
ハンズフリーショッピングサービス
お渡し場所： 地下１階サービスカウンター/
地下４階 お買い上げお受け取りカウンター
銀座三越でお買い上げいただいたお品物を、お帰りの際にまとめてお渡しい
たします。お渡し場所は、電車でお越しの方は地下１階、お車でお越しの方は
地下４階となります。

ショッピングを、より快適に
For your better shopping experience
让您的购物更加心满意足
令您的購物更加心滿意足

○お届け可能なホテル
1.ザ・ペニンシュラ東京
2.ザ・リッツ・カールトン東京
3. シャングリ・ラ ホテル 東京
4 .帝国ホテル 東京
5.マンダリン オリエンタル 東京

○可免费送货酒店一览

1. 东京半岛酒店
2. 东京丽思卡尔顿酒店
3. 东京香格里拉酒店
4. 东京帝国酒店
5. 东京文华东方酒店

○List of Registered Hotels

1. The Peninsula Tokyo
2. The Ritz-Carlton Tokyo
3. Shangri-la Hotel Tokyo
4. Imperial Hotel Tokyo
5. Mandarin Oriental Tokyo

○可免費送貨酒店一覽

1. 東京半島酒店
2. 東京麗思卡爾頓酒店
3. 東京香格里拉酒店
4. 東京帝國大飯店
5. 東京文華東方酒店

お買物相談係/ 
外国語対応アテンダント（無料）
○１階 正面ライオン口
ギフト選びのお手伝い、各ショップへのアテンドサービス、お身体の不自由な
お客さまのサポート、外国語対応のアテンダントによる通訳およびお買物サ
ポートを承ります。

Shopping Concierge / 
Multilingual Shopping Attendant Services (Free)

○Main Entrance near the Lion Statue on the Ground Floor

We provide a variety of services for customers, such as helping choose 
gifts, guiding customers to visit shops in-store, assisting physically-
impaired customers, foreign-language-speaking attendantsʼ providing 
interpretation and shopping support services.

购物咨询处 / 外语服务人员（免费）
○1楼正门狮子像入口
选择礼物的建议、带路到店内各处、帮助行动不便的客人、提供中文翻译或协
助购物等等,在这里您都可以请服务员帮忙。

購物諮詢處 / 外語服務人員（免費）
○1樓正門獅子像入口
推薦選擇禮品、帶路到店內各處、幫助行動不便的客人、提供中文翻譯或協助
購物等等, 在這裡您可以請服務員幫忙。

外国人観光案内所
○M2階
外国語の観光パンフレットや地図のご提供、近隣施設のご紹介など、さまざ
まな情報の提供やご案内をいたします。免税カウンターやホテルデリバリー
サービスの窓口、外貨自動両替機も隣接しています。

International Tourist Information Center 
○M2F

We provide a variety of information for international tourists, such 
as multilingual travel information brochures and maps, advices for 
various service establishments in the neighboring area. The duty-
free and hotel delivery service desks and automated foreign currency 
exchange machines are located adjacent to the information center.

外国人观光指南处
○M2 楼
您可以在这里得到各种信息,包括中文等多种语言之观光手册、地图和邻近设
施的介绍等。免税服务台、将购买商品送达酒店(有合作的五家酒店)的服务窗
口以及外币自动兑换机也都在隔壁。

外國人觀光指南處
○M2 樓
可在此取得各種訊息,例如：中文等多種語言之觀光手冊、地圖和鄰近設施的
介紹等。免稅服務台、將購買商品送達酒店 (有合作的五家酒店) 的服務窗口以
及外幣自動兌換機亦有在隔壁設置。

Hands-free shopping service

Pick-up location：B1F Service Desk / B４F Pick-up Desk

You can pick up all the merchandise you purchased at Ginza Mitsukoshi 
at the pick-up desk. Pick-up desks are located on B１F for those who are 
taking the train and also on B ４F for those who came by car.

免提購物服務
領取地點：地下 1樓東側服務台 / 地下 4 樓 購買品受領櫃檯
您在銀座三越購買的商品我們可以幫您保管，等您要回去時我們在一起交給
您。搭乘電車的顧客請到地下一樓領取，開車前來的顧客請到地下四樓領取。

免提购物服务
领取地点：地下 1楼 东侧服务台 / 地下 4 楼 购买品受领柜台
您在银座三越购买的商品我们可以帮您保管，等您要回去时我们在一起交给
您。搭乘电车的顾客请到地下一楼领取，开车前来的顾客请到地下四楼领取。
的服務窗口以及外幣自動兌換 機亦有在隔壁設置。

ホテルデリバリーサービス（無料）
承り場所：M２階 免税カウンター / 受付時間：10：30 ‒ 17：00
※対象外のお品物もございます。
銀座三越で当日お買い上げいただいたお品物を、ご宿泊の都内契約ホテルに
お届けいたします。

Hotel Delivery Service(Free)

Drop-off : Tax-Free Counter on M2F / Service Hours : 10：30 a.m. - 5：00 p.m.

※Please note that some of the items may not be accepted

We will deliver all items purchased at Ginza Mitsukoshi on the same day 
to, to your hotels registered on our list in the Tokyo metropolitan area.

送货到酒店服务（免费）
承办地点：M2 楼 免税柜台 / 承办时间：10:30 – 17:00 ※有些物品在服务对象之外。

我们为您把在银座三越百货店购买的商品，当天送往您下榻的东京都内与我
们有协作合同的酒店。

送貨到酒店服務（免費）
承辦地點：M2樓 免稅櫃檯 / 承辦時間：10:30 – 17:00 ※有些物品在服務對象之外。

我們為您把在銀座三越百貨店購買的商品，當天送往您下榻的東京都內與我們有
協作合約的酒店。

発行：銀座三越  東京都中央区銀座4-6-16/電話03-3562-1111 大代表
営業時間/午前10時30分— 午後8時。9・11・12階レストランは午前11時－午後11時。
価格はすべて税込です。 ※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。

Ginza Mitsukoshi Store Hours / 10:30 a.m.-8:00 p.m.
9F/11F/12F/ restaurants are open from 11:00 a.m. to 11:00 p.m.
All prices include tax. 
※Please note that prices may change without prior notice.

营业时间 / 上午10点 30 分到晚上 8点。9、11、12 楼餐厅为上午11点到晚上11点。
价格均为含税价。 ※价格有变更的可能性，敬请见谅。

營業時間 / 上午10點30分到晚上8點。9、11、12樓餐廳為上午11點到晚上11點。
價格均為含稅價。 ※價格有變更的可能性，敬請見諒。

© 2014 ISETAN MITSUKOSHI
○本カタログの掲載内容は、2014年9月現在のものです。都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ○本商品服务介绍手册内容截至2014年9月。若因故改变，恕不另行通知。 

○The information contained in this catalog is as of September 2014. Please be reminded  that the content is subject to change.　○  本商品服務介紹手冊內容截至2014年9月。如因故改變，恕不另行通知。
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縞、市松など、日本の伝統文様を木で寄せた伝統工芸品の5寸小物入れです。
その繊細な寄木模様は、日々の暮らしを美しく彩ります。
Stripes and checkered patterns of this 15cm wood mosaic trinket box are
traditional Japanese designs. 

5 寸小盒，是用木片拼成条纹、方格等日本传统图案的传统工艺品。
纤细的木片拼图，为日常生活增添光彩。

五寸小盒，是用木片拼成條紋或方格等日本傳統圖案的傳統工藝品。
纖細的木片拼圖，為日常生活增添光彩。

〈露木木工所〉箱根 寄木細工 5寸小物入れ 3,240円（W160×H110×D55mm）
○銀座三越8階 ＝ ジャパンエディション

 〈Gallery Tsuyuki〉Hakone wood mosaic trinket box 3,240yen (W160×H110×D55mm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ JAPAN EDITION

 〈露木木工所〉箱根 5 寸饰品寄木细工饰品盒 3,240 日元（W160×H110×D55mm）
○银座三越 8 楼 ＝ JAPAN EDITION

 〈露木木工所〉箱根 五寸飾品寄木細工飾品盒 3,240 日圓（W160×H110×D55mm）
○銀座三越 8 樓 ＝ JAPAN EDITION

露木木工所的箱根寄木细工饰品盒  │  露木木工所的箱根寄木細工飾品盒

Hakone wood mosaic trinket box by Gallery Tsuyuki 

露木木工所の
箱根寄木細工
小物入れ

伝統的な小倉織の特徴を生かした合切袋は、
三越史料室で発見された天保時代の小倉織を
現代的にアレンジし、復刻した銀座三越のオリジナルです。
Ginza Mitsukoshiʼs original pouch featuring the traditional Kokura-ori discovered 
at Mitsukoshi archives is reinterpreted from a piece woven in Tenpo Era.

合切袋利用传统小仓织布的特点，
以现代风格复制了从三越史料室里找到的天保时代小仓纺织手法。是银座三越的原创商品。

具有小倉織布特徵的合切袋，是銀座三越原創商品。
以現代風格複製了從三越史料室裡發現的天保時代小倉織布。

〈縞縞〉合切袋 18,360円（綿・豚革・PVC、約W20×H25.5cm、日本製）
○銀座三越8階 ＝ ジャパンエディション

 〈SHIMA-SHIMA〉Drawstring pouch 18,360yen
(Cotton・Pigskin・PVC approx. W20×H25.5cm, Made in Japan) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ JAPAN EDITION

 〈缟缟〉合切袋 18,360 日元（棉布・猪革・PVC、约W20×H25.5cm、日本制）
○银座三越 8 楼 ＝ JAPAN EDITION

 〈缟缟〉合切袋 18,360 日圓（棉・豬皮・PVC、約W20×H25.5cm、日本製）
○銀座三越 8 樓 ＝ JAPAN EDITION

缟缟的合切袋  │  縞縞的合切袋

Drawstring pouch by SHIMA-SHIMA

縞縞の合切袋

精巧に染め上げられた江戸小紋のストールは、
伝統技法を踏襲しながら今の暮らしにフィットする
モダンなデザインが施されています。
Elaborately dyed using a traditional pattern called edo komon, 
the stole is printed with a modern design befitting our contemporary life.

江户小纹披肩围巾，染色工艺精巧，即沿用了传统工艺手法又适合当今生活，款式设计时尚。

精巧的染色加工製成的江戶小紋披肩圍巾，款式設計既繼承傳統手法又注重符合當今生活時尚。

〈comment？〉江戸小紋ストール 31,320円
（絹50％・カシミヤ50％、約W200×H97cm、廣瀬染工場） ○銀座三越8階 ＝ ジャパンエディション

 〈comment?〉Edo Komon stole 31,320yen
(Silk 50%・Cashmere 50%, approx. W200×H97cm, Hirose Dye-works) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ JAPAN EDITION

 〈comment？〉江户小纹披肩围巾 31,320 日元（绢丝 50％・羊绒 50％、大约W200×H97cm、广濑染工厂）
○银座三越 8 楼 ＝ JAPAN EDITION

 〈comment？〉江戶小紋披肩圍巾 31,320 日圓（絹絲 50％・羊絨 50％、約W200×H97cm、廣瀨染工廠）
○銀座三越 8 樓 ＝ JAPAN EDITION

comment？江户小纹披肩围巾
comment ？江戶小紋披肩圍巾

Edo Komon stole by comment?

comment？の
江戸小紋ストール

京都西陣織で作られたランナーは、
光沢のある錦地に伝統的な吉祥紋様で
ある青海波柄を織り込み、美しい仕上がりとなっています。
The beautiful table runner made of Kyoto Nishijin brocade takes its design from
the traditional auspicious motif of waves in blue ocean on a satiny Nishiki-ji fabric.

京都西阵织制作的桌旗，使用光泽美丽的绢丝编织成大海波纹的传统吉祥图案，精致动人。

京都西陣織製作的桌旗，用光澤美麗的錦絲編織有傳統大海波紋的吉祥圖案，令人愛不釋手。

〈渡文〉ランナー 27,000円（絹100％、約W160×H32cm）
○銀座三越８階 ＝ ジャパンエディション

 〈Watabun〉Table runner 27,000yen (Silk 100%,approx.W160×H32cm)
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ JAPAN EDITION

 〈Watabun〉桌旗 27,000 日元（绢丝 100％、大约W160×H32cm）
○银座三越 8 楼 ＝ JAPAN EDITION

 〈Watabun〉桌旗 27,000 日圓（絹絲 100％、約W160×H32cm）
○銀座三越 8 樓 ＝ JAPAN EDITION

渡文的桌旗   │  渡文的桌旗

Table runner by Watabun

渡文のランナー

Nanbu Ironware colored pot by ENCHAN-THÉ JAPON
ENCHAN-THÉ JAPON 南部铁器彩色茶壶 │ ENCHAN-THÉ JAPON 南部鐵器彩色茶壺

アンシャンテ・ジャポンの
南部鉄器カラーポット

_

高
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Tama Kujaku (sacred peacock) incense burner by Takaoka Copperware
高冈铜器香炉 玉孔雀 │  高岡銅器香爐 玉孔雀

_

 「花々が咲き誇る
職人の意匠を宿す香炉」
富山県高岡市で作られる高岡銅器は、約
400年以上もの歴史を持つ伝統工芸品で
す。熟練の職人の繊細な技巧が活きた香炉
は、胴体に美しい花々がちりばめられており、
上蓋の孔雀には平和と繁栄の想いが込めら
れています。

“Artisanship shows in this incense 
burner with gorgeous flowers”
The traditional industrial art of Takaoka 
copperware, produced in Takaoka City of 
Toyama Prefecture, has a history of over 400 
years. The incense burner is adorned with 
gorgeous flowers, and the peacock on the lid 
symbolizes peace and prosperity.

「百花争艳工匠精神宿于香炉中」
高冈铜器出产于富山县高冈市，是拥有 400 多年历史
的传统工艺品。香炉活灵活现地显现出熟练工匠们纤
细的技巧，炉体镶嵌着美丽的花朵，盖子上的孔雀象征
着祝愿和平与繁荣。

「百花爭艷工匠精神宿於香爐中」
高岡銅器出產於富山縣高岡市，是擁有四百多年歷史
的傳統工藝品。香爐活靈活現地顯現出熟練工匠們纖
細的工藝技巧，爐體上鑲嵌著美麗的花朵，蓋上的孔雀
象徵著和平與繁榮的祝願。

〈高岡銅器〉香炉 玉孔雀 194,400円
（W16.5×H20.5×D14.5cm） 
○銀座三越8階 ＝ ジャパンエディション

 〈Takaoka Copperware〉Incense burner Tama 
Kujaku 194,400yen (W16.5×H20.5×D14.5cm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ JAPAN EDITION

 〈高冈铜器〉香炉 玉孔雀 194,400 日元
（W16.5×H20.5×D14.5cm）
○银座三越 8 楼 ＝ JAPAN EDITION

 〈高岡銅器〉香爐 玉孔雀 194,400 日圓
（W16.5×H20.5×D14.5cm）
○銀座三越 8 樓 ＝ JAPAN EDITION

 「温もりと情緒を
備えた南部鉄器の急須」
約400年の歴史を持つ盛岡の伝統工芸品
である南部鉄器の急須は、陶磁器に比べ格
段に割れにくく、長く愛用できるのが特徴で
す。鋳肌の独特の質感と深みのある色合いか
らは、温もりと心安らぐ情緒が感じられます。

“Nanbu ironware teapots made with 
warmth and feeling”
Outstanding durabi l i ty  makes Nanbu 
Ironware, a traditional industrial art with a 
400-year history, produced in Morioka, Iwate 
Prefecture, last for long. The casting surface 
gives a typical texture and the deep colors 
rendering a comforting sentiment.

「南部铁器的茶壶温馨而情趣盎然」
盛冈传统工艺南部铁器的茶壶具有大约 400 年的历
史。与陶瓷器相比不易破碎，可长期使用。铸铁独特的
质感和深厚的色调，让人感到温馨和安逸，充满情趣。

「充滿溫暖和情趣的南部鐵器茶壺」
盛岡傳統工藝南部鐵器製作的茶壺擁有約四百年歷
史。與陶瓷器相比不易破碎，可長久愛用。鑄鐵獨特的
質感及深厚的色澤，為人帶來溫馨恬適。

〈アンシャンテ・ジャポン〉左：南部鉄器カラーポット 
KIKU 8,208円（W16×H14.5×D14cm、0.65ℓ）、
右： 南部鉄器カラーポット カモミール 8,208円

（W16×H14.5×D14cm、0.65ℓ） 
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル ダイニング

 〈ENCHAN-THÉ JAPON〉Left: Nanbu Ironware 
colored pot: KIKU 8,208yen (W16×H14.5×
D14cm, 0.65ℓ), Right: Nanbu Ironware colored 
pot: CAMOMILLE 8,208yen (W16×H14.5×
D14cm,0.65ℓ) ○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝  Re-
mix STYLE - Dining

 〈ENCHAN-THÉ・JAPON〉左 侧： 南 部 铁 器 彩 色 茶 壶 KIKU 
8,208 日 元（W16×H14.5×D14cm、0.65ℓ）、右 侧： 南 部
铁 器 彩 色 茶 壶 甘 菊 8,208 日 元（W16×H14.5×D14cm、
0.65ℓ） ○银座三越 8 楼 ＝ Re-mix STYLE - Dining

 〈ENCHAN-THÉ・JAPON〉左 側： 南 部 鐵 器 彩 色 茶 壺 KIKU 
8,208 日 圓（W16×H14.5×D14cm、0.65ℓ）、右 側： 南 部
鐵 器 彩 色 茶 壺 甘 菊 8,208 日 圓（W16×H14.5×D14cm、
0.65ℓ） ○銀座三越８樓 ＝ Re-mix STYLE - Dining
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 〈MARUNAO〉左侧：森林旋律 紫檀 八角筷子 5,400 日元（紫檀・人工大理石、22.5cm）、
右侧：森林旋律 黑檀 八角筷子 5,400 日元(黑檀・人工大理石、23.5cm) ○银座三越 8 楼 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

 〈MARUNAO〉左側：森林旋律 紫檀 八角筷子 5,400 日圓（紫檀・人工大理石、22.5cm）、
右側:森林旋律 黑檀 八角筷子 5,400 日圓（黑檀・人工大理石、23.5cm） ○銀座三越 8 樓 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

MARUNAO森林旋律 八角筷子   │  MARUNAO森林旋律 八角筷子

Mori-no-shirabe (music of the forest) 
octagonal chopsticks by MARUNAO

マルナオの森の調べ 八角箸

口当たりの良さを追求し、
職人が一本一本手作業で丁寧に仕上げた良質なお箸は、
化粧箱入りでプレゼントにも最適な一品です。
The quality chopsticks are carefully handmade by craftsmen 
who focus on a good mouth feel. Delivered in a fancy box, 
the chopsticks make a perfect gift.

工匠们一根一根手工精心制作加工的优质筷子，追求口唇触感柔和，
装入精致的盒子里，是赠送亲朋好友的最佳礼品。

工匠們一根根精心手工製作加工的優質筷子，追求口唇觸感柔和，
裝在精緻的盒子裡，是贈送親朋好友的最佳禮品。

洗練されたデザインが目を引くぐい呑みは、滑らかな口当たりと心地よい
重厚感を併せ持ち、より楽しいお酒の席を演出してくれます。
Perfect for a casual fun gathering, the Guinomi cups of refined design 
have a smooth touch to the lips and a comfy weight. 

小酒盅秀丽的款式设计夺人眼目，既让美酒口感圆润又庄重大方，令酒筵间谈笑风生。

精緻設計引人矚目的小酒盅，令美酒口感平滑，自身亦庄重大方，令酒筵更加愉悅。

〈kisen〉Guinomi Sake Cup Short BAMBOO各8,640円（水目桜・真鍮、H50×D50mm） 
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル ダイニング

 〈Kisen〉Guinomi (large-sized) Sake Cup Short BAMBOO 8,640yen for each 
(Japanese cherry birch/ brass, H50×D50mm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Re-mix STYLE - Dining

 〈kisen〉Guinomi Sake Cup Short BAMBOO各 8,640 日元（水目樱・黄铜、H50×D50mm） 
○银座三越 8 楼 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

 〈kisen〉Guinomi Sake Cup Short BAMBOO 各 8,640 日圓（水目櫻・黃銅、H50×D50mm）
○銀座三越 8 樓 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

kisen Guinomi Sake Cup Short BAMBOO  

kisen Guinomi Sake Cup Short BAMBOO

Guinomi Sake Cup Short BAMBOO by Kisen

kisenの
Guinomi Sake Cup 
Short BAMBOO

およそ2 億年以上の年月をかけてつくられた雄勝石は美しい漆黒の石肌が特徴。
台座を付けて立体感を出したスタイリッシュなプレートです。
Ogatsu stone, a type of slate with a beautiful ebony surface, 
was formed over a period of 200 million years. 
It is a stylish plate with a pedestal for a three-dimensional effect.

使用经过大约 2 亿年以上的岁月形成的雄胜石，美丽漆黑。下面装上台座，呈现出立体感，美观大方。

經歷大約兩億年以上歲月形成的雄勝石，漆黑美觀。裝上臺座，製成具有立體感的時尚盤子。

〈大橋洋食器〉すずり石プレート 絆 2.700円
(雄勝石（黒色硬質粘板岩）、W130×H15×D140mm) 
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル キッチン

 〈Ohashi & Co., Ltd.〉Stone plate: 2,700yen 
(Ogatsu stone （black hard slate）, W130×H15×D140mm)
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Re-mix STYLE - Dining

 〈大桥洋餐具〉砚石盘  2,700 日元
(雄胜石（黑色硬质粘板岩）、W130×H15×D140mm)
 ○银座三越８楼 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

 〈大橋洋餐具〉硯石盤  2,700 日圓
（雄勝石（黑色硬質粘板岩）、W130×H15×D140mm)

 ○銀座三越８樓 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

大桥洋餐具的砚石盘  │  大桥洋餐具的砚石盘

Stone plate by Ohashi & Co., Ltd. 

大橋洋食器の
すずり石プレート

木曽ひのきを使用したまな板と、ダマスカス模様が美しい切れ味抜群の包丁は、
日々のお料理をより楽しく、さらに快適にしてくれます。
The cutting board made of cypress from the Kiso region and the sharp kitchen knife 
with a beautiful Damascus pattern will add enjoyment and comfort to your cooking. 

使用木曾扁柏制作的砧板和大马士革钢图纹美丽的锋利厨房刀。令你每天烹饪愉快便捷。

使用木曾扁柏製作的砧板和大馬士革鋼圖案美麗的鋒利廚房刀，令您每天料理愉快便捷。

〈木屋〉木曽ひのき丸まな板（張り板）5,832円(木曽ひのき、約H30×D300mm)、
Damascene49鎌型 38,800円（ブレード：ステンレス刃物鋼、ハンドル：黒強化木、刃渡り：約18cm）
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル キッチン

 〈KIYA〉Kiso cypress cutting board (spliced) 5,832yen (Kiso cypress, approx. 
H30×D300mm), Damascene 49 Sickle 38,800yen (Blade: stainless cutlery steel, 
Handle: black compressed laminated wood, Blade Length: approx. 18cm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Re-mix STYLE - Kitchen

 〈木屋〉木曾扁柏圆形砧板（胶合板） 5,832 日元（木曾扁柏木、约H30×D300mm）、Damascene49 镰形 38,800 日元 
（刀刃：不锈钢刃钢、手柄：黑强化木、刃长度：约 18cm） ○银座三越８楼 ＝ Re-mix STYLE - Kitchen

 〈木屋〉木曾扁柏圓砧板（膠合板） 5,832 日圓(木曾扁柏木、约H30×D300mm)、Damascene49 鐮形 38,800 日圓
（刀刃：不鏽鋼刃鋼、手柄：黑色強化木、刃長度：約 18cm） ○銀座三越８樓 ＝ Re-mix STYLE  - Kitchen

木屋的木曾扁柏圆砧板・厨房刀  │  木屋的木曾扁柏圓砧板・廚房刀

Kiso cypress round cutting board 
and kitchen knife by KIYA 

木屋の木曽ひのき
丸まな板・包丁

〈マルナオ〉左：森の調べ 紫檀 八角箸5,400円（水目桜・真鍮、H50×D50mm）、右：森の調べ 
黒檀 八角箸5,400円（黒檀・人工大理石、23.5cm） ○銀座三越８階 ＝ リミックススタイル ダイニング

 〈MARUNAO〉Left:Mori-no-shirabe, octagonal chopsticks 5,400yen (Rosewood・
Cultured marble, 22.5cm), Right: Mori-no-shirabe, octagonal chopsticks 5,400yen 
(Ebony・Cultured marble, 23.5cm) ○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Re-mix STYLE - Dining

山
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Hexagonal three-layered lacquered boxes in ancient vermillion by Yamada Heiando
山田平安堂的三层六角重 古代朱  │  山田平安堂的三層六角重 古代朱

_

A set of Tsuchime Sake serving bottle 
with spout and cups by SUZUKOU
锡光带嘴酒壶和酒盅 Tsuchime  │  錫光帶嘴酒壺和酒盅 Tsuchime

錫光の口付徳利セット
 Tsuchime

_

 「滑らかな口当たりの
錫製徳利セット」
保温性・保冷性に優れ、口当たりがまろやか
になるといわれる錫を使用しています。上蓋に
ハンドルが付くスマートなデザインの徳利と、
継ぎ目のない優れた造形美を持つ盃をセット
でご用意いたしました。

“Pewter [Silver] sake pot and cups 
have a smooth touch.”  
The pewter products, famed for its heat and 
cool keeping properties, are also considered 
to render smooth taste to sake. The pot has a 
smart design with a top handle and the cups 
have an exquisite seamless form. 

「锡制酒具美酒更加圆润细腻」
酒壶和酒盅配套。使用锡材料，保温性和保冷性能均十
分优异，口感圆润细腻。酒壶上盖带有手柄，款式设计
潇洒；酒杯没有接缝，造型美观。

「錫製酒具口感平滑細膩」
酒壺和酒盅配套的成套酒具。使用錫材料，保溫保涼，
性能優異。口感圓潤細膩。酒壺上蓋裝有手柄，款式設
計時尚，酒杯造型優美無接縫。

〈錫光〉口付徳利セット Tsuchime 47,520円（徳
利：H168×D60mm、 容 量 約210㎖、 盃：H46×
D55mm、容量約30㎖） 
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル ダイニング

 〈SUZUKOU〉A set of Sake serving bottle with 
spout and cups: Tsuchime 47,520yen 
(Sake serving bottle with spout: H168×D60mm, 
approx. 210㎖, cups H46×D55mm, approx. 30㎖) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI＝
Re-mix STYLE - Dining

 〈 锡 光〉带 嘴 酒 壶 和 酒 盅 Tsuchime 47,520 日 元（酒 壶：
H168×D60mm、容量约 210㎖、酒盅：H46×D55mm、容量
约 30㎖） ○银座三越８楼 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

 〈 錫 光〉帶 嘴 酒 壺 和 酒 盅 Tsuchime 47,520 日 圓（酒 壺：
H168×D60mm、容量約 210㎖、酒盅：H46×D55mm、容量
約 30㎖） ○銀座三越８樓 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

 「古来の伝統漆器で
もてなす充実の食卓」
天然木を職人が一つ一つ組み上げ、華やか
な朱色で艶やかに塗り上げた山田平安堂の
お重箱は、華やかで端正な佇まいが魅力で
す。お正月はもちろん、旬の食材を使ったおも
てなしの席にも重宝する日本古来の伝統的
な食器です。

“Entertaining guests with traditional 
lacquerware”
Yamada Heiandoʼs gorgeous layered boxes 
made of natural wood are coated with 
vermillion lacquer. Its authentic presence of 
the Japanese traditional tableware is perfect 
for entertaining guests on New Yearʼs Day 
and other occasions.

「以古来传统漆器 妆点盛宴餐桌」
山田平安堂的重盒，由工匠们把天然木材一个个组装
起来，涂上鲜艳的朱红色制成，奢华典雅魅力无穷。不
论装入正月佳肴还是装入旺季食材款待宾客，都十分
得体，是日本古来传统餐具。

「自古以來的傳統漆器 妝點盛宴餐桌」
山田平安堂的重盒是工匠們把天然木材一片片組編起
來，塗上鮮紅朱漆製成。奢華庄重，魅力無窮。不僅用於
大年正月年飯，還用於裝入時節佳餚款待嘉賓，是日本
古來的傳統餐具。

〈山田平安堂〉三段 六角重 古代朱 54,000円（木
製、漆塗、W225×H150×D200mm）
○銀座三越8階 ＝ リミックススタイル ダイニング

 〈Yamada Heiando〉Hexagonal
three-layered lacquered boxes in
ancient vermillion 54,000yen 
(Wooden, Lacquared, W225×H150×D200mm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ 
 Re-mix STYLE - Dining

〈山田平安堂〉三层六角重 古代朱 54,000 日元（木制、涂漆、
W225×H150×D200mm） 
○银座三越 8 楼 ＝ Re-mix STYLE - Dinning

〈山田平安堂〉三層六角重 古代朱 54,000 日圓（木製、塗漆、
W225×H150×D200mm） 
○銀座三越８樓 ＝ Re-mix STYLE - Dinning
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〈yuica〉すこやか Anti-Buzz 2,160円(モミ・スギ・アスナロ、30㎖) 
○銀座三越8階 ＝ リラックスタイム

 〈yuica〉Well-being anti-buzz 2,160yen (Fir・Cedar・Thujopsis,30㎖) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Relax Time

ほのかな木の香りで日々のバスタイムに
安らぎを与えるバスボールです。
浴槽にボールを浮かべるだけで、森林浴気分が楽しめます。
The bath balls offer a soothing bath time with a mild wood aroma. Simply 
let the balls float in the bathtub and enjoy the feeling of walking in the woods.

沐浴球是微香的木球，令您每天的沐浴时光舒适惬意。
只要把沐浴球漂在浴池里，便可享受森林浴的氛围。

沐浴球微微芳香，給您每天沐浴帶來舒適安逸。只需將其放入浴池，即可感受森林浴的美好。

〈KUSU HANDMADE〉バスボール 5個入り 823円（くすのき、直径30mm）
○銀座三越8階 ＝ リラックスタイム

 〈KUSU HANDMADE〉Bath balls 5 pieces 823yen (Camphor tree, D30mm) 
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Relax Time

 〈KUSU HANDMADE〉沐浴球 每包 5 个 823 日元（樟木、直径 30mm）
○银座三越 8 楼  ＝ Relax Time

 〈KUSU HANDMADE〉沐浴球 每包 5 個 823 日圓（樟木、直徑 30mm）
○銀座三越 8 樓 ＝ Relax Time

KUSU HANDMADE沐浴球  │  KUSU HANDMADE沐浴球

Bath balls by KUSU HANDMADE

KUSU HANDMADEの
バスボール

タオルの名産地である今治の伝統に、
最新技術を融合させることでふっくらと柔らかく、
心地よい極上の肌触りを実現した一枚です。
The texture of this soft and fluffy towel is produced 
by fusing the latest technology to the tradition of Imabari City, 
specializing in towel production.

在著名毛巾产地今治的传统里又融合了最新技术，实现了蓬松柔软，令人舒心的最佳触感。

繼承毛巾名產地今治的傳統，融合最新技術，實現了毛巾蓬鬆柔軟，最佳舒適觸感。

〈白雲〉バスタオル 3,780円（綿100％、60×120cm）
○銀座三越8階 ＝ バスタイム

 〈HACOON〉Bath towel 3,780yen (Cotton 100%, 60×120cm)
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Bath Time

 〈白云〉浴巾 3,780 日元（棉 100％、60×120cm）
○银座三越 8 楼 ＝ Bath Time

 〈白雲〉浴巾 3,780 日圓（棉 100％、60×120cm）
○銀座三越 8 樓 ＝ Bath Time

白云的浴巾  │  白雲的浴巾

Bath towel by HACOON

白雲の
バスタオル

高さや素材を選べる〈ロフテー〉の快眠枕は、形態安定そばがらにヒノキのチップ
をブレンドした深くおだやかな香りが、快適な眠りへと導きます。

The pillow for a pleasant sleep of fers customized thickness and f ill ings. 
Morphologically stabilized buckwheat husks and cypress chips are blended to give 
off a rich and mild aroma.

〈LOFTY〉的安眠枕头可挑选高度和材料，在形态稳定的荞麦皮中混合柏木屑，
深远安逸的芳香带您步入甜美的梦乡。

〈LOFTY〉快眠枕頭可挑選高度和素材，在形態穩定的蕎麥皮中加入柏木屑，
深奧沉穩的芳香帶您步入甜美的夢鄉。

〈ロフテー〉形態安定そばがらヒノキチップ入りまくら 18,360円（4号、W63×D43cm）
○銀座三越8階 ＝ スリーピングタイム

 〈LOFTY〉Pillow filled with morphologically stabilized buckwheat husks and Japanese 
cypress chips (No.4, W63×D43cm) 18,360yen ○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Sleeping Time

 〈LOFTY〉形态稳定添加柏木屑荞麦皮枕头 18,360 日元（4 号、W63×D43cm） ○银座三越 8 楼 ＝ Sleeping Time

 〈LOFTY〉形態穩定添加柏木屑蕎麥皮枕頭 18,360 日圓（4 號、W63×D43cm） ○銀座三越 8 樓 ＝  Sleeping Time

LOFTY的不变形柏木屑荞麦皮枕头 │  LOFTY的形態穩定柏木屑蕎麥皮枕頭

Pillow filled with morphologically stabilized buckwheat husks and
Japanese cypress chips by LOFTY

ロフテーの
形態安定
そばがらヒノキチップ入りまくら

 〈yuica〉爽健 Anti-Buzz 2,160 日元（樅树・杉树・罗汉柏、30㎖） 
○银座三越 8 楼 ＝ Relax Time

 〈yuica〉爽健 Anti-Buzz 2,160 日圓（樅樹・杉樹・羅漢柏、30㎖） 
○銀座三越 8 樓 ＝ Relax Time

yuica爽健 Anti-Buzz  │  yuica爽健 Anti-Buzz

Anti-buzz for your well-being by yuica

yuicaの
すこやかAnti-Buzz

森の林床から湧き上がるような
深い緑の香り漂う携帯アロマ。
針葉樹の香りはゆっくりと心を癒し、
気持ちを落ち着かせてくれます。
A portable spray of deep green aroma that emanates from the forest floor. 
The fragrance of acicular trees slowly eases and soothes your mind.

便携芳香剂，飘荡着森林大地涌出的深绿色植被芳香。
针叶树的香气缓慢地滋润着人的心房，让感情平稳舒畅。

便攜芳香劑，飄逸著森林大地湧出的深綠植被芳香。
針葉樹的香氣漸漸蔓延開來，滋潤人心，令人心情平和。

Herb tea by enherb
enherb 的香草茶  │  enherb 的香草茶

エンハーブのハーブティ
_

tsutsu (tube) bottle by SUSgallery
SUSgallery 的 tsutsu 便携式保温瓶 

SUSgallery 的 tsutsu 便攜式保溫瓶

SUSgalleryの
tsutsuボトル

_

 「スマートで洗練された
ステンレスボトル」
耐久性に優れたステンレスを用いて真空二重
構造で製作された魔法瓶は、直線的でコンパ
クトな美しいデザインが印象的。鞄にもすっき
りと収まるので、オフィスや旅行などのさまざま
なシーンで活躍します。

“A stainless steel bottle that’s smart 
and sophisticated”
The double-wall bottle, made of durable 
stainless steel, has a simple design that is 
both beautiful and compact. It fits comfortably 
in your bag to accompany you on various 
occasions including work and travel.

「美观精致的不锈钢保温瓶」
保温瓶采用耐久性能良好的不锈钢真空双重构造，直线
型小巧美观的设计给人留下深刻印象。放入手提包不占
地方，不论是在办公室还是去旅行，处处大显身手。

「美觀精緻的不鏽鋼保溫瓶」
採用耐久性能優異的不鏽鋼，真空雙重構造製作的保溫
瓶，其直線性小型美麗款式給人深刻印象。放在提包裡
不占空間，不論去上班還是去旅行，各種場合十分方便。

〈SUSgallery〉左：tsutsuボトル 200 3,888円 (ス
テンレス、200㎖)、
右：tsutsuボトル 270 4,320円 (ステンレス、270㎖) 
○銀座三越 8 階 ＝ リミックススタイル キッチン

 〈SUSgallery〉Left: tsutsu bottle 200 3,888yen 
(Stainless,200㎖), Right: tsutsu bottle 270 
4 ,320yen (Sta in less ,  270㎖ )  ○ 8F GINZA 
MITSUKOSHI ＝  Re-mix STYLE - Kitchen

 〈SUSgallery〉左侧：tsutsu 保温瓶 200 3,888 日元 （不锈钢、
200㎖）,右侧：tsutsu 保温瓶 270 4,320日元（不锈钢、270㎖） 
○银座三越8楼 ＝ Re-mix STYLE - Kitchen

 〈SUSgallery〉左側：tsutsu 保溫瓶 200 3,888 日圓 （不鏽鋼、
200㎖）,右側：tsutsu 保溫瓶 270 4,320日圓 （不鏽鋼、270㎖） 
○銀座三越8樓 ＝ Re-mix STYLE - Kitchen

 「香り高いハーブティが
もたらすくつろぎの時間」
植物本来の魅力を閉じ込めたハーブティです。

「黒豆ごぼう茶」には黒豆やシナモンなど、数
種類のハーブをブレンドしました。「レモン香る
リフレッシュ時間」は、甘酸っぱい果実の風味
が気持ちをすっきりとしてくれます。

“Rich aroma of the herb tea brings 
you a relaxing time”
The herb tea contains the original goodness 
of the plants. “Black Bean & Burdock Tea” is a 
blend of black beans, cinnamon and several 
other herbs. “Refresh with Fragrant Lemon” 
makes you feel refreshed with the sweet and 
sour fruit taste. 

「香草茶芳香宜人 给您带来舒心惬意的时光」
凝聚着植物本来的魅力的香草茶。「黑豆牛蒡茶」是由
黑豆、肉桂等，加上多种香草配制而成。「柠檬芳香提神
时间」酸甜的水果风味令人振作精神。

「芳香宜人的香草茶 獻給您舒心愜意的時光」
凝聚植物原本魅力的香草茶。「黑豆牛蒡茶」除黑豆、肉
桂等以外，還加入多種香草配製而成。「檸檬芳香提神
時間」酸甜的水果風味給人振作精神。

〈エンハーブ〉左：ハーブティ 黒豆ごぼう茶 3,240円
（100g、約18杯分）、
右：レモン香るリフレッシュ時間 3,240円

（100g、約25杯分） 
○銀座三越8階 ＝ リラックスタイム

 〈enherb〉Left: Herb tea  “Black Bean & Burdock 
Tea” 3,240yen (100g,approx. 18 cups),
Right: “Refresh with Fragrant Lemon” 3,240yen 
(100g,approx. 25 cups)
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝ Relax Time

 〈enherb〉左侧： 香草茶 黑豆牛蒡茶 3,240日元（100g、约18
杯量）、右侧： 柠檬芳香提神时间 3,240日元(100g、约25杯
量） ○银座三越8楼 ＝ Relax Time

 〈enherb〉左側：香草茶 黑豆牛蒡茶 3,240 日圓（100g、約 18
杯量）、右側： 檸檬芳香提神時間 3,240 日圓（100g、約 25 杯
量） ○銀座三越 8 楼 ＝ Relax Time
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2色のアイブロウパウダーと、
ブレンディングパウダーをセットにした

〈スック〉のバランシング アイブロウです。
自然な眉を美しく描きます。
The Balancing Eyebrow by SUQQU consists of two colors of eyebrow powder 
and a blending powder for shaping natural eyebrows with ease.

双色染眉粉和配合粉成套的〈SUQQU〉自然平衡眉粉盒。可描画出自然美丽的眉宇。

雙色眉粉及混合粉成套的〈SUQQU〉自然平衡眉粉盒。描繪出自然美麗的眉宇。

〈スック〉バランシング アイブロウ 7,020円
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈SUQQU〉Balancing Eyebrow 7,020yen 
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics World

 〈SUQQU〉自然平衡眉粉盒 7,020 日元
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈SUQQU〉自然平衡眉粉盒 7,020 日圓
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

SUQQU 自然平衡眉粉盒  │  SUQQU 自然平衡眉粉盒

Balancing Eyebrow by SUQQU

スックの
バランシングアイブロウ

 〈Les Merveilleuses LADURÉE〉腮红 ROSE LADURÉE（每套价格）10,800 日元
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈Les Merveilleuses LADURÉE〉腮紅 ROSE LADURÉE（每套價格）10,800 日圓
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

Les Merveilleuses LADURÉE腮红  

Les Merveilleuses LADURÉE腮紅

FACE COLOR by Les Merveilleuses LADURÉE

レ・メルヴェイユーズ
ラデュレの
フェイス カラー

一枚一枚丁寧に作り込まれた花弁を象ったフェイスカラーは、
ふわりとした色彩で表情を明るく、華やかに飾ります。
甘く優雅な香りも特徴です。
The face color in the form of petals indulge in 
with soft colors to enhance brilliance adding a gorgeous touch. 

腮红如同一片片精心雕作的花瓣，轻飘的色彩使表情明朗华贵。甜甜优雅的芳香也是其特征之一。

一片片花瓣般精心製作的腮紅，輕盈的色彩令您的表情明亮華貴。還有著甜美優雅的芳香。

肌を健やかに整え、輝くようなツヤ美肌をつくってくれる
〈SK-Ⅱ〉※ピテラ™を高配合したラグジュアリーな化粧水です。

This luxury skin lotion is infused with SK-IIʼs Highest Concentrated 
※Pitera™ to make your skin beautiful, smoother and more radiant.

〈SK-Ⅱ〉金钻臻致升效精华露，高浓度配合※Pitera™，令肌肤健康，焕发光泽，是奢华的化妆水。

〈SK-Ⅱ〉金鑽臻致升效精華露，高濃度配合※Pitera™，調和皮膚健康，令其光澤滋潤，是高级奢华化妆水。

〈SK-Ⅱ〉LXP アルティメイト パーフェクティング エッセンス 30,780円（150㎖）
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈SK-II〉LXP Ultimate perfecting essence 30,780yen (150㎖) 
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics World

 〈SK-II〉LXP Ultimate Perfecting Essence  30,780 日元（150㎖） 
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈SK-II〉LXP Ultimate Perfecting Essence  30,780 日圓（150㎖） 
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

SK-Ⅱ LXP Ultimate Perfecting Essence

SK-Ⅱ LXP Ultimate Perfecting Essence

LXP Ultimate Perfecting Essence by SK-II

SK-Ⅱの
LXPアルティメイト
パーフェクティングエッセンス

肌を健やかに整えてくれる 〈アルビオン〉の化粧水をご用意いたしました。
数多くの女性が信頼を寄せるロングセラーアイテムです。
Here is a skin lotion from ALBION for restoring your healthy skin. 
This is a long-seller item that many women put their trust in.

〈ALBION〉奥比虹药用化妆水，可让肌肤健康滋润。这是得到了众多女士支持的长期畅销商品。

〈ALBION〉奧比虹藥用化妝水令皮膚健康滋潤。這一款得到眾多女生支持，是長期暢銷商品。

〈アルビオン〉薬用スキンコンディショナー エッセンシャル〈化粧水（医薬部外品）〉 9,180円(330㎖) 
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈ALBION〉Medicated skin conditioner Essential (Lotion, Quasi drug) 9,180yen (330㎖)
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics World

 〈ALBION〉药用SKIN CONDITIONER ESSENTIAL 〈化妆水（医药部外品）〉 9,180 日元(330㎖)
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈ALBION〉藥用SKIN CONDITIONER ESSENTIAL 〈化妝水（醫藥部外品）〉 9,180 日圓(330㎖) 
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

ALBION药用SKIN CONDITIONER ESSENTIAL 

ALBION藥用SKIN CONDITIONER ESSENTIAL

Medicated skin conditioner Essential by ALBION

アルビオンの
薬用スキンコンディショナー 
エッセンシャル
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Pure Color Crystal Lipstick by Estée Lauder
Estée Lauder Pure Color Crystal 口红  │  Estée Lauder Pure Color Crystal 口紅

_

Ginza Story by SHIGETA
SHIGETA的 Ginza Story  │  SHIGETA的 Ginza Story

SHIGETAの
Ginza Story

_

 「銀座の街が似合う
女性のための香水」

〈SHIGETA〉と銀座三越がコラボレーションし
て製作したオーガニックフレグランスオイルは、
ジャスミンやベルガモットなどのオーガニック精
油をブレンド。銀座の街を歩く女性に似合うフ
レッシュでエレガントな香りが特徴です。

“Fragrance for women who blend 
right in with Ginza”
The organic fragrance oil, manufactured 
under the collaboration of SHIGETA and 
Ginza Mitsukoshi, is blended with organic 
essential oils of jasmine, bergamot, etc. The 
fresh and elegant fragrance is perfect for 
women who stroll down the Ginza street.

「银座大街最般配的 淑女香水」
〈SHIGETA〉与银座三越共同开发制作的有机天然芳香

精油，由茉莉花及佛手柑等天然精油配制而成。新鲜高
雅的香气最适合漫步在银座大街上的女士。

「銀座大街最般配的 淑女香水」
〈SHIGETA〉與銀座三越共同開發研製的有機天然芳香

精油。使用茉莉花及佛手柑等天然精油調配而成。新鮮
高雅的芳香最般配漫步於銀座大街上的女士。

〈SHIGETA〉Ginza Story 各6,680円（10㎖）
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド フレグラン
ス、銀座スタイル ビューティセレクト クレ・デュ・ボヌール

 〈SHIGETA〉 Ginza Story 
6,680yen for each (10㎖)
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics 
World, Fragrance, Ginza Style, Beauty Select Clef 
du Bonheur

  〈SHIGETA〉Ginza Story 每瓶 6,680 日元（10㎖） 
○銀座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World 香水、
银座 STYLE Beauty Select Clef du Bonheur

 〈SHIGETA〉Ginza Story 每瓶 6,680 日圓（10㎖） 
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World 香水、
銀座 STYLE Beauty Select Clef du Bonheur

 「艶やかな色彩が
女性らしさを際立たせる」
透明感と輝きを持ち、美しさが長時間持続す
るルージュは、ふっくらとした唇を演出し、女性
の魅力をさらに引き立てます。銀座三越限定
で“富士山と桜”の刻印サービス付き。
※イニシャルは8文字まで刻印出来ます。

“Lus t r ous  co l o r s  t o  enhance 
femininity”
The long-lasting sheer brilliant shades makes 
your lips look ripe. A special service for 
engraving “Mt. Fuji and cherry blossoms” is 
available only at Ginza Mitsukoshi.Note: Initials 
engraving is available up to eight letters. 

「鲜艳的色彩 衬托出女士们风韵」
口红具有透明感和光泽，可长时间保持美丽。令口唇丰
满，更增加女性魅力。银座三越限定商品，带有“富士山和
樱花”刻印服务。※姓名简写字母，最多可刻印8个字。

「鮮豔色彩 襯托著淑女風姿」
口紅具有透明感和光澤，可長時間持續美麗。顯示口唇豐
滿，增加女性魅力。銀座三越限定商品，帶有「富士山和櫻
花」刻印服務。※姓名簡寫字母，最多可以刻印八個字。

〈エスティ ローダー〉ピュア カラー クリスタル 
シアー リップスティック 各3,780円
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈Estée Lauder〉Pure Color Crystal 
Lipstick 3,780yen for each
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝
 Ginza Cosmetics World

 〈Estée Lauder〉Pure Color Crystal 口红 每支 3,780 日元
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈Estée Lauder〉Pure Color Crystal 口紅 每支 3,780 日圓
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

  〈Les Merveilleuses LADURÉE〉FACE COLOR ROSE LADURÉE (Set pricing) 10,800yen
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics World

〈レ・メルヴェイユーズ ラデュレ〉フェイス カラー ローズ ラデュレ（セット価格）10,800円
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

※ガラクトミセス培養液（整肌保温成分）※Galactomyces Ferment Filtrate (Toning and moisturizing ingredient) ※Galactomyces Ferment Filtrate(润肤保湿成份)※Galactomyces Ferment Filtrate(潤膚保濕成份)
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〈ルサックアダム 1980〉ハンドバッグ 19,440円（牛革、W20×H18×D18cm、日本製）
○銀座三越1階 ＝ ハンドバッグ

 〈Les sacs Adam 1980〉Handbag 19,440yen (Cowhide, W20×H18×D18cm, Made in Japan) 
○ 1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Handbags

Sneakers by Onitsuka Tiger
Onitsuka Tiger 鬼塚虎的休闲运动鞋  │  Onitsuka Tiger 鬼塚虎休閒運動鞋

オニツカタイガーのスニーカー
_

Concentré illuminateur by Clé de Peau Beauté
Clé de Peau Beauté 的 concentré illuminateur 

Clé de Peau Beauté 的 concentré illuminateur

クレ・ ド・ポー 
ボーテの
コンサントレイリュ
ミナトゥール

_

甲州織の老舗、槙田商店の
先染め生地を使用した雨傘は、
美しい光沢と多彩なカラーリングが
憂鬱な雨の日に華を添えます。
Umbrellas from Makita Shoten,
 a well-established textile company,
are made of yarn dyed fabrics.
They are characterized by its beautiful gloss and 
a rich palette to brighten up your rainy days.

使用甲州织生产老铺槙田商店的染丝布料制作的雨伞。
那美丽光泽及多彩的颜色给令人郁闷的雨天带来快乐。

採用甲州織製造老舖陣槙田商店染絲布料製作的雨傘，
具有美麗的光澤和多彩顏色，為鬱悶的雨天添加快樂。

雨傘19,440円［三越伊勢丹限定］（本体：ポリエステル100％、親骨の長さ：約60㎝、日本製）
○銀座三越1階 ＝ 銀座スタイル ファッションアイテム

Umbrella 19,440yen ［only available at Mitsukoshi Isetan Store］
 (Polyester 100%, Length of ribs: approx. 60cm, Made in Japan) 
○ 1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Style Fashion Item

雨伞 19,440 日元［三越伊势丹限定］（伞面： 涤纶 100％、伞骨长： 约 60 ㎝、日本制） ○银座三越 1 楼 ＝ GINZA 
STYLE FASION ITEM

雨傘 19,440 日圓［三越伊勢丹限定］（傘面： 滌綸 100％、傘骨長： 約 60 ㎝、日本製） ○銀座三越 1 樓 ＝ GINZA 
STYLE FASION ITEM

雨伞  │  雨傘

化妆品楼层指南  │  化妝品樓層指南

Umbrella

雨傘

 〈Les sacs Adam 1980〉手提包 19,440 日元（牛皮、W20×H18×D18cm、日本制） ○银座三越 1 楼  ＝ 手提包

 〈Les sacs Adam 1980〉手提包 19,440 日圓（牛皮、W20×H18×D18cm、日本製） ○銀座三越 1 樓 ＝ 手提包

Les sacs Adam 1980 手提包

Les sacs Adam 1980 手提包

Handbag by Les sacs Adam 1980

ルサックアダム1980の
ハンドバッグ

歌舞伎座の新開場一周年を記念して
製作された、定式幕をモチーフにした
銀座三越限定の、デイリーユースにぴったりな
アイテムです。
Celebrating the first anniversary of the reopened Kabukiza, 
the handbag, available only at Ginza Mitsukoshi takes 
its motif from the typical tricolor striped drop curtain. 

为纪念歌舞伎座新开场一周年，以歌舞伎座幕布“定式幕”为主题制作的银座三越限定商品，
最适合每天使用的一款。

為歌舞伎座新開場周年紀念而製作的商品。以歌舞伎座的幕布「定式幕」為主題，
是銀座三越限定商品。最適合日常使用。

ふっくらハリ感に満ちたなめらかな肌に導く夜用※エイジングケアクリーム。
This aging care night cream※ promotes resilience, firmness and smoothness.

夜用※修护抗老乳霜，令肌肤丰润、具有弹性而平滑。

夜用※抗老乳霜，令皮膚豐潤有彈性，平滑細嫩。

〈資生堂〉フューチャーソリューション LX  トータルR クリーム 32,400円（50g）
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈Shiseido〉Future Solution LX Total R Cream 32,400yen (50g)
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Cosmetics World

 〈资生堂〉Future Solution LX  Total R Cream 32,400 日元（50g）
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈資生堂〉Future Solution LX  Total R Cream 32,400 日圓（50g）
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

资生堂的Future Solution LX  Total R Cream 

資生堂的Future Solution LX  Total R Cream

Future Solution LX Total R Cream by Shiseido

資生堂の
フューチャー
ソリューションLX
トータルR クリーム

※年齢に応じたお手入れ※Skincare appropriate for your age※按照年龄适当呵护※按照年齡適當呵護

化粧品フロアガイド 
COSMETICS FLOOR GUIDE

地下１階 ギンザコスメワールド
銀座地区で最大のブランドラインナップを誇る、ギンザコ
スメワールド。「ギンザ コスメ インフォメーション」では、ブラ
ンドの枠を超えてコスメ選びのお手伝いや新製品をご案
内。英語に対応できるスタッフもいます。

B1F Ginza Cosmetics World

GINZA COSMETICS WORLD has the largest makeup brand 
lineup in the Ginza area. GINZA COSMETICS INFORMATION 
can help you choose the right makeup products and introduce 
new products beyond the bounds of brand names. Staff who 
speak English and Chinese are available upon request.

地下一楼 银座化妆品世界
银座化妆品世界的品牌种类在整个银座地区是最丰富的，这裡的

「化妆品咨询处」不分任何品牌，服务员都很乐意帮您挑选化妆品
或介绍新产品，而且也有会说中文和英文的服务员。

地下一樓 銀座化妝品世界
銀座化妝品世界的品牌種類在整個銀座地區是最豐富的，這裡的

「化妝品諮詢處」不分任何品牌，服務員都很樂意幫您挑選化妝品
或介紹新產品，而且也有會說中文和英文的服務員。

ACSEINE
ADDICTION
ALBION
AMOREPACIFIC
ANNA SUI
BOBBI BROWN
CHANEL
CLARINS
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ
COSME DECORTE
COVERMARK
DE LA MER, DIOR
EST, ESTÉE LAUDER
GIVENCHY
GUERLAIN
HACCI, IPSA
JO MALONE LONDON
KANEBO
LA PRAIRIE
LANCôME
LAURA MERCIER
LES MERVEILLEUSES LADURÉE
M・A・C, POLA
REIKO KAZKI
RMK
SHISEIDO
SHU UEMURA
SISLEY
SK-Ⅱ
SONIA RYKIEL
SUQQU THREE

 「肌への集中ケアで
潤いに満ちたツヤ、
ハリ肌へ」

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉独自の保湿成分であ
るイルミネイティングコンプレックスを贅沢に配
合したフェイスマスクをご用意いたしました。一
回の集中ケアで、角質層までしっかりと潤いを
与えてくれる人気のアイテムです。

“Deep skincare moisturizes to 
deliver radiance and suppleness.”
T h e  f a c e  m a s k ,  r i ch l y  i n f u s e d  w i t h 
I l luminating Complex,  a moisturiz ing 
ingredient  developed by Clé de Peau 
Beauté, is a popular seller due to its instant 
moisturizing effect to the keratinous layer 
with just a single intensive care. 

「肌肤集中呵护 呈现滋润、光泽和弹性」
〈Clé de Peau Beauté〉concentré illuminateur面膜奢

侈地配有独家特有的保湿成份。一次集中呵护便可切
实滋润到角质层，是大有人气的商品。

「皮膚集中呵護 呈現出滋潤、光澤和彈性」
〈Clé de Peau Beauté〉concentré illuminateur面膜奢

侈地配有獨家特有的保濕成份。一次集中呵護即可滲
透到角質層中，滋潤皮膚，大有人氣。

〈クレ・ド・ポー ボーテ〉コンサントレイリュミナトゥール 
6セット 12,960円
○銀座三越地下1階 ＝ ギンザコスメワールド

 〈Clé de Peau Beauté〉Concentré illuminateur 
Six set 12,960yen 
○B1F GINZA MITSUKOSHI ＝
 Ginza Cosmetics World

 〈Clé de Peau Beauté〉concentré illuminateur
每包 6 套 12,960 日元 
○银座三越地下 1 楼 ＝ Ginza Cosmetics World

 〈Clé de Peau Beauté〉concentré illuminateur 
每包 6 套 12,960 日圓 
○銀座三越地下 1 樓 ＝ Ginza Cosmetics World

 「品よくアクティブな
スタイルを足下から演出」
アッパーに柔らかな豚革を使用し、上品であり
ながら足馴染みのよいくたっとした風合いが
特徴的。上質な素材使いとアッパーやシュー
タン、ヒールに施されたドットのデザインはアク
ティブかつ女性らしい印象を与えます。

“Presenting a graceful and active 
style of footwear”
Using soft pigskin for the upper, the sneakers 
are elegant and flexible for a perfect fit. 
Premium quality and polka dots printed 
on the upper, shoe tongue and heel give a 
feminine impression. 

「从脚下看出 庄重而具动感的时尚」
鞋面使用柔软的猪皮，既有品格又跟脚，随意气质独具
特征。使用高质量材质，鞋面和鞋舌头以及鞋后跟上的
球点型图案设计,给人以动感及女性印象。

「高品格朝氣蓬勃 源於足底時尚」
鞋面採用柔軟的豬皮，既有品味又跟腳，鬆垮隨意的感
覺很有特點。使用高質量素材，遍布鞋面，鞋舌頭和鞋
後跟上的圓點表現出活潑女士形象。

〈オニツカタイガー〉スニーカー 各17,280円
（豚革、22.5～25.0cm） 
○銀座三越2階 ＝ 婦人靴

 〈Onitsuka Tiger〉Sneakers 17,280yen
 (Pigskin, 22.5-25.0cm)
○ 2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Womenʼs Shoes

 〈OnitsukaTiger〉休闲运动鞋 每双 17,280 日元
（猪皮、22.5～25.0cm） 
○银座三越２楼 ＝ 女鞋

 〈OnitsukaTiger〉休閒運動鞋 每雙 17,280 日圓
（豬皮、22.5～25.0cm） 
○銀座三越２樓  ＝ 女鞋

BRAND:
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A c c e s s o r i e sWa t c h

LEICA C by Leica
Leica 的 Leica C  │  Leica 的 Leica C

LeicaのライカC
_

Constellation by OMEGA
Omega Constellation

Omega Constellation

オメガのコンステレーション
_

12

クラシックなモチーフを独自の解釈で再構築し、
シンプルながらもフォルムにこだわった眼鏡は、知的な印象を醸し出します。
Restructuring a classic motif with original interpretation, 
the eyewear renders an intellectual impression in spite of its simple form.

以独自解释重新构筑古典主题，简朴而对外观执着的眼镜，给人博识的印象。

以獨自的解釋重新構築古典主題，簡樸而對外觀執著的眼鏡，給人博識的印象

〈アッシュ〉アイウエア 28,080円（プラスチック）
○銀座三越6階 ＝ メガネ

 〈USH〉Eyewear 28,080yen (Plastic) 
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Eyewear

 〈USH〉眼镜 28,080 日元（塑料） 
○银座三越 6 楼  ＝ 眼镜

 〈PARKER〉PARKER PREMIER Black Laquer ST 21,600 日元（黄铜漆加工、长:137mm、轴径:12mm）
○银座三越 6 楼 ＝ 文具

 〈USH〉眼鏡 28,080 日圓（塑料） 
○銀座三越 6 樓 ＝ 眼鏡

 〈PARKER〉PARKER PREMIER Black Laquer ST 21,600 日圓（黃銅漆加工、長:137mm、軸徑:12mm） 
○銀座三越 6 樓 ＝ 文具

USH的眼镜  │  USH的眼鏡

PARKER圆珠笔  │  PARKER原子筆 Eyewear by USH

Ballpoint pen by PARKER

アッシュの
アイウエア

パーカーのボールペン

重厚さと繊細さが同居したフォルムが
風格を漂わせる〈パーカー〉のボールペン。
インクフローのよい滑らかな書き味が魅力です。
The ballpoint from PARKER, both massive and delicate,
carries a stately air. Adequate ink flow 
and smooth touch impress the users. 

〈PARKER〉派克圆珠笔重厚纤细兼备的外形显示出独特的风格。
出墨流畅圆滑，书写感觉魅力无穷。

〈PARKER〉原子筆重厚纖細兼備的款式顯現高尚風格。
出墨流暢圓潤，書寫感覺魅力無窮。

スポーティなシリーズならではの太い針と、
大胆に表現されたインデックスが
高い視認性を実現した、スタンダードな一本です。
This is a standard item with all the features 
of a sporty watch including thick hands 
and bold indices for high visibility.

精工机械表的标准款式。实现了运动型系列特有的粗表针和大胆表现的字盘，提高了可视性。

精工機械表的標準款式。正是運動型表有的粗表針及大膽表現的字盤，一目了然。

〈セイコー〉メカニカル 54,000円（メンズ、自動巻、SS、径40.3mm、10気圧防水） 
○銀座三越6階 ＝ 時計

 〈SEIKO〉Mechanical 54,000yen 
(Menʼs, Automatic wind, SS, D40.3mm, 10 BAR Water resistant) 
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Watches

 〈SEIKO〉Mechanical 54,000 日元（男士表、自动上弦、SS、径 40.3mm、10 气压防水）
○银座三越 6 楼 ＝  钟表

 〈SEIKO〉Mechanical 54,000 日圓（男士表、自動上弦、SS、徑 40.3mm、10 氣壓防水）
○銀座三越 6 樓 ＝ 鐘錶

SEIKO Mechanical  │  SEIKO Mechanical

Mechanical by SEIKO

セイコーの
メカニカル

誇り高き伝統から生まれた機械式時計のコレクション、
〈ロンジン〉マスターコレクション。
創業以来の伝統に相応しい輝きを放ちます。
The mechanical driven watch from Longines 
Master Collection is lined with proud tradition. 
Its luster reflects the heritage 
passed down since its establishment. 

〈浪琴〉名匠系列机械式手表来自誉满全球的传统。将创业以来的辉煌历史与传统发扬光大。

〈浪琴〉名匠系列機械手錶源於譽滿全球的傳統。併將創業以來的輝煌歷史與傳統發揚光大。

〈ロンジン〉マスターコレクション 216,000円（レディス、自動巻、SS、径25.5mm、3気圧防水） 
○銀座三越6階 ＝ 時計

 〈Longines〉Master Collection 216,000yen
 (Womenʼs, Automatic wind, SS, D25.5mm, 3 BAR Water resistant) 
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Watches

 〈浪琴〉MASTER COLLECTION  216,000 日元（女士表、自动上弦、SS、径 25.5mm、3 气压防水） 
○银座三越 6 楼 ＝ 钟表

 〈浪琴〉MASTER COLLECTION  216,000 日圓（女表、自動上弦、SS、徑 25.5mm、3 氣壓防水） 
○銀座三越 6 樓 ＝ 鐘錶

浪琴MASTER COLLECTION  │  浪琴MASTER COLLECTION

Master Collection by Longines 

ロンジンの
マスターコレクション

 「品格が漂う
名作ウォッチ」

〈オメガ〉が1952年に発表したコンステレーシ
ョンは、そのシンプルかつ洗練されたデザイン
が、発表から現在に到るまで多くの人々から愛
され続けている不朽の名作です。大人の気品
を与えてくれます。

“Elegant gem watch”
Constellation launched by OMEGA in 1952 
has attracted many people until this day 
for its simple and sophisticated design. 
The timeless gem watch showcases adult 
elegance.

「世界名表 洋溢着典雅风格」
〈欧米茄〉于 1952 年发布的星座系列手表，款式设计简

朴而高雅，从发布当初到今天，受到众多人的爱戴，是永
恒不朽的名表。给人以成熟的气质。

「世界名表 飄逸典雅品格」
〈歐米茄〉於西曆 1952 年發佈的星座系列手錶，款式設

計簡單高雅。發佈以來一直受到人們的愛戴。是永恆不
朽的名表。顯現出成熟的氣質。

〈オメガ〉コンステレーション 561,600円
（メンズ、自動巻、SS・K18YG、径35mm、10気圧防水） 
○銀座三越6階 ＝ 時計

 〈OMEGA〉Constellation 561,600yen 
(Menʼs, Automatic wind, SS/K18YG, 
D35mm,10 BAR Water resistant)
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Watches

 〈欧米茄〉Constellation 561,600 日元（男士表、
自动上弦、SS・K18YG、径 35mm、10 气压防水） 
○银座三越６楼 ＝ 钟表

 〈歐米茄〉Constellation 561,600 日圓（男士表、
自動上弦、SS・K18YG、徑 35mm、10 氣壓防水） 
○銀座三越６樓 ＝ 鐘錶

 「スタイルと機能性
を併せ持つカメラ」

〈Leica〉のデジタルカメラでは初となるNFC(近
距離無線機能)とWi-Fi機能を搭載したコンパ
クトかつ機能性の高いカメラ。アウディ社のデ
ザインチームが手掛けたデザイン性の高い洗
練された外装もポイントです。

“A camera of style and functionality”
This highly-functional compact camera is the 
first digital camera from Leica with built-in 
NFC (Near Field Communication) and Wi-Fi. 
The well-designed stylish exterior is the work 
of the Audi design team.

「款式迷人功能俱全的 照相机」
〈Leica〉徕卡的数码相机是装备有NFC(近距离无线功

能)和Wi-Fi功能的小型、高性能照相机。由奥迪公司
的设计团队着手开发的图案设计性高的外表款式也
是特点之一。

「款式與功能雙全的 照相機」
〈Leica〉徠卡數碼相機的特點為裝備有NFC(近距離無

線功能)及Wi-Fi功能，體積小性能高。併由奧迪公司的
設計團隊開發設計了圖案設計性高的外表款式。

〈Leica〉ライカC 88,560円
（約W103×H63×D28mm） 
○銀座三越6階 ＝ ライカ

 〈Leica〉LEICA C 88,560yen
 (approx.W103×H63×D28mm) 
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Leica

 〈Leica〉Leica C 88,560 日元
（约W103×H63×D28mm） 
○银座三越 6 楼 ＝ Leica

 〈Leica〉Leica C 88,560 日圓
（約W103×H63×D28mm）

 ○銀座三越 6 樓 ＝ Leica

〈パーカー〉パーカー・プリミエ ラックブラック ST 21,600円
（ブラス ラッカー仕上げ、長さ:137mm、軸径:12mm） 
○銀座三越6階 ＝ 筆記具

 〈PARKER〉PARKER PREMIER Black Laquer ST 21,600yen
 (Brass, Lacquer finish, L137mm, D12mm) 
○ 6F GINZA MITSUKOSHI ＝ Writing materials
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M a d e  i n  J a p a nTr a v e l  g e a r

Briefcase by FUJITAKA
FUJTAKA 的公文包  │  FUJTAKA 的公文包

フジタカのブリーフケース
_

MAXPASS H by ProtecA  
ProtecA MAXPASS H   

ProtecA MAXPASS H

プロテカの
マックスパス エイチ

_

14

 〈CYPRIS〉錢包 17,280 日圓
(牛皮、W11.5×H9.5×D3cm) 
○銀座三越 7 樓 ＝ 男士皮革飾品

仔牛の革を使用したベルトは、
素材の良さが伝わる上品な佇まいでコーディネートを引き締め、
ノーブルな雰囲気をプラスします。
The fine calf leather belt accentuates your fashion 
with elegant presence and a noble air.

使用小牛皮制作的皮带,高雅挺直。表现出上等材质的优雅，妆点时装搭配，更加烘托出绅士风度。

使用小牛皮製作的皮帶，高雅挺直。表現出上等材質的優雅，點綴時裝搭配，更顯得紳士風度。

〈プレリー〉ベルト 17,280円（牛革）
○銀座三越7階 ＝ 紳士革小物

 〈Le Prairies〉Belt 17,280yen (Cowhide)
○ 7F GINZA MITSUKOSHI ＝ Menʼs leather goods

 〈PRAIRIE〉皮带 17,280 日元(牛皮) 
○银座三越 8 楼 ＝ 男士皮革饰品 〈CYPRIS〉钱包 17,280 日元

(牛皮、W11.5×H9.5×D3cm)
○银座三越 7 楼 ＝ 男士皮革饰品

 〈PRAIRIE〉皮帶 17,280 日圓(牛皮)
○銀座三越 8 樓 ＝ 男士皮革飾品

PRAIRIE皮带  │  PRAIRIE皮帶

CYPRIS钱包  │  CYPRIS錢包 Belt by Le Prairies

Wallet by CYPRIS

プレリーの
ベルト

キプリスの財布

タンニンとクロームのコンビ鞣しを施した、
上質なシラサギレザーを使用した二つ折り財布は、
使い込むほどに手に馴染み雰囲気を増します。
The two-fold wallet, made of Cirasagi Leather, 
is tanned using tannin and chrome. The longer the use, 
the more comfortably it fits in your hand.  

采用鞣酸酪酸鞣制工艺，使用高质量品牌CYPRIS牛革加工而成的折叠式皮革钱包。越用越可显出独特韵味。

採用鞣酸酪酸鞣製工藝，使用高質量品牌CYPRIS牛皮加工而成的折疊式皮革錢包，越用越可顯現出韻味。

貝殻の強さに着想を得て開発されたスーツケースは、
特許技術で作られた素材「カーヴ」を使用し、
重量わずか3.5kgに仕上げています。
Inspired by the strength of seashells, 
Samsonite deploys a patented technology 
for the production of Curv, 
material for the lightweight suitcase of 3.5 kg.

从坚硬的贝壳得到灵感开发出来的旅行箱，
使用专利技术生产的材料“Curve ”加工而成，重量只有 3.5kg。

旅行箱的開發靈感源於堅硬的貝殼，使用有專利技術素材“Curve ”,重量僅 3.5 kg。

〈サムソナイト〉コスモライト スピナー86 85,320円（W58×H86×D36cm、144ℓ、3.5kg）
○銀座三越7階 ＝ トラベル用品

 〈Samsonite〉Cosmolite Spinner 86 85,320yen (W58×H86×D36cm, 144ℓ, 3.5kg)
○ 8F GINZA MITSUKOSHI ＝  Travel gear

 〈Samsonite〉Cosmolite Spinner86 85,320 日元（W58×H86×D36cm、144ℓ、3.5kg） 
○银座三越 7 楼 ＝  旅行用品

 〈Samsonite〉Cosmolite Spinner86 85,320 日元（W58×H86×D36cm、144ℓ、3.5kg） 
○銀座三越 7 樓 ＝  旅行用品

Samsonite的Cosmolite Spinner86  
Samsonite的Cosmolite Spinner86

Cosmolite Spinner 86 by Samsonite

サムソナイトの
コスモライト スピナー86

フロントポケットやガーメントスペース、
マチ幅拡張など、多彩な機能を装備したラゲージは、
国内旅行や短期の出張などに最適な商品です。
The luggage is versatile with a front pocket, 
garment space and expandable compartment, 
perfect for domestic and short business trips.

塔米拉杆箱备有各种各样丰富多彩的功能，如前方口袋以及衣装空间，
可扩张的伸缩边等，最适合国内旅行及短期出差等。

塔米拉桿箱有前方口袋以及衣裝箱和可擴張的伸縮邊等，
各種各樣豐富多彩的功能，最適合國內旅行或短期出差等。

〈トゥミ アルファ2〉2輪キャスター付きラゲージ 102,600円（W35.5×H56×D23cm、33ℓ） 
○銀座三越7階 ＝ トラベル用品

 〈TUMI ALPHA2〉Two-wheel system luggage 102,600yen (W35.5×H56×D23cm, 33ℓ) 
○ 7F GINZA MITSUKOSHI ＝ Travel gear

 〈TUMI ALPHA2〉双轮拉杆箱 102,600 日元（W35.5×H56×D23cm、33ℓ） ○银座三越 7 楼 ＝ 旅行用品

 〈TUMI ALPHA2〉雙輪拉桿箱 102,600 日圓（W35.5×H56×D23cm、33ℓ） ○銀座三越 7 樓 ＝ 旅行用品

TUMI ALPHA2 双轮拉杆箱  │  TUMI ALPHA2 雙輪拉桿箱

Two-wheel system luggage by TUMI ALPHA2

 トゥミ アルファ2の
2輪キャスター付き
 ラゲージ

 「機内持ち込みサイズ
最大容量のスーツケース」
2～3泊のご旅行におすすめの小ぶりなスーツ
ケースです。タテ×ヨコ比を研究し、機内持込
みが出来るサイズで容量が大きく設計されてい
るのが特徴です。PCや書類、チケットフォルダ
などが収納できるフロントポケット付きです。

“Carry-on suitcase of
maximum capacity”
The small suitcase is perfect for a two or 
three nightsʼ trip. Research on the length-
width ratio made this carry-on size of 
maximum capacity possible. The front pocket 
accommodates your PC, documents, ticket 
holder, etc. 

「可带入机舱尺寸中 最大容量的旅行箱」
小型旅行箱，最适合 2～3 天的小旅行使用。通过研究
横竖比，实现了可带入机舱内尺寸的最大容量设计。还
带有前方口袋可收容PC、资料、机票夹等。

「可帶入機艙內尺寸的 最大容量旅行箱」
小型旅行箱，最適合 2～3 天的小旅行使用。基於研究
橫豎比，實現了可帶入機艙尺寸的最大容量設計。還帶
有可收容P C及資料、機票夾等的前方口袋。

〈プロテカ〉マックスパス エイチ 49,680円
（W38×H46×D25cm、40ℓ、3.1kg）
○銀座三越7階 ＝ トラベル用品

 〈ProtecA〉MAXPASS H 49,680yen
 (W38×H46×D25cm, 40ℓ, 3.1kg)
○ 7F GINZA MITSUKOSHI ＝ Travel gear

 〈ProtecA〉MAXPASS H 49,680 日元
（W38×H46×D25cm、40ℓ、3.1kg）
○银座三越 7 楼  ＝ 旅行用品

 〈ProtecA〉MAXPASS H 49,680 日圓
（W38×H46×D25cm、40ℓ、3.1kg）
○銀座三越 7 樓 ＝ 旅行用品

 「スーツスタイルを
アップデートするバッグ」
本体素材の合成皮革は、表面の強度が強い
為、傷が付きにくく、撥水加工が施されているの
で、濡れても型崩れしにくい機能的な素材です。
書類が充分に収まる収納力と、携帯ポケットや
キーフックなどの細かな配慮がなされています。

“A bag for updating your suit style”
The functional synthetic leather used for 
the item is scratch-resistant due to its 
durable surface and water-repellent. It can 
accommodate many documents and is 
designed with details such as a cell-phone 
pocket and a key hook. 

「与西装匹配的 公文包」
包使用合成皮革，表面强度大，不易受伤。还进行了防水加
工，是被淋湿也不易变形的功能性材料。不仅可充分收容
大量资料，还有手机袋、钥匙链勾等，各种功能应有尽有。

「與西裝搭配 提升形象的公文包」
皮包採用功能性素材合成革，表面強度大，不易損傷，加
之進行撥水加工處理，被水沾濕亦不易變形。可收容大
量資料，還有手機口袋及鑰匙勾等，方便使用。

〈フジタカ〉ブリーフケース 41,040円
（人工皮革×牛革、W36×H27×D6cm、日本製） 
○銀座三越7階 ＝ 紳士鞄

 〈FUJITAKA〉Briefcase 41,040yen 
(Synthetic leather × Cowhide, 
W36×H27×D6cm, Made in Japan) 
○ 7F GINZA MITSUKOSHI ＝ Menʼs luggage

 〈FUJITAKA〉公文包 41,040 日元
（人工皮革×牛皮、W36×H27×D6cm、日本制） 
○银座三越 7 楼 ＝ 男士手提包

 〈FUJITAKA〉公文包 41,040 日圓
（人工皮革×牛皮、W36×H27×D6cm、日本製） 
○銀座三越 7 樓 ＝ 男士手提包

〈キプリス〉財布 17,280円
（牛革、W11.5×H9.5×D3cm)
○銀座三越7階 ＝ 紳士革小物

 〈CYPRIS〉Wallet 17,280yen
 (Cowhide, W11.5×H9.5×D3cm)
○ 7F GINZA MITSUKOSHI ＝ Menʼs leather goods
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Trench coat by Aquascutum White Label
Aquascutum White Label 风衣  │ Aquascutum White Label 風衣 

_

 〈VIKTOR&ROLF〉Bombette BAG 192,240 日圓（牛皮、W38×H28×D19cm） 
○銀座三越 4 樓 ＝ Ginza STYLE Mon Miroir VIKTOR&ROLF

髪の毛よりも細い繊維を使用したスカーフ。
軽く、抜けるような透明感は、
コーディネートに
幻想的なアクセントをプラスします。
Woven with thread finer than hair, the light 
and translucent scarf renders 
a fantastic accent to your fashion.

使用比头发丝还细的纤维编制的围巾。
轻盈透彻，成为你时装搭配时梦幻般的点缀。

用比毛髮更細的纖維編織的圍巾。
輕盈透徹，在時裝搭配時起到夢幻般畫龍點睛的作用。

〈天女の羽衣〉スカーフ 21,600円（ポリエステル100％）
○銀座三越4階 ＝ スタイルエディション

 〈Tennyo no Hagoromo〉Scarf 21,600yen (polyester 100%)
○ 4F GINZA MITSUKOSHI ＝ Style Edition

 〈天女羽衣〉围巾 21,600 日元（涤纶 100％） ○银座三越 4 楼 ＝ STYLE EDITION

 〈天女羽衣〉圍巾 21,600 日圓（滌綸 100％） ○銀座三越 4 樓 ＝ STYLE EDITION

天女羽衣围巾  │  天女羽衣圍巾

Tennyo no Hagoromo
 (celestial maiden’s robe of feathers) scarf

天女の羽衣のスカーフ

国内外を問わず多くのセレブリティから愛用されているバッグは、
ブラックボディにゴールドが映えるラグジュアリーな佇まいが魅力です。
Popular among celebrities in and outside Japan, 
the bag in black detailed with 
golden hardware has a luxury look in itself. 

维果罗夫皮包受到国内外众多名士喜爱，黑色质地令金色更加耀眼，奢华迷人。

維果羅夫皮包受到國內外眾多名士喜愛。黑色質地令金色更加耀眼，奢華迷人。

〈VIKTOR&ROLF〉Bombette BAG 192,240円
（牛革、W38×H28×D19㎝） 
○銀座三越4階 ＝ 銀座スタイル モンミロワール ヴィクター アンド ロルフ

 〈VIKTOR&ROLF〉Bombette Bag 192,240yen
 (Cowhide, W38×H28×D19cm)
○ 4F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Style Mon Miroir, VIKTOR&ROLF

 〈VIKTOR&ROLF〉Bombette BAG 192,240 日元（牛皮、W38×H28×D19cm） 
○银座三越 4 楼 ＝ Ginza STYLE Mon Miroir VIKTOR&ROLF

VIKTOR&ROLF的Bombette BAG 

VIKTOR&ROLF的Bombette BAG

VIKTOR&ROLF by Bombette BAG

VIKTOR&ROLFの
Bombette BAG

 「女性らしさを
引き出すトレンチコート」
ブランドの定番とも言えるトレンチコートは、タイ
トフィットのパターンがボディラインを美しく見
せてくれます。シンプルかつ計算された美しい
デザインは、自分らしさを大切にする女性の魅
力をよりいっそう際立たせます。

“A trench that activates your femininity”  
Trench is almost a basic item of the brand. 
The tight-fitting pattern defines the bodyline 
in a beautiful silhouette. The simple yet 
calculated beauty of the design reinforces the 
charm of a woman who wants to be herself. 

「衬托女性气质美的风衣」
名牌中享有经典之称的风衣。贴身合体的款式表现优
美的体型。朴素而裁剪精确的造型,使女性的自身魅力
更显得与众不同。

「襯托女性氣質美的風衣」
名牌中享有經典之稱的風衣。貼身合體的款式表現優
美的體型。樸素而裁剪精確的造型，使女性的自身魅力
更顯得與眾不同。

〈アクアスキュータム ホワイトレーベル〉トレンチコート 
129,600円（コート表地：綿62％・ポリエステル38％、
裏地：キュプラ100％、ライナー本体： 毛100％、切替：
キュプラ100％、6～10） 
○銀座三越5階 ＝ アクアスキュータム ホワイトレーベル

 〈Aquascutum White Label〉Trench coat 
129,600yen (Coat outer material: Cotton 62%/
Polyester 38％, Lining: Cupra 100%, Liner: Wool 
100%, Yoke: Cupra 100%, Size: 6-10) 
○ 5F GINZA MITSUKOSHI ＝ 
Aquascutum White Label

〈Aquascutum White Label〉风衣 129,600 日元(风衣面料：
棉 62％・涤纶 38％、衬里： 铜氨纤维 100％、活衬里： 毛 100
％、替换衬里：铜氨纤维 100％、6～10) 
○银座三越 5 楼 ＝  Aquascutum White Label

〈Aquascutum White Label〉風衣 129,600 日圓(風衣面料：
棉 62％・滌綸 38％、襯裡： 銅氨纖維 100％、活襯裡： 毛 100
％、替換襯裡：銅氨纖維 100％、6～10) 
○銀座三越 5 樓 ＝  Aquascutum White Label

A c c e s s o r i e s

〈オニツカタイガー〉ベビーシューズ 各6,156円（合皮、ゴム底、13.0・13.5・14.5・15.0・16.0cm）
○銀座三越10階 ＝ 子供雑貨

 〈Onitsuka Tiger〉Baby shoes 6,156yen for each
 (Synthetic leather, rubber soles, 13.0・13.5・14.5・15.0・16.0cm)
○ 10F GINZA MITSUKOSHI ＝ Childrenʼs Accessories
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Flask and backpack by MIKI HOUSE
MIKI HOUSE 便携式水瓶和背包  

MIKI HOUSE 便攜式水瓶和背包

_

 〈Onitsuka Tiger〉嬰兒鞋 每雙 6,156 日圓（合成革、橡膠底、13.0・13.5・14.5・15.0・16.0cm）
○銀座三越 10 樓 ＝ 兒童雜貨

デリケートな肌のために開発された低刺激のスキンケアシリーズは、
赤ちゃんから大人まで、家族みんなで使うことができます。
Hypoallergenic skin care series developed for 
delicate skin caters for the family, from babies to adults.

婴儿润肤水和护肤霜是专为婴儿敏感皮肤开发研制的低刺激护肤系列，
不论是婴儿还是成人，全家人都可以享用。

嬰兒潤膚水和護膚霜是專為嬰兒敏感皮膚開發研製的低刺激護膚系列。從嬰兒到成人，全家人都可以使用。

〈ママ&キッズ〉左：ベビーミルキークリーム 1,944円（75g）、
右： ベビーミルキーローション 1,944円（150㎖）○銀座三越10階 ＝ エムズエンジェル

 〈Mama & Kids〉Left: Baby milky cream 1,944yen (75g)、 
Right: Baby milky lotion 1,944yen (150㎖) 
○ 10F GINZA MITSUKOSHI ＝ Mʼs Angel

 〈Mama&Kids〉左侧：Baby milky cream 1,944 日元（75g）、
右侧： ○Baby milky lotion 1,944 日元（150㎖）银座三越 10 楼 ＝ Mʼs Angel

 〈Onitsuka Tiger〉婴儿鞋 每双 6,156 日元（合成革、橡胶底、13.0・13.5・14.5・15.0・16.0cm）
○银座三越 10 楼 ＝ 儿童杂货

 〈Mama&Kids〉 左側：Baby milky cream 1,944 日圓（75g） 、
右側：Baby milky lotion 1,944 日圓（150㎖）○銀座三越 10 樓 ＝ Mʼs Angel

Mama&Kids的Baby milky lotion・cream

Mama&Kids的Baby milky lotion・cream

Onitsuka Tiger婴儿鞋  │  Onitsuka Tiger嬰兒鞋 Baby Milky Lotion Cream by Mama & Kids

Baby shoes by Onitsuka Tiger

ママ&キッズの
ベビーミルキー
ローション・クリーム

オニツカタイガーの
ベビーシューズ

〈オニツカタイガー〉が展開するベビーシューズは、
発色の良いカラーリングと
スタイリッシュなデザインが人気です。
The baby shoes come in brilliant colors and stylish design.

〈Onitsuka Tiger〉鬼塚虎展开的婴儿鞋。色泽艳丽款式优美，大有人气。

〈Onitsuka Tiger〉鬼塚虎嬰兒鞋。色澤鮮艷款式新穎，大受歡迎。

 「実用性と遊び心を
備えたキッズプロダクト」
ステンレス製の水筒は、ミキハウスで人気のキ
ャラクター、うさことプッチーが全面に描かれた
ポップなデザインがポイントです。開閉がマジッ
クテープ仕様でお子さまでも使いやすいリュッ
クは、背負った時の後ろ姿がキュート。

“Practical and playful kids’ products”
Pop-design stainless steel flask has MIKI 
HOUSE popular characters Usako Bunny and 
Pucci Bear printed all over. The backpack with 
Velcro fasteners are child-friendly and looks 
cute on a childʼs back.

「儿童产品 既实用又快乐」
不锈钢制水瓶整体描绘着MIKI HOUSE大有人气的小
动物USAKO小兔兔和Puccii小熊，非常有特色。小背包
的开口采用尼龙粘链方式，小朋友也可以简单使用，背
在肩上十分可爱。

「實用又快樂的 兒童用品」
不鏽鋼水瓶上描繪著MIKI HOUSE大受歡迎的小兔兔
USAKO和小熊Puccii，別具特色。小背包的開口採用尼
龍粘鏈，小朋友也可以簡單使用。背在肩上非常可愛。

〈ミキハウス〉水筒 各4,104円（内びん・胴部：ステン
レス銅、口がね・コップ・中栓：ポリプロピン）、リュック 
各7,020円(W22×H22×D11cm) 
○銀座三越１0階 ＝ ミキハウス

 〈MIKI HOUSE〉Flask 4,104yen for each 
(Inner flask・body：Stainless steel, Mouth ring・
cup・plug：polypropylene), 
backpack: 7,020yen for each
 (W22×H22×D11cm) 
○ 10F GINZA MITSUKOSHI ＝ MIKI HOUSE

 〈MIKI HOUSE〉便携式水瓶 每支 4,104 日元（内瓶・主体： 不
锈 钢 铜、瓶 口・杯 子・瓶 栓： 聚 丙 烯）、背 包 各 7,020 日 元
(W22×H22×D11cm) ○银座三越 10 楼 ＝ MIKI HOUSE

 〈MIKI HOUSE〉便攜式水瓶 每支 4,104 日圓（內瓶・主體： 不
鏽鋼銅、瓶口・杯子・瓶栓： 聚丙烯）、背包 每個 7,020 日圓
(W22×H22×D11cm) ○銀座三越 10 樓 ＝ MIKI HOUSE
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〈RUYSDAEL〉RUYSDAEL糕點盒 3,240 日圓 ○銀座三越地下 2 樓 ＝ 西式甜點

 〈三越特選珍珠〉阿古屋珍珠項鍊 1,080,000 日圓
（珠：約 8.0mm、長：約 40cm、K18WG、附有鑑別證書及產地證書）
○銀座三越M2 樓 ＝  Ginza Style Salon de Jewelry

北海道産の生乳を数種類厳選し、独自の製法で仕上げたオリジナルクリームを、
しっとり焼き上げたたまご風味豊かな生地で優しく包みました。

美しいダイヤモンドをシンプルな6本爪で留めたリングは、
圧倒的なまでの輝きを放ち、存在感を示します。

The moist roll cake with rich egg flavor is filled 
with Mon Cherʼs original cream using selected raw milk from Hokkaido.

Mounted on a six-claw ring, the beautiful diamond 
has an overwhelming glitter and presence.

把严格挑选出来的几种北海道生乳，采用独自制法加工成原创奶油，
再将其包裹在烤得松软的浓厚蛋香风味蛋糕卷中。

简朴的 6 爪镶单颗钻石戒指,放射出压倒一切的光辉，傲立群雄。

採用獨自製法將嚴格甄選的北海道產生乳加工成原創奶油，精心地包裹在柔軟地烤製成的蛋香卷中。
簡樸的六爪鑲單顆鑽石戒指，放射出壓倒一切的光輝，突出其存在感。

〈パティスリー モンシェール〉堂島ロール 1本 1,301円 
○銀座三越地下2階 ＝ 洋菓子

プラチナダイヤモンドリング 3,456,000円（ダイヤ1.00ct、Dカラー、VVS1、EX） 
○銀座三越M2階 ＝ 銀座スタイル サロン ド ジュエリー

 〈Patisserie Mon Cher〉Dojima Roll, 1 roll 1,301yen
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Western confectionary

Platinum diamond ring 3,456,000yen (Diamond 1.00ct, D color, VVS1, EX) 
○M2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Style, Salon de Jewelry

〈Patisserie Mon cher〉堂岛卷 每卷 1,301 日元 ○银座三越地下 2 楼 ＝ 西式甜点

白金钻石戒指 3,456,000 日元（钻石 1.00ct、D色彩、VVS1、EX） 
○银座三越M2 楼 ＝ Ginza Style Salon de Jewelry

〈Patisserie Mon cher〉堂島卷 每卷 1,301 日圓 ○銀座三越地下 2 樓 ＝ 西式甜點 白金鑽石戒指 3,456,000 日圓（鑽石 1.00ct、D色彩、VVS1、EX） 
○銀座三越M2 樓 ＝ Ginza Style  Salon de Jewelry

パティスリーモンシェールの堂島ロールプラチナダイヤモンドリング
Dojima Roll by Patisserie Mon CherPlatinum Diamond Ring
Patisserie Mon cher堂岛卷  │  Patisserie Mon cher堂島卷白金钻石戒指  │  白金鑽石戒指

〈Toraya〉夜梅（竹皮包）每根 2,808 日圓 ○銀座三越地下 2 樓 ＝ 日式甜點

和菓子の老舗、<とらや>の代表商品。羊羹の切り口の小豆が、
夜に咲く白い梅を表しており、日本はもちろん、
海外でも認知されている名菓子です。
Flagship yokan of an established shop〈Toraya〉. 
Itʼs famous for the cut sidesʼ red beans that resemble white plum blossoms at night.

日式糖果老字号<Toraya虎屋>的代表商品。
羊羹切口处的小豆显示夜晚盛开的白梅花，不仅是在日本国内，也是在海外得到认知的著名糕点。

日式糖果老字號<Toraya虎屋>的代表商品。
羊羹切口處的小豆顯示著夜晚盛開的白梅花，不僅是在日本國內，也是在海外得到認知的著名糕點。

〈とらや〉夜の梅（竹皮包）1本 2,808円 ○銀座三越地下２階 ＝ 和菓子

 〈Toraya〉Yoru no Ume (wrapped in bamboo leaf) 1 bar 2,808yen
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Japanese confectionary

〈Toraya〉夜梅（竹皮包）每根 2,808 日元 ○银座三越地下 2 楼 ＝ 日式甜点

とらやの夜の梅(竹皮包)
Yoru no Ume (night plums) by Toraya (wrapped in bamboo leaf)
Toraya的夜梅(竹皮包)  │  Toraya的夜梅(竹皮包)

バターをたっぷりと練り込んだ生地がベースのアマンドリーフやロンジェなどの
人気の焼き菓子の詰め合わせは、贈り物としても喜ばれます。三越が長年の実績を基に厳選した、

可憐な美しさと透明感を併せ持つスペシャルセレクション。
真珠の故郷、三重県で養殖された最上級のネックレスです。

A perfect gift assortment of popular items including 
butter-rich almond leaf pies and Longer cookies.

Specially selected by Mitsukoshi with long years of experience, 
the top-grade pearl necklace with pure beauty and 
translucency comes from Mie Prefecture, origin of cultured pearls.

最受欢迎的烤制点心ALMOND Leaf及Longer，质地中揉入大量黄油，作为礼品广受欢迎。

三越基于长年业绩，严格甄选出的娇艳美丽且具透明感的特选珍品。
是在珍珠的故乡三重县养殖的最上等珍珠项链。

大有人氣的烤製點心ALMOND Leaf及Longer，使用了大量黃油，作為禮品廣受歡迎。

三越在長年業績基礎上嚴格挑選的既美麗動人又透明清澈的特選珍品。
是在珍珠故鄉三重縣養殖的最上等珍珠項鍊。

〈ロイスダール〉ロイスダールセット 3,240円 ○銀座三越地下2階 ＝ 洋菓子

〈三越特選パール〉アコヤパールネックレス 1,080,000円
（玉：約8.0mm、長さ：約40cm、K18WG、鑑別書・産地証明書付き）
○銀座三越M2階 ＝ 銀座スタイル サロン ド ジュエリー

〈RUYSDAEL〉RUYSDAEL set 3,240yen ○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Western confectionary

 〈Mitsukoshi selected pearls〉Akoya pearl necklace 1,080,000yen
 (Pearl: approx. 8.0mm, length: 40cm, K18WG, grading report/ certificate of origin attached) 
○M2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Style, Salon de Jewelry

〈RUYSDAEL〉RUYSDAEL糕点盒 3,240 日元 ○银座三越地下 2 楼 ＝ 西式甜点

 〈三越特选珍珠〉阿古屋珍珠项链 1,080,000 日元
（珠：约 8.0mm、长：约 40cm、K18WG、带有鉴别证书及产地证书） 
○银座三越M2 楼 ＝ Ginza Style Salon de Jewelry

ロイスダールのロイスダールセット三越特選パールの
アコヤパールネックレス RUYSDAEL Set by RUYSDAEL

Akoya Pearl Necklace by Mitsukoshi Selected Pearls RUYSDAEL的RUYSDAEL糕点盒  │ RUYSDAEL的RUYSDAEL糕點盒

三越特选珍珠阿古屋珍珠项链  │  三越特選珍珠阿古屋珍珠項鍊 バターをふんだんに使って焼き上げたシガールは、豊かな風味とサクッとした食感、
そして繊細な口どけをお楽しみいただける人気商品です。

天然の赤色珊瑚を加工して作り上げたネックレスは、
自然が作り上げた艶やかな朱色が目を引きます。

Baked with plenty of butter, Cigare is popular 
for its rich flavor and crunchiness that melts in your mouth.

This breathtaking color of the coral can only be made out of
purely natural red coral.

用大量黄油烤制成的Cigare，香甜美味松脆可口，
纤细地溶化于口中，回味无穷。是大有人气的商品。

采用天然红珊瑚加工制成的项链，自然而美丽润泽的朱红色光彩夺目。

使用大量黃油烤製成的Cigare，香甜美味鬆脆可口，
細膩地溶於口中，令人回味。是大有人氣的商品。

採用天然紅珊瑚加工製作的項鍊，自然而美麗潤澤的朱紅色光彩奪目。

〈ヨックモック〉シガール 3,240円 ○銀座三越地下2階 ＝ 洋菓子

Siℓ サンゴネックレス 1,080,000円(玉：約6.5～7.0mm、長さ：約40cm) 
○銀座三越M２階＝銀座スタイル サロン ド ジュエリー

〈YOKU MOKU〉Cigare 3,240yen ○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Western confectionary

Siℓ Coral necklace 1,080,000yen (Coral: approx. 6.5-7.0mm, Length: 40cm) 
○M2F GINZA MITSUKOSH＝Ginza Style, Salon de Jewelry

〈YOKU MOKU〉Cigare  3,240 日元 ○银座三越地下 2 楼 ＝ 西式甜点Siℓ 珊瑚项链 1,080,000 日元(珊瑚珠：约 6.5～7.0mm、链长：约 40cm) 
○银座三越M2 楼＝Ginza Style Salon de Jewelry 〈YOKU MOKU〉Cigare  3,240 日圓 ○銀座三越地下 2 樓 ＝ 西式甜點
 Siℓ 珊瑚項鍊 1,080,000 日圓(珊瑚珠：約 6.5～7.0mm、鏈長：約 40cm) 
○銀座三越M2 樓＝Ginza Style Salon de Jewelry

Cigare by YOKU MOKUCoral Necklace
YOKU MOKU的Cigare  │  YOKU MOKU的Cigare珊瑚项链  │  珊瑚項鍊

ヨックモックのシガールサンゴネックレス

g i n z a  m i y a g e J e w e l r y
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最高品質の玉露は、旨み成分を多く含んだ香りの高い風味が特徴の一品です。
濃厚な雫をゆっくりと味わいながらお召し上がりください。
Premium gyokuro tea, rich in umami, is known for its aromatic flavor. 
Relax and enjoy the rich essence.

最高质量的玉露含有众多美味成份，香气宜人的风味别具一格。
请您品茶时一定精心回味那浓厚的每一滴。

最高質量的玉露含有各種美味成份，香氣宜人，風味別具一格。請您一定慢慢品嚐濃郁的每一滴。

〈松北園〉最高宝、宇治玉露 天印 5,400円（50g） 
○銀座三越地下2階 ＝ 日本茶

〈Shohokuen〉The best quality uji gyokuro, Ten-in 5,400yen (50g)
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Japanese Tea

〈松北园〉最高宝、宇治玉露 天印 5,400 日元（50g） 
○银座三越地下 2 楼 ＝ 日本茶

〈松北園〉最高寶、宇治玉露 天印 5,400 日圓（50g） 
○銀座三越地下 2 樓 ＝ 日本茶

松北園の最高宝、
宇治玉露 天印
Ten-in, the best quality uji gyokuro tea by Shohokuen
松北园的最高宝、宇治玉露 天印  │  松北園的最高寶、宇治玉露 天印

ティータイムを豊かにする保温カバー付きのティーポットと、
カラメルとみずみずしいベリーフルーツをミックスした紅茶をご用意いたしました。
A set of teapot with a thermal insulation cover and loose tea 
with a mixed flavor of caramel and fresh berry fruit for a luxury tea time.

带有保温罩的茶壶令品茶时间更加充实，还有加焦糖和新鲜莓子调配制成的红茶。

令品茶時光更加充實，我們為您提供帶有保溫罩的茶壺和加入焦糖及鮮梅子調配成的紅茶。

〈マリアージュ フレール〉左：パリ-ギンザ（100g）3,240円、右：ティーポット アールデコ 1930 
29,700円（0.9ℓ） ○銀座三越地下２階 ＝ 銀座スタイル デセール・テ

〈MARIAGE FRÈRES〉Left:Paris-Ginza (100g) 3,240yen, Right:Teapot Art Deco 1930 
29,700yen (0.9ℓ) ○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Ginza Style Dessert thé

〈MARIAGE FRERES〉左側：红茶Paris-Ginza（100g）3,240 日元、
右側：茶壶 ArtDeco 1930 29,700 日元（0.9ℓ） ○银座三越地下 2 楼 ＝ Ginza STYLE Dessert thé

〈MARIAGE FRERES〉左側：紅茶Paris-Ginza （100g）3,240 日圓、
右側：茶壺 ArtDeco 1930 29,700 日圓（0.9ℓ） ○銀座三越地下 2 樓 ＝ Ginza STYLE Dessert thé

マリアージュ フレールの
ティーポット アールデコ 1930・パリ-ギンザ
Teapot Art Deco 1930 Paris-Ginza by MARIAGE FRÈRES
MARIAGE FRERES茶壶 ArtDeco 1930・Paris-Ginza 

MARIAGE FRERES茶壺 ArtDeco 1930・Paris-Ginza

トアルコトラジャの中でもごくわずかしか収穫することのできない
希少なコーヒー豆。トラジャピーベリーの独特の酸味をお楽しみください。
Rare coffee beans in Toarco Toraja harvested only in small quantities. 
Enjoy the typical acid flavor of Toraja Peaberry.

TOARCO TORAJA托拿加托拉雅中，收获量极少的稀少咖啡豆。
TORAJA托拉雅小圆粒。请您尽情欣赏小圆粒独特的酸味。

TOARCO TORAJA托拿加托拉雅中，收穫量極少的稀少咖啡豆。
TORAJA托拉雅小圓粒。請您盡情品嚐小圓粒獨特的酸味。

〈キーコーヒー〉トラジャピーベリー 1,080円（100g） 
○銀座三越地下2階 ＝ キーコーヒー

〈Key Coffee〉Toraja Peaberry 1,080yen (100g) 
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Key Coffee

〈KEY COFFEE〉TORAJA小圆粒 1,080 日元（100g） 
○银座三越地下 2 楼 ＝ KEY COFFEE

〈KEY COFFEE〉TORAJA小圓粒 1,080 日圓（100g）
○銀座三越地下 2 樓 ＝ KEY COFFEE

キーコーヒーのトラジャピーベリー
Toraja Peaberry by Key Coffee
KEY COFFEE的TORAJA小圆粒  │  KEY COFFEE的TORAJA小圓粒

秋冬限定商品として、外国人のお客様から最も人気の高い長野県産ふじりんごと
柚子のお酢を銀座店限定のパッケージに詰め合わせました。
A seasonal package for autumn / winter offering two types of 
vinegar made from fuji apples and yuzu orange produced in Nagano.

秋冬季限定商品，我们把外国客人最喜欢的长野县Fuji苹果和柚子醋搭配起来，组成银座店限定商品盒。

秋冬季限定商品。我們將最受外國客人歡迎的長野縣Fuji蘋果和柚子醋搭配起來，
組成銀座店限定出售禮盒。

〈お酢屋銀座〉飲む酢・デザートビネガー2本セット 2,592円
（ふじりんご：150㎖・ゆず：150㎖） ○銀座三越一階 ＝ お酢屋銀座店

〈Osuya Ginza〉A set of two dessert vinegar bottles
 (Fuji apple: 150㎖, Yuzu: 150㎖) 2,592yen ○ 1F GINZA MITSUKOSHI ＝ Osuya Ginza store

〈醋屋银座〉饮料醋・甜品醋 每盒 2 瓶 2,592 日元（FUJI苹果：150㎖・柚子：150㎖） 
○银座三越 1 楼 ＝ 醋屋银座店

〈醋屋銀座〉飲料醋・甜品醋 每盒 2 瓶 2,592 日圓（FUJI蘋果：150㎖・柚子：150㎖） 
○銀座三越 1 樓 ＝ 醋屋銀座店

お酢屋銀座の飲む酢・
デザートビネガー2本セット
A set of two dessert vinegar bottles by Osuya Ginza
醋屋银座的醋饮料・甜品醋2瓶盒  │  醋屋銀座的醋飲料・甜品醋2瓶盒

雪降り和牛尾花沢は、山形県の厳しい冬が育むあっさりとした脂質と肉の甘み、
雌牛の特徴である、柔らかな食感をお楽しみいただけます。
Weathering harsh winters of Yamagata Prefecture, Obanazawa marbled cow 
beef is tender with a light taste of fat and sweet taste of meat.

尾花泽雪花和牛肉是生长在山形县严峻冬天环境的雌牛肉，
肥牛肉质爽口甘甜，请您尽情回味这柔嫩的口感。
尾花澤雪花和牛肉是生長在山形縣嚴峻冬天環境下的雌牛肉，
肥牛肉爽口甘醇，請您盡情回味此柔嫩口感。

〈片葉三〉雪降り和牛尾花沢サーロイン 2,480円（100gあたり） 
○銀座三越地下3階 ＝ 片葉三

〈Katabami〉Obanazawa Sirloin Japanese marbled beef 2,480yen / 100g
○B3F GINZA MITSUKOSHI ＝ Katabami

〈片叶三〉雪花和牛肉尾花泽里脊肉 2,480 日元（每 100g） 
○银座三越地下 3 楼 ＝ 片叶三

〈片葉三〉雪花和牛肉尾花澤里脊肉 2,480 日圓（每 100g）
○銀座三越地下 3 樓  ＝ 片葉三

片葉三の雪降り和牛尾花沢サーロイン
Obanazawa Sirloin Japanese marbled beef by Katabami
片叶三的雪花和牛肉尾花泽里脊肉  │  片葉三的雪花和牛肉尾花澤里脊肉

江戸前に調味し、万人のお口に合うように作られたふりかけは、
日本らしさ漂う会津塗の容器入り。ご飯のお供におすすめの商品です。
Perfect for mealtime, the rice seasoning is prepared in Tokyo style to suit anybody. 
It comes in a typical Japanese Aizu lacquerware.

调成江户风味，适合众人口味的Furikake(香松)，装入具有日本风情的会津涂容器中。是非常下饭的一品。
調配為江戶風味,適合眾人口味的Furikake(香鬆)，裝入蕩漾著日本風情的會津塗容器中。是非常下飯的一品。

〈錦松梅〉会津塗容器入「H2」 2,160円（110g×2）
 ○銀座三越地下2階 ＝ 海苔・佃煮

〈Kinshobai〉Rice Seasoning in Aizu lacquerware “H2” 2,160yen (110g×2)
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Nori & Tsukudani

〈锦松梅〉会津涂容器装「H2」 2,160 日元（110g×2） 
○银座三越地下 2 楼 ＝  海苔・佃煮

〈錦松梅〉裝入會津塗容器「H2」 2,160 日圓（110g×2） 
○銀座三越地下 2 樓 ＝ 海苔・佃煮

錦松梅 会津塗容器入 「H2」
Rice Seasoning in Aizu lacquerware H2 by Kinshobai
锦松梅 装入会津涂容器「H2」  │  錦松梅 裝入會津塗容器「H2」

わさびやうめ風味の風味海苔と、しらすとごまのスナック海苔の詰め合わせは、
お子様のおやつやお酒のおつまみにも最適なお品です。
Assortment of snack nori seaweed of different flavors; wasabi,
plums, dried young sardines and sesame. 

装有山葵及梅子风味的特色海苔，以及银鱼和芝麻茶点海苔的礼盒，
不论是给孩子们当零食，还是给大人当下酒菜都会赞不绝口。
裝有山葵及梅子風味的特色海苔，以及銀魚和芝麻茶點海苔的禮盒，
最適合當作小孩子們的零食，或者大人們的下酒菜。

〈山本山〉海苔詰め合わせ 2,160円（スナック海苔×2、風味海苔×2） 
○銀座三越地下2階 ＝ 海苔・佃煮

〈Yamamotoyama〉Assorted Nori Seaweed 2,160yen 
(Snack nori×2, Flavored nori×2)
○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Nori & Tsukudani

〈山本山〉风味海苔盒 2,160 日元（茶点海苔×2、风味海苔×2）
○银座三越地下 2 楼 ＝ 海苔・佃煮

〈山本山〉風味海苔盒 2,160 日圓（茶點海苔×2、風味海苔×2） 
○銀座三越地下 2 樓 ＝ 海苔・佃煮

山本山の海苔詰め合わせ
Assorted Nori Seaweed by Yamamotoyama
山本山风味海苔盒  │  山本山風味海苔盒

酒齢17年以上の長期熟成モルト原酒と、
同じく酒齢17年以上の円熟グレーン原酒を丁寧にブレンドした
深くコクのある味わいをお楽しみください。
Enjoy the deep aromatic flavor of HIBIKI elaborately made 
with malt and grain whiskies, both aged over 17 years.

HIBIKI响由酒龄 17 年以上长期成熟的麦芽原酒，
以及同样是酒龄 17 年以上的谷物原酒精心调配酿成。味道浓厚甘醇。
HIBIKI響採用酒齡 17 年以上長期成熟的麥芽原酒，
以及同樣酒齡 17 年以上的穀物原酒精心調配釀成。味道濃厚甘醇。

〈サントリー〉ブレンデッドウィスキー 響17年 10,800円（700㎖） 
○銀座三越地下3階 ＝ ラ・カーヴ

〈Suntory〉Blended Whisky, Hibiki 17 years 10,800yen (700㎖)
○B3F GINZA MITSUKOSHI ＝ La・Cave

〈三得利〉混合威士忌 HIBIKI 响 17 年 10,800 日元（700㎖） 
○银座三越地下３楼 ＝ La・Cave

〈三得利〉混合威士忌 HIBIKI響 17 年 10,800 日圓（700㎖） 
○銀座三越地下 3 樓 ＝ La・Cave

サントリーのブレンデッドウィスキー 響17年
HIBIKI 17 year-old blended whisky by Suntory
三得利混合威士忌 HIBIKI 17年  │  三得利混合威士忌 HIBIKI 17年
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旨みとコクのある新鮮な鶏肉を使用。甘辛のタレ、キレのある塩など、
日本の味を感じられるフィンガーフードをご堪能していただけます。
The shop offers a typical Japanese fingerfood called yakitori using fresh 
and tasty chicken flavored with the blend of sugar and soy sauce, crisp salt, etc.

使用鲜美甘醇的新鲜鸡肉。甜辣佐料及浓味盐等調味，您可以品尝到日本风味手拿小吃。

使用鮮美甘醇的新鮮雞肉。甜辣調味佐料和提味的鹽等調味，您可以品嚐到日本風味手拿小吃。

〈伊藤和四五郎商店〉○銀座三越地下2階 ＝ 和総菜

〈Ito Washigoro Shoten〉○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Japanese delicatessen

〈伊藤和四五郎商店〉○银座三越地下 2 楼 ＝ 和式菜肴

〈伊藤和四五郎商店〉○銀座三越地下 2 樓 ＝ 和式菜餚

伊藤和四五郎商店
Ito Washigoro Shoten
伊藤和四五郎商店  │  伊藤和四五郎商店

箸を使わずにお召し上がりいただける、日本の家庭の味を種類豊富に
ご用意いたしました。上級のお米の持つ独特の甘みと具材の相性は抜群です。
The shop offers a wide selection of rice balls, Japanese homemade food eaten easily 
by hand.  The sweet taste of quality rice makes a perfect match with different fillings.

不用筷子就可吃饱，日本家庭美味，种类繁多。上等好米具有的独特甘甜与配菜味道融合绝妙。

不需要筷子的美餐。種類豐富，純粹日本家庭味道。上等好大米獨特的甜美和配菜十分匹配。

〈夢むすび〉○銀座三越地下2階 ＝  弁当

〈Yume-musubi〉○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Box lunch

〈梦结饭团〉○银座三越地下 2 楼 ＝ 便当

〈夢結飯團〉○銀座三越地下 2 樓 ＝ 便當

夢むすび
Yume-musubi
梦结饭团  │  夢結飯團

食材を“揚げる”という作業のみで調理する、まさに素材の味を楽しめる
日本の代表食。サクッとした衣の食感と食材の新鮮な旨みは絶品です。
Tempura is a typical Japanese cuisine prepared by a simple procedure of deep frying. 
Enjoy the natural taste of fresh ingredients and the crunchy texture of the batter.

单纯地把食材“炸”出来，品赏素材本身的甘美，正是代表了日本菜肴的一品。
外焦里嫩松脆可口，加之食材的新鲜美味，可谓之绝品。

單純地把食材「炸」出來的佳餚，正是品嚐素材本身美味的日本菜代表。
鬆脆的口感及食材的新鮮甘醇，不愧為絕品。

〈天一〉○銀座三越地下2階 ＝ 和総菜

〈Ten-ichi〉○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Japanese delicatessen

〈天一〉○银座三越地下２楼 ＝ 和式菜肴

〈天一〉○銀座三越地下２樓 ＝ 和式菜餚

天一
TEN-ICHI
天一  │  天一

日本の伝統食である寿司をご提供。新鮮かつ高品質な食材のみを厳選し、
素材が持つ旨みを引き出した寿司の魅力を存分にお楽しみいただけます。

絶妙なコシの手打ち麺と、厳選素材から作った上質のだしが味わえます。
日本古来の食文化を追求したうどんをお召し上がりください。

女性シェフの調理によるステーキをご堪能していただけます。おきなわ和牛、
久米島産車えび、島野菜など、沖縄の太陽の下で育まれた食材が味わえます。

Sushiiwa offers the traditional Japanese cuisine of sushi. 
You will experience sushi using only the freshest and premium quality ingredients.

Enjoy the chewing texture of hand-kneaded udon served with fine dashi sauce 
made from special soup stock. This is a classical Japanese noodle cuisine.

The restaurant serves steaks prepared by female chefs. Enjoy the special ingredients 
of Okinawa, such as Okinawa beef, Kumejima prawns and Shima vegetables.

提供给您日本传统佳肴寿司。严格甄选新鲜高质量的食材，展现素材本身的美味，
令您陶醉于寿司的魅力之中。

手打面，绝妙的筋道。讲究的上好汤汁使用严格挑选的素材。
请您一定来品尝一下追求日本古来食文化的乌冬面。

在这里可以轻松愉快地品味到女厨师掌勺烹饪的烤牛排。
饱尝冲绳和牛、久米岛产对虾、岛蔬菜等，冲绳太阳下生长的考究食材。

提供給您日本傳統佳餚壽司。採用嚴格甄選的新鮮高級食材，
讓您品嚐到素材原有的美味，感受壽司的魅力。

手打麵，筋道可口，嚴格甄選材料製成的上好湯料美味迷人。
請您一定來品嚐一下追求日本古來食文化的烏龍麵。

本餐廳可輕鬆愉快地享受女廚師料理的牛排。品嚐到沖繩和牛、
久米島產對蝦、島蔬菜等，沖繩陽光下培育的各種食材。

〈寿司岩〉○銀座三越地下2階 ＝ 弁当

〈高級だし手打ちうどん 長徳〉営業時間：11:00～23:00(L.O 22:00)
お問い合わせ：03-3561-7106 席数：テーブル22席・カウンター10席
○銀座三越11階 ＝ レストラン

〈鉄板焼きステーキレストラン 碧〉営業時間：11:00～23:00（ランチL.O/15:00、
ディナーL.O/21:30）お問い合わせ：03-3538-2919
席数：テーブル35席・カウンター5席・個室9席 ○銀座三越12階 ＝ レストラン

〈Sushiiwa〉○B2F GINZA MITSUKOSHI ＝ Box lunch

 〈Chotoku, Hand-kneaded Udon Noodle in Premium Dashi Sauce〉
Opening Hours: 11:00-23:00(L.O 22:00)  Inquiries: 03-3561-7106
Capacity: 22 table seats and 10 counter seats
○ 11F GINZA MITSUKOSHI ＝ Restaurant

 〈Heki, Teppan-yaki Steak Restaurant〉Opening Hours: 11:00-23:00 
(Lunch L.O/15:00, Dinner L.O/21:30) Inquiries: 03-3538-2919
Capacity: 35 table seats, 5 counter seats and 9 private dining section seats
○ 12F GINZA MITSUKOSHI ＝ Restaurant

〈寿司岩〉○银座三越地下 2 楼 ＝  便当

 〈高汤手打乌冬面 长德〉营业时间：11:00～23:00(L.O 22:00)
联系电话：03-3561-7106 座位：餐桌 22 席・柜台 10 席 ○银座三越 11 楼 ＝  餐厅

 〈铁板烧烤牛排餐厅 碧〉营业时间：11:00～23:00（午餐L.O/15:00、晚餐L.O/21:30）
联系电话：03-3538-2919  座位：餐桌 35 席・柜台 5 席・包间 9 席 ○银座三越 12 楼 ＝  餐厅

〈壽司岩〉○銀座三越地下 2 樓 ＝ 便當

 〈高湯手打烏龍麵 長德〉營業時間：11:00～23:00(L.O 22:00) 聯繫電話：03-3561-7106
座位：餐桌 22 席・櫃檯 10 席○銀座三越 11 樓 ＝ 餐廳

 〈鐵板燒烤牛排餐廳 碧〉營業時間：11:00～23:00（午餐L.O/15:00、晚餐L.O/21:30）
聯繫電話：03-3538-2919  座位：餐桌 35 席・櫃檯 5 席・包間 9 席 ○銀座三越 12 樓 ＝ 餐廳

寿司岩

高級だし手打ちうどん 長徳

鉄板焼きステーキレストラン 碧

Sushiiwa

Chotoku, Hand-kneaded Udon Noodle in Premium Dashi Sauce

Heki, Teppan-yaki Steak Restaurant

寿司岩  │ 壽司岩

高汤手打乌冬面 长德  │ 高湯手打烏龍麵 長德

铁板烧烤牛排餐厅 碧  │ 鐵板燒烤牛排餐廳 碧
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F o o d i n f o m a t i o n

レストラン フロアガイド

１2階／１2F／12楼／12樓

１１階／１１F／11楼／11樓

Restaurant Floor guide  │  餐厅地板向导  │  餐廳地板嚮導 

トラットリア ガルガ
︿イタリアン・トスカーナ料理﹀

Trattoria GARGAS
〈Italian (Tuscan cuisine)〉

Trattoria GARGAS
〈意大利・托斯卡纳料理〉

Trattoria GARGAS
〈義大利・托斯卡尼料理〉

レ ロジェ エギュスキロール
︿現代フランス料理﹀

LES ROSIERS EGUZKILORE
〈Contemporary French cuisine〉

Les Rosiers Eguzkilore
〈现代法国菜〉

Les Rosiers-Eguzkilore
〈現代法國料理〉

マエストロ ケイズ
〈イタリアン・ピッツア＆ドルチェ〉

Maestro Ks
〈Italian (Pizza & dolce)〉

Maestro Ks
〈意大利餐厅・比萨饼＆甜点〉

Maestro Ks
〈義大利餐廳・比薩餅＆甜品〉

京都花背 石楠花 （しゃくなげ）
〈京料理〉

Kyoto Hanase Shakunage
〈Kyoto cuisine〉

京都花背 石楠花〈京都料理〉

京都花背 石楠花〈京都料理〉

セスト センソ
〈イタリアン・パスタ＆アンティパスト〉

SESTO SENSO
〈Italian (pasta & antipasto)〉

SESTO SENSO
〈意大利餐厅・意大利面＆开胃菜〉

SESTO SENSO
〈義大利餐廳・義大利麵＆開胃菜〉

中國菜 老四川 飄香(ピャオシャン)
〈中国四川料理〉

Chinese Lao Sichuan Piao-Xiang
〈Authentic Sichuan cuisine in China〉

中国菜 老四川 飘香〈中国川菜〉

中國菜 老四川 飄香〈中國川菜〉

ディム ジョイ
〈モダン飲茶〉

DIM JOY
〈Contemporary dim sum〉

DIM JOY
〈摩登饮茶〉

DIM JOY
〈摩登飲茶〉

素饍齋（ソソンジェ） 銀座
〈韓国家庭料理〉

Sosonjae Ginzarattoria
〈Homemade Korean cuisine〉

素膳斋 银座
〈韩国家庭菜〉

素膳齋 銀座
〈韓國家庭菜〉

和心とんかつ あんず 銀座店
〈とんかつ〉

Wagokoro Tonkatsu Anzu Ginza
〈Tonkatsu (deep-fried pork cutlet)〉

和心吉列猪排 ANZU银座店
〈吉列猪排〉

和心吉列豬排 ANZU銀座店
〈吉列豬排〉

天ぷら ひさご
〈江戸前天ぷら〉

Tempura HISAGO
〈Edo-mae tempura〉

天妇罗 HISAGO
〈江户前天妇罗〉

天婦羅 HISAGO
〈江戶前天婦羅〉

石臼挽き蕎麦 箱根暁庵
〈日本蕎麦〉

Ishiusu-hiki Soba Hakone Akatsuki-an
〈Japanese soba using fresh 
stone-milled buckwheat noodles〉

石磨荞麦面 箱根晓庵〈日本荞麦面〉

石磨蕎麥麵 箱根曉庵〈日本蕎麥麵〉

サイアミーズ フィン
〈タイ料理・フカヒレ土鍋〉

Siamese Fins
〈Thai cuisine and clay 
pot sharkʼs fin soup〉

Siamese Fins〈泰国菜・鱼翅砂锅〉

Siamese Fins〈泰國料理・魚翅砂鍋〉

築地青空三代目
〈江戸前寿司〉

Tsukiji Aozora Sandaime
〈Edo-mae sushi〉

筑地青空三代目
〈江户前寿司〉

築地青空三代目
〈江戶前壽司〉

ル・ブール・ノワゼット
〈ネオビストロ〉

Le Beurre Noisette Tokyo
〈Neo bistro〉

Le Beurre Noisette〈Neo Bistro〉

Le Beurre Noisette〈Neo Bistro〉

神戸・六甲道 ぎゅんた
〈お好み焼き・鉄板焼き〉

Kobe, Rokkomichi Gyunta
〈Okonomiyaki 
and teppanyaki (iron grill)cuisine〉

神户・六甲道 Gyunta〈什锦烧・铁板烧〉

神戶・六甲道 Gyunta〈大阪燒・鐵板燒〉

銀座サンジューシー
〈洋食・ハンバーグ〉

GINZA SUN JUICY
〈Western-style Japanese food 
and Hamburg steak〉

银座SUN JUICY〈西餐・汉堡排〉

銀座SUN JUICY〈西餐・漢堡排〉




