
□ 10月11日（水）～16日（月） □ 6階イベントサロン
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〈最終日は午後4時閉場〉

ウィーン金貨ハーモニー シリース

松山三越10/2017 10 火

金・工芸品の世界〈GINZA TANAKA〉の
貴金属工芸品

K24、約135g、約幅15×高さ16.5cm

24金製 兜 「剣」 中 〈武比古作〉
1,850,000円

24金製 GODZILLA

24金製 干支 『戌』 大淵光則原型作

本体：約幅19×高さ24×奥行35cm、
台座：約幅40×高さ2×奥行41cm

K24、約15kg、

150,000,000円

50,000,000円

TM©TOHO CO.,LTD

24金製 ウルトラマン

本体：約高さ30cm
K24、約11kg、

110,000,000円

©円谷プロ

●参考価格

※参考価格は、2017年9月の相場を参考に
　金小売価格5,000円/グラムで計算しております。
　（当日の金相場により毎日価格が変動いたします。）

■お問い合わせ : 松山三越6階  宝飾 
TEL.０８９-９３４-８１２１（担当 森貞・山口） 

※いずれも写真はイメージです。 

※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。

※掲載の商品は数量に限りがございますので品切れの節はご容赦ください。

ディズニー 24金製 10g小判

※専用アクリルスタンド付（約幅10×高さ11.5cm）

※専用アクリルスタンド付（約幅15×高さ15cm）

小判：K24、約10g、約幅2.3×高さ3.9cm

130,000円

© Disney

●参考価格

艶やかで豊かな光沢、優れた対称性による、澄んだ音色と、長く清らかな余韻が特

徴です。部分的に厚みを変えるなど、高度な貴金属加工技術によって生み出された

仏鈴は 、均一で美しい音色を奏でます。

18金製 仏鈴（おりん）いずれも座布団、黒檀製鈴台、黒檀製鈴棒、桐箱付
K18、約140g、約高さ4×直径7.5cm1,200,000円2.5寸

3.0寸
3.5寸
4.0寸

●参考価格

K18、約230g、約高さ4.5×直径9cm1,875,000円●参考価格

K18、約330g、約高さ5.3×直径10.5cm2,650,000円●参考価格

K18、約530g、約高さ6.5×直径12cm4,250,000円●参考価格

K24（約3,200g）

本体：約幅35×高さ31.5cm
※ガラスケース付
（約幅50×高さ58×奥行50cm）

24金製 置物 「松に鷹」

135,000円各

●参考価格

●参考価格

15,000,000円

26,000円

29,000円

17,500円

90,500円

45,000円

Pt999、約250g、Pt900、約111g、K24、約145g、シルバー

K24、約5g、本体：約幅4×高さ2.5cm
※ガラスケース付（約幅10×高さ10×奥行8cm）、桐箱付

K24ウィーン金貨ハーモニー1/25オンス、
枠：K18

鶴本体：約幅10×高さ22cm、亀本体：幅10×高さ8.5cm
※ガラスケース付（約幅50×高さ42×奥行35cm）

プラチナ/24金/銀製 置物 「鶴と亀」

2018年 干支もの

スター・ウォーズ  24金製 10g小判
左： ルーク・スカイウォーカーVSダース・ベイダー 右： ヨーダ

いずれも 小判：K24、約10ｇ、約幅2.6×高さ4.2ｃｍ

「戌」

福を招く
輝き

ウィーン金貨ハーモニー
１／２５オンス 長財布

※二つ折財布や名刺入れもございます。
※ブラックやネイビーなど他の色もございます。

195,900円
K24ウィーン金貨ハーモニー1/4オンス、
枠・チェーン：K18YG、最長45cm

K18

いずれもK18（中の玉は真鍮）
※桐箱付

※布ケース、桐箱付

ペンダント

18金製 根付鈴

18金製 爪楊枝

「小槌」

「鈴中」ウ
ィ
ー

ン金
貨ハーモニ

ー

ウィーン金貨ハーモニー
１／4オンス

© & ™ Lucasfilm Ltd.

※ガラスケース付、桐箱付



婦人靴五千足まつり・ハンドバッグバザール

【100点限り】

10月11日○水 オープニング
サービス 特別提供品

3,240円各【100点限り】 3,780円各

■10月11日（水）～16日（月） ■7階催物会場

日本のものづくり

〈最終日は午後4時閉場〉

〈スピーディダック〉

a.トートバッグ

b.長財布

スニーカー各種 

〈ゴールデンフット〉
牛革・羊革・やぎ革
婦人靴各種 

【100点限り】 3,240円各

カジュアルバッグ各種

リュック

ウオーキングシューズ

【200組限り】1,080円

6,372円

12,960円

6,480円から

5,400円から
86,400円

32,400円

5,400円から

13,824円
17,064円
8,424円

靴下各種 よりどり6点

パンプス特集

特集

特集 特集

特集ゴールデンフット

ショルダー
バッグ バッグ＆財布

エキゾチックレザー

a

a

c

b

d

b c

d

※記載のない商品は、
　いずれも素材・原産国各種

いずれも日本製

いずれもオストリッチ

a

b

トラベル特集

大きい・小さいサイズ婦人靴特集

歩きやすいシューズに使いやすいバッグ。
お気に入りのアイテムで、旅を楽しもう！！

※写真は商品の一例です。

小さいサイズ21.0cmから
大きいサイズ26.0cmまでの婦人靴を
ご紹介いたします。

※いずれも写真はイメージです。   ※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。
※掲載の商品は数量に限りがございますので品切れの節はご容赦ください。

秋のマストアイテム
ベロア、ファブリック素材で、旬コーデに!!

特集

ちよっと早めの今から探して、長く楽しもう。

旬素材の靴

旬のアウター

おいしい料理はお鍋から

コスメにも注目

旅にも使えるバッグが欲しい

パーカーの季節です

ハロウィンを楽しもう

こだわりのアイウエア

今、欲しいもの

〈バークレー〉カッターパンプス

〈レリアン〉ニットカーディガン

各 12,960円 素材各種、日本製
※お渡し:約1カ月後

品質とデザインにこだわった鯖江の
フレームを多彩にお届けします。

これからの季節、コートインは
もちろん、春先まで使える
着回し抜群のアイテムです。

フェイシャル美容機器「IMキューブ」を体験してみませんか。

気分も盛り上がること間違いなし。

軽量で身体にフィット。歩きなが
らでも出し入れしやすく、旅行に
もぴったりです。

足元に視線が集まりそうなパンプスで
深まる季節、お出かけしませんか。

上質でデイリーなライトアウターは、 秋から冬への季節の
変化にも便利なアイテムです。

家族団らんを楽しむ鍋料理
から汁物料理や煮物まで、日
本人が慣れ親しんだ食事を
おいしく仕上げてくれます。

『ファッションであること。高機能で
あること』をコンセプトに作られた
　大人フェミニンな婦人靴です。

□ 10月23日（月）まで

□ 10月17日（火）

□ 10月10日（火）

□ 10月16日（月）まで □ 1階 婦人靴

□ 10月15日（日）
□ 3階 レリアン・レリアンプラスハウス

□ 5階 キッチン雑貨

□ 6階 メガネサロン

□ 2階 アデュー トリステス

□ 1階 婦人靴

〈バークレー〉パターンオーダー

〈ファオン〉デビュー

期間限定販売

期間限定販売

〈白鳳堂〉ベーシックセット 2017

〈アナ スイ〉
ネックレス
チョーカー・ピアス
リング

〈ストウブ〉Wa-NABE M

専属アーティスト山田江里香さんによる
メイクアップアドバイス会開催

□ 10月10日（火）～16日（月）

□ 10月14日（土）・15日（日）

□ 10月10日（火）～16日（月）

□ 1階 アトリウムコート

□ 1階 アトリウムコート

□ 1階 アクセサリー（アナ スイ）

パウダー用（やぎ）・アイシャドウ用（やぎ）・アイブロウ用（馬）、三つ折りスナップケース付、いずれも日本製

〈白鳳堂〉化粧筆フェア〈レリアン〉「LIGHT OUTER with WARM PANTS」

〈ストウブ〉鍋特集

〈コスメデコルテ〉イオンミスト体験会

〈アナ スイ〉
ハロウィンシリーズ

a.c. 各 14,580円 b.d. 各 15,120円
〈ファオン〉婦人靴

a.c.羊革、b.d.羊革・やぎ革、中国製

12,096円

20,520円

22,680円

11,880円
303円 各 8,640円

【15点限り】

メイドインジャパン特集

〈マスナガ〉メガネフレーム

〈アデュー トリステス〉
ニットパーカー

43,200円 チタン・プラスチック、日本製

23,760円 毛100%、中国製
※インナーは参考商品です。

20種
カラー

3種
ヒール

対応サイズ：21.5~25.0cm

〈ちゃけちょけ〉

〈ウルティマ〉スリングバッグ

松山三越
初登場□ 10月10日（火）～23日（月）□ 1階 婦人靴

□ 4階 バッグラゲッジ

〈ちゃけちょけ〉パンプス

〈ウルティマ〉
a.ショルダーバッグ
b.ボディバッグ

23,544円

15,120円
10,800円

a. 22,464円b.
a.牛革、b.人工皮革（撥水加工）、いずれも22.0～25.0cm、日本製

a.約H25×W20×D6cm、b.約H30×W20×D7cm、
いずれもナイロン、中国製

a

a

a

b

b

b

a

b

c

d 松山三越限定アイテム登場
〈アデュー トリステス〉

EVENT

※詳しくは、ショップ係員にお問い合わせください。

地階食賓館もチェック！！

5階〈バーミキュラ〉もチェック！！

期間限定販売

松山三越 各階

探しにきませんか？

a.〈ジョアン〉
ハッピーハロウィン

216円
b.〈日本橋屋長兵衛〉
かぼちゃまんじゅう

1個

1個

鋳物ホーロー鍋、直径18cm、1.66L、フランス製

調理実演開催
□ 10月14日（土）・15日（日）

□ 10月13日（金）～31日（火） 焼きあがり：午前11時

EVENT

白米・玄米も
調理できる
ライスポットも
見に来てね。

メタル・合成樹脂・ガラス・合成繊維

70,200円
毛65％・ポリエステル35%、日本製

７～１７号サイズが揃う
フルサイズショップに
なりました。

〈各日午前11時・午後3時〉


