
  〈ミスキョウコ〉
①ウオーキングシューズ

・・・・・・・・・・・・16,632円 
豚革・その他
②ショートブーツ

・・・・・・・・・・・・・18,576円 
豚革・合成皮革

〈キミコワカツキ〉
オータムフェスタ

7階催物会場のご案内 ●10月26日（水）～31日（月）〈最終日午後6時終了〉

新作ニットコレクションや手づくり体験会などを
開催。キミコワカツキらしいデザイン性あふれる
アイテムをご紹介いたします。

レディスウオーキングシューズフェスタ
秋のウイッグフェスタデザインと履き心地にこだわったウオーキングシューズが大集合！

  〈ロイヤルドルトン〉
ペインテッドフルーツ 飾り皿・・・・・・・・・・・ 270,000円 
陶器、径約21.5cm、1927年頃 英国

岩崎紘昌 監修「和洋時代物マーケット」
各日とも最終受付は閉場１時間前まで

人気テレビ番組などで西洋アンティーク評論家として活躍された
岩崎紘昌氏の監修のもと選ばれた、陶磁器、ガラス、
アクセサリーなどの品々を展示販売いたします。

瑞々しい色彩でフルーツが描かれたイギリスの伝統的なデザインの
飾り皿。ロイヤルブルーと呼ばれる濃紺と豪華な金彩も見事です。

TVショッピングでもお馴染みの〈ミスキョウコ〉。
幅広設計で外反母趾の方にも履きやすい、
おしゃれなコンフォートシューズです。

  〈カナナ プロジェクト〉リュック
①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17,280円 
約W31×H30×D14（19）cm、500g、12（14）L
②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,360円 
約W30×H34×D11cm、610g、10L
ともにポリエステル・ナイロン（テフロン加工）/
一部付属牛革

〈カナナ プロジェクト〉POP UP STORE
●10月26日（水）～11月1日（火） ●1階スタイルコート

旅行や普段使いなど、幅広くお使いいただける、高い
収納力とデザイン性がポイント。2016年
秋冬の新色を中心にご紹介いたします。

スーツケース ペイントサービス ●10月30日（日）午前11時～午後5時
対象のスーツケースをお買いあげの方に、デザインサンプルの中からお好きな絵を無料でペイント。
オリジナルフレグランスサシェ サービス ●10月29日（土）・30日（日）
対象商品をお買いあげの方は、オリジナルフレグランスサシェ をお作りいただけます。

  〈小宮 康正〉
江戸小紋着尺
裾廻し伊達衿付

「菊あられ」
・・・・ 864,000円 
絹100%

小宮 康正 江戸小紋展
●10月26日（水）～11月1日（火）  ●8階呉服

江戸小紋は祖父 康助氏を重要無形文化財の保持者
（人間国宝）に認定する際に命名された言葉です。
祖父 康助氏、父 康孝氏はともに重要無形文化財の
保持者（人間国宝）、その技を継承する康正氏の
江戸小紋展です。

小宮康正お見立て会 ●10月29日（土）午前11時～午後4時
日本工芸会正会員 小宮康正氏によるお見立て会を開催します。
また、別染のご相談も承ります。

フットマインド　ジョーヤ　コンフォートクリニック　アキレス・ソルボその他の出品ブランド

Extri & KIMIKO 2017 春夏受注会

カンタンにできる
ステンシル（型染）の
アームウオーマー
手作り体験会（随時開催）

●材料費/2,160円（参加費無料）

ウイッグコーディネーター蓑島 里美による
「ウイッグおしゃれ教室」

●10月29日（土）午後1時～

世界の一流ウオッチメゾンやジュエラーをこだわりの品揃えと

クオリティでラインナップいたします。世界中から集まる逸品の数々をごゆっくり

ご覧いただける、ラグジュアリーな空間をお届けいたします。

愛好家が集う、くつろぎの空間
タイムピースラウンジ「アストロラーベ」の魅力
こだわりを持つ時計愛好家のお客さまが自由におくつろぎいただける空間

タイムピースラウンジ「アストロラーベ」を新設。バーゼルなどで話題の最新モデルや

名門メゾンの希少ウオッチを、実体顕微鏡と大型モニターを通じて細部まで堪能できます。

時計の原点であるスイス機械式時計の今と昔をひも解きながら、深遠なる時計の世界に皆さまをいざないます。

パルミジャーニ・フルリエフェア

ブガッティ社と継続的なパートナーシップを組む
パルミジャーニ・フルリエ。伝説的名車

「ブガッティ エアロライト」から着想を得たモデルが
誕生しました。

トンダ1950・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,362,500円
自動巻、K18WGケース、直径：39mm、スイス製

ミシェル・
パルミジャーニ氏

6階 ウオッチ＆ジュエリーフロアイメージ

6階 タイムピースラウンジ「アストロラーベ」 イメージ

タイムピースラウンジ「アストロラーベ」 菊野昌宏氏
トークショー

Watch WATCH 
BRAND Index

ノーブルスタイリングギャラリー
POP UP SHOP

■HYT　■レベリオン　■フィオーナ クルーガー
■フランク ヴィラ　■マニュファクチュール ロワイヤル

●10月29日（土）～11月8日（火）

個性あふれるブランドを集積した、東京の
ウオッチブティック「ノーブルスタイリングギャラリー」が
初出店いたします。

シンプリシティを極めた「トンダ1950」。
すべてのパーツを自社で製造し、
シースルーバックから眺めるムーブメントの
仕上げは秀逸です。薄型ケースに一体化した
流線形のラグが、優れた装着感を実現。

出品
ブランド

〈パルミジャーニ・フルリエ〉

マリーンダイバー ポパイ
・・・・・・・・・・・・・【日本限定30点・1点限り】 1,248,480円
自動巻、SSケース、直径：44mm、スイス製

世界的に有名なセイラーである
「ポパイ」が描かれたダイバーウオッチが、
日本限定モデルとして誕生しました。
ポパイのトレードマークである
コーンパイプを6時の位置の
スモールセコンドにあしらい、
裏蓋には元気溢れる彼の姿が
刻印されています。

〈ユリス ナルダン〉

1919 デイトタイマー・エタニティ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・669,600円
自動巻、Tiケース、直径：42mm、スイス製

1950年代のPorsche 356の象徴的な優雅さと、
バウハウスにルーツを持つ1919コレクションの
ピュアで機能的なデザイン美が融合した最新作。
ヒート・トリートメントによりブロンズ色に
仕上げられたチタニウム・ケースが印象的です。

〈ポルシェ デザイン〉

18金製 仏鈴
・・・・・・・・・・・・・・・2,401,000円（参考価格）
約330g、
直径約10.5×高さ約5.3cm

Jewelry

光沢が艶やかで豊かな仏鈴。
優れた対称性によって
生み出される、澄んだ音色と
長く清らかな余韻が特徴です。

〈ギンザ タナカ〉

24金製 大判「酉」・・・1,617,000円（参考価格）
約200g、縦約12.5×横約7.7cm

美しい雄鳥の佇まいが
印象的な24金製の大判です。

タリスマン　
リング・・・・・・・・・・・・・820,800円 K18PG、TR＝0.50ct、D＝計0.10ct

ペンダント・・・・・・972,000円 K18PG、TR＝0.50ct、D＝計0.24ct、チェーンの長さ：45cm

〈お守り〉という名前のメレリオカットコレクション「タリスマン」。
メレリオカットとは、メレリオ・ディ・メレーが自然界で
最も美しいフォルムと定義づけた、卵型が特徴の独自のカットです。

〈メレリオ・ディ・メレー〉

ペンダント・・・・・・・・・・・・1,998,000円 K18WG、ダイヤモンド、チェーンの長さ：約40cm

リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,376,000円 K18WG、ダイヤモンド

1750年の創業以来、すべての
ジュエリーをハンドメイドで制作し、
独自の世界観を貫いてきた「ブチェラッティ」。
ジュエリーの枠を超えて、まさに芸術品と呼ぶに相応しい逸品です。

〈ブチェラッティ〉

リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240,000円
K18PG、ダイヤモンド

1920年創業、モナコ王室
御用達の老舗ジュエラー。
レポシの4代目として多彩なる
才能を受け継いだ
アーティスティック・ディレクターの
ガイア・レポシ。トレンドを
意識した新鮮でかつ斬新な
デザインで脚光を浴びています。

〈レポシ〉

ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,968,000円
K18YG/WG、D＝計1.90ct、首周りの長さ：約42cm

滝のように流れ落ちる流水や波を表現しており、
タイムレスな優雅さと現代的なフレーバーの
両方を兼ね備えた、マルコ・ビチェゴの代表的な
コレクションのひとつです。

〈マルコ・ビチェゴ〉

ティソ ヘリテージ 1936・・・・・・・・・・・・118,800円
手巻、SSケース、直径：45mm、スイス製

アイ・ダブリュー・シー
ウブロ
エドックス
オメガ
カシオ
ガランテ
グランドセイコー
クレドール
サルヴァトーレ フェラガモ　
シチズン
ショパール
ジラール・ぺルゴ
セイコーアストロン
センチュリー
ティソ
パテック フィリップ
ハミルトン
パルミジャーニ・フルリエ
ブライトリング
フランク ミュラー
ブレゲ
フレデリック・コンスタント
ボーム＆メルシェ
ポルシェ デザイン
ミッシェル・エルブラン
モーリス・ラクロア
ユリス ナルダン
ロジェ・デュブイ
ロマン・ジェローム
ロレックス
ロンジン
A・ランゲ＆ゾーネ
G ショック
TF
他

男性たちが使う時計が、懐中時計から
実用的な腕時計へと変化し始めた
革命期である1936年に存在した
ティソの時計のスタイルを忠実に再現。
1930年代の腕時計に思いを馳せた
デザインです。

〈ティソ〉

※当日の貴金属相場により、販売価格が変動いたします。※上記参考価格は金小売価格4,900円/gにて計算。

※写真はイメージです。
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ショーメ
ナディア
ヒサ コレクション
フォーエバーマーク（ファッション）
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メレリオ・ディ・メレー
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岩崎紘昌トークショー
自らの体験を交えたアンティークにまつわる楽しいお話です。
また、10月30日（日）も来場予定！
※イベントは都合により、変更・中止になる場合がございます。

●10月29日（土） 午後2時～EVENT

特別イベント

●10月29日（土）午後3時～

①

②

オーダーメイドから既製品まで、
人気・話題のウィッグを豊富に
展示・販売しております。

高橋 惠子さん
アデランス イメージキャラクター

予約販売

予約販売

独立時計師。陸上
自衛隊勤務を経
て時 計の道へ。
2013年に日本人
初のAHCI（独立
時計師アカデミー）
正会員に。

10/29㊏
午前11時30分～
来店

●10月29日（土）～11月8日（火）

①

②

ショッピングローン手数料を無料で承ります。 詳しくは係員にご相談ください。

※ウオッチ・ジュエリー・メガネが対象。※お買いあげ金額が30,000円以上で1回のお支払い金額が3,000円以上。※印鑑とご本人確認できるもの（免許証・保険証・パスポートなど）をお持ちください。※手数料は名古屋栄三越で負担いたします。※一部対象除外品がございます。

最大48回払いがご利用いただけます。 ●10月29日（土）～11月15日（火）

10月29日（土）
6階ウオッチ＆ジュエリーが
中部地区最大級のスケールで
装いも新たに生まれ変わります。

   〈パルミジャーニ・フルリエ〉ブガッティ エアロライト
・・・3,510,000円 自動巻、チタン・K18WG、直径：41mm、スイス製


