
〈スタッカート〉サンダルフェア
●5月25日（水）～6月7日（火）
●2階婦人靴
トレンドのレースアップサンダルなど、
夏を彩る高感度でスタイリッシュなサンダルを
取り揃えご紹介します。

  〈スタッカート〉サンダル
・・・・・・・・・・・・・各21,384円 
ともにやぎ革

フランツ スペシャルセレクション
～お気に入りの器でお茶を楽しむ～
●5月25日（水）～31日（火）
●6階スタイルコート＃6
生き生きとした植物や動物を立体的に表現した
〈フランツ〉の個性的な器をご紹介いたします。

〈OJICO〉POP UP SHOP
●5月25日（水）～31日（火）
●3階スタイルコート＃3
「インテリジェンス」と「アバンギャルド」を
コンセプトにしたデザインが魅力の〈オジコ〉。
親子お揃いで楽しめる人気のＴシャツから
名鉄7000系パノラマカーとのコラボレーション
デザインが新登場です！

  〈オジコ〉
①大人用・・・・・・5,184円から 
②こども用・・・・3,456円から 
ともに綿100％ ①レディス：M・L、メンズ：M・L・LL ②80～160cm 

〈ジョゼフオム〉POP UP SHOP
●5月25日（水）～31日（火）
●ラシック1階ラシックパサージュ
洗練されたスタイルにエッジを効かせて表現し
続けている〈ジョゼフオム〉。
〈ジョゼフオム〉の提案する軽くてコンフォートな
セットアップやバッグコレクションなど、
ラシックイベント限定の別注アイテムも
多数ご用意しております。

①

②

EVENT

●5月25日（水）午後2時～（約30分）無料

料理研究家
藤野真紀子によるトークショー
『オリエンタルなテーブルコーディネートと

上質なティータイムの楽しみ方』

①

②

●5月25日（水）～6月7日（火）
●各階

ファッションアイテムとしても人気の高い
英国ブランド〈ハンター〉のレインブーツ。
ママとキッズでお揃いにして、雨の日を
楽しく過ごしませんか。

ファッションアイテムとしても人気の高い
英国ブランド〈ハンター〉のレインブーツ。
ママとキッズでお揃いにして、雨の日を
楽しく過ごしませんか。

  〈ハンター〉レインブーツ
①キッズ用・・・・・・7,560円 
②レディス用・・・・17,820円 
ともに天然ゴム

  〈ハンター〉レインブーツ
①キッズ用・・・・・・7,560円 
②レディス用・・・・17,820円 
ともに天然ゴム
■①7階　子供靴　②2階　婦人靴■①7階　子供靴　②2階　婦人靴

携帯や旅行に便利なポケッタブルコート。
撥水加工によりレインコートとしても
活用できます。ポリエステル素材で
薄さと軽さが魅力。

携帯や旅行に便利なポケッタブルコート。
撥水加工によりレインコートとしても
活用できます。ポリエステル素材で
薄さと軽さが魅力。

  〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
ポケッタブルレインコート・・・・・・18,360円 
ポリエステル100％、36～38

  〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
ポケッタブルレインコート・・・・・・18,360円 
ポリエステル100％、36～38

■3階　マッキントッシュ フィロソフィー■3階　マッキントッシュ フィロソフィー

「キッピス」とはフィンランド語で「乾杯」の
意味。祝杯をあげる瞬間の最高な気分を
イメージして、雨の日も元気にしてくれる
レインコートです。

「キッピス」とはフィンランド語で「乾杯」の
意味。祝杯をあげる瞬間の最高な気分を
イメージして、雨の日も元気にしてくれる
レインコートです。

  〈キッピス〉
レインコート・・・・・・各7,344円
ポリエステル100％、Mサイズ相当 

  〈キッピス〉
レインコート・・・・・・各7,344円
ポリエステル100％、Mサイズ相当 

■地下2階　ファッションパーツ■地下2階　ファッションパーツ

人気の軽量傘に親骨の長さが
55cmの大きめサイズが登場！重量も
100g以下と携帯、旅行に便利です。

人気の軽量傘に親骨の長さが
55cmの大きめサイズが登場！重量も
100g以下と携帯、旅行に便利です。

  〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
折りたたみ傘・・・・・・各9,180円
ポリエステル100％、親骨の長さ55cm

  〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
折りたたみ傘・・・・・・各9,180円
ポリエステル100％、親骨の長さ55cm

■地下2階　ファッションパーツ■地下2階　ファッションパーツ

ポイントは、レジで1ポイント=1円から使えます。 ※現状お持ちのカードをそのままご利用いただけます。

名古屋栄三越
限定カラー

※イベントは都合により変更または中止となる場合がございます。

※「TOKYOグルメ＆雑貨マルシェ」・「江戸の老舗夏まつり」7階催物会場・6階特設
　会場をはじめ一部対象外のショップ・商品がございます。

梅園/浅草梅園/浅草

①あんみつ ②豆かん...1個 各519円①あんみつ ②豆かん...1個 各519円
③くず餅........................ 1箱 594円③くず餅........................ 1箱 594円

夏は、梅園の涼菓 あんみつ・豆かん・
くず餅をご賞味ください。
夏は、梅園の涼菓 あんみつ・豆かん・
くず餅をご賞味ください。

たぬき煎餅/麻布十番たぬき煎餅/麻布十番
①ざらめ狸....1袋 324円①ざらめ狸....1袋 324円
②赤鬼狸......1袋 324円②赤鬼狸......1袋 324円

木村屋總本店/銀座木村屋總本店/銀座

①酒種あんぱん 桜............................1個 162円①酒種あんぱん 桜............................1個 162円
②シナモンレーズン...........................1本 594円②シナモンレーズン...........................1本 594円

八重桜の塩漬けと北海道産の小豆を使用したこし餡が、
酒種生地に溶け込み絶妙な味わいに。
八重桜の塩漬けと北海道産の小豆を使用したこし餡が、
酒種生地に溶け込み絶妙な味わいに。

柴又丸仁/柴又柴又丸仁/柴又
①あさり佃煮...............100g 648円①あさり佃煮...............100g 648円
②新物 生炊き小女子...100g 702円②新物 生炊き小女子...100g 702円

新宿中村屋/新宿新宿中村屋/新宿
クリームパンの元祖は中村屋です！
シュークリームからヒントを得てつくった、
レトロなクリームパンです。

クリームパンの元祖は中村屋です！
シュークリームからヒントを得てつくった、
レトロなクリームパンです。

①クリームパン...【各日200個限り】1個 173円①クリームパン...【各日200個限り】1個 173円
②カリーパン................................1個 173円②カリーパン................................1個 173円
　※30日（月）の販売はございません。　※30日（月）の販売はございません。

肉のたかさご/佃肉のたかさご/佃
肉のたかさごの新名物が名古屋初登場！
黒毛和牛の旨みを極限まで引き出したローストビーフです。
肉のたかさごの新名物が名古屋初登場！
黒毛和牛の旨みを極限まで引き出したローストビーフです。

　 たかさごのローストビーフ...100gあたり 1,728円　 たかさごのローストビーフ...100gあたり 1,728円
● たかさごのやき豚.................100gあたり 584円● たかさごのやき豚.................100gあたり 584円

柏ビーズ/柏柏ビーズ/柏
①グラスビーズバッグ... 408,240円
グラスビーズ・牛革、Ｗ24×Ｈ25×Ｄ7cm
①グラスビーズバッグ... 408,240円
グラスビーズ・牛革、Ｗ24×Ｈ25×Ｄ7cm
特別提供品
②グラスビーズガマ口...... 各5,400円
グラスビーズ、Ｗ12×Ｈ8×Ｄ3cm
②グラスビーズガマ口...... 各5,400円
グラスビーズ、Ｗ12×Ｈ8×Ｄ3cm

石川べっ甲/江東石川べっ甲/江東
鼈甲文字盤ファッションウオッチ
.............【2点限り】 86,400円
鼈甲、Ｋ２４コーティング、クオーツ、
ムーブメント：日本

鼈甲文字盤ファッションウオッチ
.............【2点限り】 86,400円
鼈甲、Ｋ２４コーティング、クオーツ、
ムーブメント：日本

箱長/浅草箱長/浅草
総桐五段着物箪笥...291,600円
桐材、Ｗ100×Ｈ62×Ｄ45cm
総桐五段着物箪笥...291,600円
桐材、Ｗ100×Ｈ62×Ｄ45cm

ひねもす/国分寺市ひねもす/国分寺市
開運小槌.....1,080円
真鍮、紐部分:レーヨン、
2.7×1.8cm

開運小槌.....1,080円
真鍮、紐部分:レーヨン、
2.7×1.8cm

ジュエリー桜花/西浅草ジュエリー桜花/西浅草
Ｋ１8コンクパールリング
...............【1点限り】 756,000円
コンクパール=2.31ct、ダイヤモンド=計0.61ct

Ｋ１8コンクパールリング
...............【1点限り】 756,000円
コンクパール=2.31ct、ダイヤモンド=計0.61ct

めがうや/向島めがうや/向島
柄足袋... 各4,428円 
綿100％
柄足袋... 各4,428円 
綿100％

竺仙/日本橋竺仙/日本橋

①紬ゆかた地..................... 34,560円①紬ゆかた地..................... 34,560円
②コーマゆかた地............... 32,400円②コーマゆかた地............... 32,400円
③綿絽長板中形ゆかた地... 78,840円③綿絽長板中形ゆかた地... 78,840円
いずれも綿100％いずれも綿100％

天保年間の創業のゆかた染元。
伝統に裏打ちされた確かな仕事で人気です。
天保年間の創業のゆかた染元。
伝統に裏打ちされた確かな仕事で人気です。

つきぢ松露/築地つきぢ松露/築地

①松露サンド...【各日50パック限り】1パック 648円①松露サンド...【各日50パック限り】1パック 648円
②玉子焼 松露...................................1本 810円②玉子焼 松露...................................1本 810円

つきぢ松露の新定番「松露サンド」が
ついに名古屋地区初登場！
つきぢ松露の新定番「松露サンド」が
ついに名古屋地区初登場！

太郎/深川太郎/深川
深川めし穴子弁当...1折 1,296円深川めし穴子弁当...1折 1,296円

寿庵/青梅寿庵/青梅
べったら漬...350g 594円べったら漬...350g 594円

浅草むぎとろ/浅草浅草むぎとろ/浅草
①味付とろろ..........1袋(80ｇ×4) 1,296円①味付とろろ..........1袋(80ｇ×4) 1,296円
②茶そば.....1袋(めん90g・つゆ25ｇ) 432円②茶そば.....1袋(めん90g・つゆ25ｇ) 432円

浅草コレクション/東浅草浅草コレクション/東浅草

婦人浅草牛革カジュアルシューズ
... 各5,940円
婦人浅草牛革カジュアルシューズ
... 各5,940円
牛革、22.0～24.5cm、4Ｅ牛革、22.0～24.5cm、4Ｅ

ゆったり幅広で軽くて履きやすい
2016年の新作。
カラーも全7色取り揃えました。

ゆったり幅広で軽くて履きやすい
2016年の新作。
カラーも全7色取り揃えました。

7階催物会場
〈最終日午後6時終了〉
※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・
不能の場合もございますので予めご了承ください。

5.25Wed. Mon.30

①①
②②

その他出店店舗
●浅草/桐生堂（組紐）

●新富/大野屋總本店（割烹着）

白地、藍地、紬地など、
清涼感あふれる
生地と柄は竺仙ならでは。

白地、藍地、紬地など、
清涼感あふれる
生地と柄は竺仙ならでは。

胡麻油の関根/新宿胡麻油の関根/新宿
①関根の胡麻油...1400g 3,672円①関根の胡麻油...1400g 3,672円
②関根のごまらー油.....45g 756円②関根のごまらー油.....45g 756円

青柳正家/向島青柳正家/向島
①あんわらび...2個入 540円①あんわらび...2個入 540円
②栗蒸し羊羹.....1棹 972円②栗蒸し羊羹.....1棹 972円

江戸の

老舗
夏まつり
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③③

※写真は盛り付け例です。※写真は盛り付け例です。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

③③
②②

①①

前川印傳/浅草前川印傳/浅草
①印傳ショルダーバッグ... 44,280円
鹿革・牛革、W28×H27×D5cm
①印傳ショルダーバッグ... 44,280円
鹿革・牛革、W28×H27×D5cm

②印傳長財布.................. 32,400円
鹿革・牛革、W19×H11×D3.5cm
②印傳長財布.................. 32,400円
鹿革・牛革、W19×H11×D3.5cm

①①

②②

小松屋/銀座小松屋/銀座
重ね草履... 47,520円
牛革・コルク
重ね草履... 47,520円
牛革・コルク

舟和本店/浅草舟和本店/浅草

①芋ようかん..........5本入 648円①芋ようかん..........5本入 648円
②あんこ玉..........10個入 840円②あんこ玉..........10個入 840円

創業明治35年。和菓子の老舗 舟和の
芋ようかんは浅草の代表商品です。
創業明治35年。和菓子の老舗 舟和の
芋ようかんは浅草の代表商品です。

①①
②②

①①②②

2016


