2017 年 5 月

とも賑やかなハッピーデイズが始まります！

■会場：玉川髙島屋６階催会場（東京都世田谷区）
※価格は消費税を含む総額で表示しています。
※価格は 5 月 17 日時点のものです。変更になる場合がございます。

近年、盛り上がり続けている「ねこ」ブーム。見ているだけでにっこり、触ればほっこり、グッズを見ただけでも思わず微笑んでしま
い、心が休まる「ねこ」の魅力は、多くの人々を虜にしています。
そんなねこの魅力を大集積した「ねこ展」を、このたび玉川高島屋で初開催。様々なねこアートやグッズが揃うのはもちろん、人
気イラストレーター・いのまたむつみさんのサイン会や描き下ろしイラストを基にした限定商品の販売、「トムとジェリー」や「こねこの
チー」のグリーティングなど、楽しいイベントも盛りだくさん。胸がきゅんとくるねこ達との出会いを、ぜひ！

EVENT【いのまたむつみさん 来場サイン会】
5 月 27 日（土） ■午後２時～ 50 名様
ゲーム「テイルズ オブ」シリーズやアニメのキャラクターデザイン、小説の挿画などで人気
の、いのまたむつみさんが来店。描きおろしイラストを基にした限定商品の販売やサイン会を
開催します。
※イベント期間中、サイン会までに会場で「いのまたむつみ」商品をお買上げのお客様には
先着でサイン会に参加できるチケットを配布いたします。サインは特製オリジナル色紙に作
家のサインとお客様のお名前をお入れいたします。 ※詳しくは会場係員におたずねください。

1

EVENT【トムとジェリー ショップ】 お馴染みの人気コンビがニコタマに！
来場：5 月 26 日（金）・27 日（土） 午後 1 時～/午後 3 時～/午後 5 時～ 各日 3 回
世界中の人々に愛されるトム＆ジェリーのグッズを、楽しいラインアップでご紹介します。
期間限定で「トムとジェリー」も来場します。
※詳しくは売場係員におたずねください。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s17)

☆マグカップ T&J ＇陶器（ 1,620 円
☆カンバッチ T&J ＇鉄（ 各 324 円

EVENT【こねこのチー ポンポンらー大冒険 キャラクターショップ】
来場：5 月 28 日（日）正午～/午後 2 時～/午後 4 時～

人気アニメ「こねこのチー ポンポンらー大冒険」のキャラクター
のグッズ販売や、１日限定で「チー」の来場イベントを開催いた
します。
※詳しくは売場係員におたずねください。

キャンペーン【ねこフォト投稿キャンペーン】
応募期間：受付中～2017 年 5 月 30 日（火）まで

写真は、愛するねこちゃんの画像、自身で作ったネコグッ
ズ・アート・イラストなど、ねこに関するものなら何でもＯＫ！
さらに、お一人様何枚でもご応募いただけます。

＜プレゼント＞キャンペーン期間終了後、応募いただいた方から抽選で 10 名様に、 『ねこ展～ねこ・猫・ネコ アート＆グッズフ
ェア～』に出店の、アニメのキャラクターデザインや小説の挿画などで人気のいのまたむつみさんのサイン色紙をプレゼント!!
※応募方法、応募資格、プレゼント内容など、詳しくは「玉川タカシマヤホームページ」でご確認ください。
http://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/neko/index.htm

2

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【注目！ ねこグッズ】
可愛らしくて上品、繊細なハンドメードアクセサリー。
★[アップルココ]ピンクローズのピアス
＇金属＜メッキ＞アルミバラほか、径約 3.8cm（2,160 円

※オーダーも承ります。
★ローズリースのブローチ
＇金属＜メッキ＞アルミバラほか、全長約 3.4cm（3,240 円
※オーダーも承ります。

★[グラスアート・アン]猫柄吹き４色２層ガラス＇ガラス、容量：380ｍｌ（32,400 円＜現品限り＞
※オーダーも承ります。
★[Melon 髙橋恵]NEKO Rose Box
＇グレー台紙・フランスリネン、リボン、約 8×8×高さ
3cm、24ｇ（ 各 3,240 円
※オーダーも承ります。

★[cut-art さとうみよ] 長傘
＇カーボン＜骨＞、ポリエステル、全長約 56cm（ 21,600 円＜現品限り＞
※オーダーも承ります。

★ [ねんどらんど もうりこういち]うとうとなで猫＇オープン粘土、約 5～6cm（ 各 3,240 円
※オーダーも承ります。

★[神楽坂・ねこの郵便局]ひざねこ

＇アクリル、全長約 35cm（ 各 4,104 円

★[木工房さかい]卓上時計 とら神代
＇天然木、栓、神代木、13×5.3×高さ 20cm（
10,800 円
※オーダーも承ります。
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＇左（見る人を微笑ませる楽しい猫の表情を描きました。
「琴坂映理」原画 「四季めぐりの樹」＇水彩画、額サイズ 50×25cm（
43,200 円

＜現品限り＞※オーダーも承ります。

＇中（味のある愛らしさが特徴の、切り絵のアート。
[cut-art さとうみよ]切り絵原画 「夜の鶴」＇変形 A4 額（43,200 円
＜現品限り＞ ※オーダーも承ります。
＇右（ねこの躍動感を表現した若手作家の描きおろし原画。
[猫八屋]小林系 原画 「ｃａｔ 3」＇アクリル画、額サイズ 41×32cm（130,001 円
＜現品限り＞

【きまぐれな猫たちが、催会場を飛び出して･･･こんなところにも!!】
【５階 メゾン・エ・ターブル 敷物】
★ペルシャ絨毯に織り込まれた世界に一匹だけの猫。
「ペルシャ絨毯 タブリーズピクチャー 猫」
＇イラン製 毛 100％ 約 51×65ｃｍ ※額装含まず（ 561,600 円 ＜現品限り＞

ペルシャ絨毯の五大産地の一つタブリーズで織られたピクチャータイプのペルシャ絨毯。
手織りで長い時間をかけて作られるため、その全てが世界に一つの一点物です。

【１階 化粧品 エスティ ローダー】
★エスティ ローダー、リップスティックの名入れサービスに、ねこ限定モチーフが登場！
「ねこ展」開催時のみに刻印できるモチーフです。
名前やメッセージと組み合わせて世界に１つだけの口紅を。
［エスティ ローダー］
ピュア カラー リップスティック 3,996 円
ピュア カラー エンヴィ リップスティック 4,320 円
）写真は一例です。

）お好きな文字をその場ですぐにサービスにて刻印いたします。 ）セット・限定商品は除きます。

）ねこ限定モチーフは 5 月 25 日＇木（～30 日＇火（までとさせていただきます。
）刻印できる口紅は限られています。＇詳しくは販売員までお問い合わせください。（
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【地階 食料品 デメル】
★猫の舌の形をした可愛らしいチョコレート。
コクのあるスイート、まろやかなミルク、香ばしいヘーゼルナッツの３種類をご用意しています。

[デメル]ソリッドチョコ 猫ラベル ＇105ｇ（ 各 1,944 円

【地階 食料品 和洋酒売場】 ＇左から（
★「ドイツ マイレン ツェラーシュヴァルツェ カッツ」＇750ml（ 1,836 円
黒猫が出来のよい樽を教えてくれるという伝説から、カッツ＇猫（の名が付
けられた猫のラベルの白ワイン。爽やかな甘口の白ワインです。
★「クレマン ダルザス キュヴェ マネキネコ」＇750ml（ 3,996 円
フランス・アルザスの辛口スパーリングワイン。生産者が来日時に出会っ
た招き猫に着想を得てラベルデザインされました。
★「花の舞 にゃんこラベル」＇720ml・純米（ 1,113 円
★「花の舞 にゃんこラベル」＇180ml カップ・本醸造（ 266 円
玉川オリジナルのにゃんこラベルの日本酒です。

【4 階 紳士肌着】
「古臭くてダサイもの」の代名詞というイメージを脱皮し、ここ数年、その快適性が見直され、市
民権を取り戻しつつあるステテコ。かわいい猫のプリント柄で、楽しさもパワーアップ。

★steteco.com 「ステテコ」 3,456 円

玉川髙島屋

お問い合わせ
TEL 03（3709）3111 （代表）
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