念日となる 9 月 25 日（水）には特別イベントとして、世界的に活動をする日本を代表する華道家・辻
雄貴氏を講師に迎えたワークショップと、いけばなと能楽囃子のコラボレーションによるパフォーマンスを実
施します。
【いけばなワークショップ】
■日時：9 月 25 日（水）①11 :00～12 :00 ②13 :00～14 :00
■会場：新館 1F イン ザ グリーン
■参加費：2,000 円（税込）※花代込み
【華道家 辻雄貴＋シャクジ能 いけばなパフォーマンス】
「いけばな献花差立＋能楽囃子三番叟」
■日時：9 月 25 日（水）15 :00～15 :30
■会場：新館 2F 特設ステージ（マルティニーク前）
ポケモンセンタートウキョーDX ウィンドウワッペン ワークショップ
ふしぎな絵の具を使って、窓ガラスに貼れるポケモンたちのワッペンが作れます。
ピカチュウたちの中から、お気に入りの 1 匹を作ってください。
■日時：9 月 21 日（土）～23 日（月・祝） 10 :30～17 :00（最終受付 16 :00）
■会場：新館 1F イン ザ グリーン
■参加費：1 回 648 円（税込）
ポケモングリーティング
ポケモンセンターからピカチュウとイーブイが遊びに来ます。
■日時：9 月 28 日（土）
・29 日（日） ①11 :00 ②13 :00 ③15 :00
■会場：日本橋ガレリア コミュニティスペース
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

日本橋髙島屋 S.C.開業 1 周年記念の限定アイテムも、各階に登場！
■本館 1 階：百貨店 婦人洋品売場
人気作家、橋本シャーン氏が日本橋髙島屋 S.C.を描いたトートバッグに、縦長デザ
インの新バーションが登場。S.C.開業 1 周年記念の数量限定アイテムです。
日本橋髙島屋 S.C.オープン 1 周年記念トートバッグ（ネイビー）
2,160 円（1,300 点限り） ※お一人様 5 点までとさせていただきます。

※掲載商品の価格は、消費税 8％を含む総額にて表示しております。消費税は商品お渡し時点での税率で加算されます。

3

