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日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1,080,000円)　取り扱い商品の一例

＜ボランジェ＞
007スペクター リミテッド・エディション・
クリスタル・セット

映画「007 スペクター」公開を記念してリリースされた特別限定品。
＜ボランジェ＞の偉大なビンテージ、1988年のボランジェ R.D.マグナムと、老舗クリスタルメーカー
“サン・ルイ”のコラボレーション。（＊シリアルNO付き）
（白発泡／1500ｍｌ・フランス製）

シャトー・ムートン・ロスチャイルド　2005

アルマスペルシカスキャビア

グランド ハイアット 東京
オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」内
特別個室「シェフズテーブル」にてキャビアに
合うバリックサーモンなどもご一緒にお楽しみ
いただけます。

オシェトラ種の中でも希少なペルシャチョウザメから採れる卵を使って作られるのがアルマスペルシカ
スキャビア。そもそもペルシャチョウザメのキャビア自体が生産量が極端に限られるうえ、金色に輝く
キャビアのみを選別し更に希少価値を高めた逸品。歴史的にそのキャビアはシャー（王）のプライ
ベートリザーブだったものが世界限定100名のお客様に再購入の権利付で販売されます。23金
メッキ仕上げの真鍮製容器とローズウッドの化粧箱や専用BOX入りの真珠貝製のキャビアスプー
ン6本がセットに含まれます。現在、世界で約80点が販売され、日本では2点のみの販売実績。
今後、確約された輸入数量はあと3点のみと、日本では計5点のみの販売のうち1点をご用意し
た超限定品。
更に今回は、グランド ハイアット 東京のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」内にある専用キッ
チンがついた特別個室「シェフズテーブル」にて、CHPシャンパーニュｘ3本や、グランド ハイアット 東
京提供のキャビアに合う食材のバリックサーモンなどをご一緒にお愉しみいただける特別サービス付
き。
・キャビア内容量：250ｇ（23金メッキ真鍮製専用容器、ローズウッド化粧箱入り）、真珠貝製キャ
ビアスプーン6本（専用BOX入り）、CHPシャンパーニュ750ml×3本
※「シェフズテーブル」ご利用についての日程は、ご希望に添えない場合もございます。

商品の説明商品

世界的なワインの権威ロバート・パーカーも97点という好評価をした良年ビンテージのシャトー・
ムートン・ロスチャイルド2005年の中でも、生産本数がごくわずかな5000ｍｌサイズを特別にご紹介
いたします。
（赤／5000ｍｌ・フランス製）

シャトー・ムートンロスチャイルド
ビンテージ飲みくらべ１０本セット

シャトー・ムートン・ロスチャイルドをビンテージで飲みくらべていただけるスペシャルセット。パーカーポ
イント97点の2010年ビンテージを含め、シャトームートンの熟成や飲みくらべをお愉しみいただけま
す。毎年異なる芸術家が彩るエチケットのデザインもお愉しみください。
1995.1996.1997.1998.1999.2001.2003.2005.2006.2010
（各赤／750ｍｌ×10本・フランス製）

画像確認中
＜ガウディ＞
クロコダイル　オーナーズワンサービス

希少性が高く、２ctを超えるアレキサンドライトキャッツアイのリングと、ウォーターオパールを纏った鳥
のペンダントは、ブローチとしてもお使いいただけます。
・R：Pt、AL=2.20ct  D=計0.88ct
・PN：K18WG/K18YG、WO=4.25ct  D=計0.09ct  全長45cm (長さ調整機能付)

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）

エメラルドリング・ペンダントセット

＜ガウディ＞
クロコダイル４点セット
・婦人ハンドバッグ　・紳士バッグ
・婦人財布　・紳士財布

婦人のハンドバッグ、紳士のバッグをお選びいただき、さらに婦人、紳士の長財布がついた豪華な
４点セット。「大百万均一」での限定価格。

ダイヤモンドリング・スピネルペンダントセット

光の放射をイメージしたデザインのペンダントの中央には美しいスピネルを配し、ブローチとしてもご
使用いただけます。オーバルカットのダイヤモンドは1,5ctのボリューム感。
・R：Pt、中石D=1.52ct・SI2・Lカラー  脇石D=計0.36ct
・PN：K18YG/K18WG、SN=1.75ct  D=計0.67ct  全長45cm (長さ調整機能付)

ジョン・ウォーカー限定ウイスキーセット
歴代のマスターブレンダーが生きた時代のウイスキーを再現した２本セットです。
（700ｍｌ×2）

２枚のクロコダイルの革を使い表裏センター取りの贅沢なトートバッグ１点（ユニセックス）と婦人の
財布、紳士の財布とベルトを１点お作りいたします。　＊計４点
ご希望のお客さまにはイニシャルを無料でお入れいたします。
カラー：３色（黒、こげ茶、ヴァニラ）

ペンダントは１９ctを超えるエメラルドのボリューム感を、リングはカボションカットが醸し出す柔らかな
色合いをお楽しみいただけます。
・R：K18YG/K18WG、中石E=5.39ct  脇石E=計0.24ct  D=計0.20ct
・PN：Pt/K18WG、E=19.24ct  D=計0.61ct  全長45cm (長さ調整機能付)

アレキサンドライトキャッツアイリング・
ウォーターオパールペンダントセット
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限定数

日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1,080,000円)　取り扱い商品の一例

商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）
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リング、ペンダント、イヤリングを１カラットでご案内します。単品でも充分輝きと存在感のあるダイヤ
モンドセットです。
・Ｒ：中石：1.01ct・SI2・Gカラー・グッドカット、脇石：計0.20ct
・Ｐ：1.00ct・I1・Gカラー・グッドカット、ﾁｪｰﾝ長さ約45㎝（長さ調節機能付）
・Ｅ：計１.０0ct・I1・Gカラー・グッドカット

Ptダイヤモンドリング

魅力的な大きさの１カラットダイヤモンド。カラーグレードは最上の無色のＤカラー、カットも最上の
エクセレントと品質にこだわったリングです。両サイドのダイヤが１カラットダイヤの輝きを一層引き立
てます。
・中石：1.00ct・SI2・Dカラー・エクセレントカット、脇石：計0.28ct

【抽選】
Ptダイヤモンドリング・ペンダント・ピアス
３点セット

【抽選】
Ptダイヤモンドペンダント

人気のしずく型にカットされた１カラットのダイヤモンド。透明度の高いＶＳクラス、無職のＤカラーと
高品質のダイヤモンドです。胸元に輝きが広がります。
・中石：1.0１ct・ＶS1・Dカラー・ペアシェイプカット、脇石：計0.59ct、チェーン長さ約45㎝（長さ調
節機能付）

Ｋ14ＷＧパールネックレス・イヤリングセット
希少性の高い大粒の10.5㎜玉。真珠の巻とテリの良いネックレスです。フォーマルだけでなく、
ファッションの装身具としても存在感のある逸品です。
・Ｎ：10.5㎜玉、長さ約45㎝、Ｅ：10.5㎜玉

赤サンゴ　ルース

ジュエリーに加工する前の無穴の赤サンゴルース(裸石)です。色むらもなく、きれいな赤サンゴの逸
品です。本館６階のジュエリーリフォームコーナーでリング、ペンダントに加工承ります。(枠代、加工
代は別途有料となります。)
・１２.0mm玉

縁起物ヒスイ置物＜８匹のネズミ＞

子孫繁栄、家族繁栄など「ねずみ」は縁起がいいと言われています。『八匹』の八は末広がり。
様々な色のヒスイの縁起物です。
・最小：0.9ｇ 縦約1.1cm×横約0.7cm×高さ約0.8cm／最大：4.8g　縦約２cm×横約1cm×
高さ約1.5cm

水晶玉(ロック・クリスタル)

きれいに磨き上げられた水晶です。パワーストーンとしても人気がありますが、この大きさの丸い球
は希少です。人工物と見分けがつきにくいのが水晶玉ですが、専門機関の鑑別書がついていま
す。
・81.1㎜玉、台座付

※写真はイメージです

【抽選】
Ｋ２４　ライオン像

三越のライオン像をモデルに製作した、２４金の百獣の王「ライオン」像です。
・当日お渡しは２点、もう１点は約45日後のお渡しになります。
・本体：60ｇ、約9.5×約3.5×高さ約4.3㎝、ガラスケース付

K24 出世兜
端午の節句の兜を24金で制作した、輝く逸品です。お子様、お孫様のお祝いに。
・兜：Ｋ24、58ｇ、幅約7.2×高さ約9㎝、太刀・弓矢は真鍮に金色メッキ、ガラスケース付

【抽選】
＜ウルゴス＞ホールクロック

ドイツの伝統技術を継承している「ウルゴス」のホールクロック。昔ながらの機械式、懐かしいチャイ
ムの音が広がります。伝統的なデザインは変わらぬ時を刻みます。
・ムーブメント：７日巻機械式、チャイム３曲(ウエストミンスター・ウィッティングトーン・セントミカエル
チャイム)打ち、夜間鳴り止め装置付き、外装：ウォールナット材、205×５９×35㎝

Ｋ14ＷＧダイヤ入り黒蝶パールネックレス・
イヤリングセット

黒蝶真珠の大粒ネックレスイヤリングセットです。色、形、傷の少なさ、テリの良さが揃った黒蝶真
珠は華やかな装いにも好適な豪華な逸品です。
・Ｎ：10.0～13.0㎜玉、Ｄ＝0.10ｃｔ、長さ約45㎝、Ｅ：11.0㎜玉

Sｉｌ 赤サンゴネックレス
人気の赤サンゴのグラデーションネックレスです。近年希少性が高まっていますが、日本では昔から
装身具の素材として女性に愛されてきました。シンプルながら華やかなネックレスです。
・4.0mm～9.0mm、長さ：約４４㎝（８９玉）
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限定数

日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1080,000円), 　取り扱い商品の一例

商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）

受注
生産

1点

1点

1点

1セット

5セット

3点

５セット

2セット

1点

薩摩　錦光山　人物花図飾皿

大島紬・西陣洒落袋帯
（有名料亭ディナーペアセット）

大島紬に西陣有名機屋の袋帯をコーディネートいたしました。おきもの姿で人形町　「玄治
店濱田家」でのディナーをお楽しみいただきます。
※掲載品の柄は１点のみ。

ご婚礼　きものお支度セット

ご婚礼のお支度をすべてご用意いたしました。黒留袖、訪問着、色無地、袋帯、長襦袢、喪
服セットをお誂えお仕立て付きで。
※掲載品の柄は１点のみ。

＜安田念珠店＞
念珠

創業３３０余年。十代を数える念珠の老舗として各宗派総本山をはじめ、幾多の仏閣のご用
命を預かっています。
「ぬくもりを伝える」を心がけて念珠を作り続けています。
今回は珊瑚の念珠に、つづれ角座具とともに、京都有名寺院老師揮毫の色紙をお付けいたし
ます。

Ｋ２４　お江戸日本橋大判

広重の東海道五十三次「日本橋」をＫ２４の大判で作製しました。当時の日本橋の賑わいが生
き生きと感じられます。
・ご注文をいただいてから約４週間後のお渡しとなります。
・Ｋ24、100ｇ、たて12.6×よこ7.6㎝

七宝　鷲鶴図花瓶

※他16点

【抽選】
マルク・シャガール
版画「エルサレム・ウィンドウ」
全18種セット

20世紀の巨匠のひとりに数えられ、愛を歌い上げる画家マルク・シャガールがエルサレムの教会を
かざるステンドグラスのために描いた作品を版画にしました。全18種類がセットになっています。

古満巨柳　小鍛冶稲荷明神図印籠
明治期の超絶技巧。藩の庇護を失なった名工たちが海外の輸出を目的とし技術の粋を集めて
作られた逸品。お買い上げの方には、この分野の第一人者であられる京都・清水三年坂美術
館の村田理如館長が後日直接作品解説を行ってくれます。

明治期の超絶技巧。藩の庇護を失なった名工たちが海外の輸出を目的とし技術の粋を集めて
作られた逸品。お買い上げの方には、この分野の第一人者であられる京都・清水三年坂美術
館の村田理如館長が後日直接作品解説を行ってくれます。

明治期の超絶技巧。藩の庇護を失なった名工たちが海外の輸出を目的とし技術の粋を集めて
作られた逸品。お買い上げの方には、この分野の第一人者であられる京都・清水三年坂美術
館の村田理如館長が後日直接作品解説を行ってくれます。

※商品の一例

【抽選】選べる版画2点セット

古今東西、名うての画家の版画作品を、ご用意した中からよりどり2点をお選びいただけます。

※写真はイメージです

ブロンズ胸像オーダー

世界に一つだけとなるブロンズによる胸像をオーダーにて承ります。（台座やプレート、メガネ等付
属品は別途）
※サイズ：高さ約45cm、納品期間：打ち合わせ後約3か月
※制作時にご本人のご来店、もしくは資料となる写真（正面・後姿）が必要になります。
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限定数

日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1,080,000円)　取り扱い商品の一例

商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）

1組

3名

2名

1名

5点

3点

1点

5点

1点

各1点
計20点

【抽選】
貸切プレミアムクルーザーで行く
親子3世代の旅

45席の大型バスの座席をわずか10席に限定することで、圧倒的なゆとりの空間を実現した三越
伊勢丹プレミアムクルーザーを6名様貸切でご利用いただきます。
通常ツアーでは、小学生以下のお客様はご参加いただけませんが貸切プランとなりますので3世
代のご家族旅行にもご利用いただけます。
宿泊は「ザ・プリンス　ヴィラ軽井沢」の広々としたジャグジー（内風呂）と露天風呂付きメゾネット
（2階建て）のお部屋。夕食はシェフが直接お部屋で料理を提供するマイシェフサービス付です。
家族でテーブルを囲みゆっくりとフランス料理をお楽しみいただけます。 

レンタルだけど、”新品”が着れる。”自分のサイズ”に合わせられる！こだわりが強い方にお勧めの
プラン。グランジュールの選りすぐりの振袖貸衣装の中から。まだ誰も袖を通していない未仕立て
の振袖を、最初にご利用いただくお嬢様のサイズに合わせてお仕立ていたします。振袖貸衣装一
式（着物、帯、長襦袢、帯締め、帯揚げ、伊達衿、草履、バッグ）レンタル期間　ご使用の前日
お渡し、翌日ご返却の3日間。※アフターレンタルシステムとして会期中ご成約のお客様は振袖
に限り今後100万円までのお品物を32,400円でご利用いただけます。
※会期中にご成約のお客様へプレゼントとしてファーショールを差し上げます。

UNI-CUBは、Honda独自のバランス制御技術と、 世界初の全方位駆動車輪機構により、 人
の歩行のような前後左右や斜めへの自由自在な動きと、 両足の間に収まるコンパクトなサイズを
両立した 新たなパーソナルモビリティーです。 そんな最新のスマートモビリティーを10台、乗り方講
習含めたオペレーションスタッフ（４名）付で２日間レンタルできます。会社の創立○周年記念パー
ティーなどのイベントやお子さまお孫さまの誕生日パーティーなどにいかがでしょうか。※屋内専用
になります。
※利用基準の制限がございます（身長145cm以上、体重100㎏以下、怪我・妊娠をされていな
い方、階段を補助なく昇り降りできる方）

【抽選】
安東寿展先生と華麗にワルツを踊る
社交ダンス・パーティーデビュー

音楽作品で販促用として活発に作られているPV（プロモーションビデオ）。その “あなた” 版を制
作してみませんか？３〜５分間の映像作品として、今の  “あなた”　を表現します。趣味やペッ
ト、仕事など、テーマは自由です。打ち合わせ・取材１～２日、撮影１日、進捗チェック１～２回
を経て、納期はおよそ１ヶ月（要相談）。完成まで、映像のプロが最後までご一緒します。

【抽選】
スマートフォンゲームにあなたが登場！！

ゲーム名「デモンズゲート～帝都審大戦～」昭和初期の東京を舞台にしたロールプレイングゲー
ム。 希望に応じてオリジナルの物語や魔神キャラクターなど を制作し、シナリオに挟み込む。
オリジナル部分は、①本 人のみプレイ可能、②友人などのプレイヤーの範囲を制限、③一般の
プレイヤーにも公開して遊んでもらう、 から選択可。オリジナル部分のプレイ時間は概ね１時間 ほ
ど。著作権は配信会社の（株）Donutsに帰属する。

※写真はイメージです

”ファーストレンタル”未仕立て振袖

安東先生をはじめとする安東ダンススクール講師のスペシャルレッスンと安東ダンススクール・サマー
パーティーでのデモンストレーションを行います。内容：レッスン15回（1回1時間）　種目：ワルツ　
パーティーは溜池ＡＮＡインターコンチネンタルホテル（2016年8月予定）
※女性、初心者の方に限ります。

UNI-CuＢβレンタルしませんか？

自分のプロモーションビデオを作りませんか？

１８金ゴールド・１４金ホワイトゴールド・べっ甲などのフレームをレンズセットでお買い得価格でご紹
介いたします。仕様のレンズはニコンプラスチック１．６を使用。薄型レンズやカラー染色等特殊加
工は、別途加算料金にて承ります。

船の上でウェディング

一生に一度のウエディングパーティを心に残る思い出に。メガクルーザー「オセアンブルー」を貸し
切って船上ウエディングを開きませんか。新郎新婦の衣装、クルーザーチャーター2時間（横浜港
発着）、ブッフェ形式パーティ料理60名様分、フリードリンク60名様分、メインテーブル装花がセット
になったお得なプランです。司会やウエディングプランナーなどの手配もオプションでご用意可能で
す。2016年６月までのご利用の特別メニューです。

夫婦で身体の徹底検査

※写真はイメージです

レリーフを作ろう

還暦・古希・喜寿・米寿・銀婚式・金婚式等のお祝いに。叙勲受章、会社・学校・組合などの
功労者に贈る記念像。功績を称え、ご慶事を記念する屋内・屋外設置の記念像をこの機会
に。8方向から撮影した写真を基に製作致しますのでご本人の風貌そのままに美術品として一層
気品と格調高く完成致します。製作工程に於きましては粘土像の状態で何度もご確認頂けま
すので、仕上りも安心です。レリーフ（ブロンズ製）45×35cm

ゴールドメガネフレーム・レンズセット各種

日本でも稀有な「予防医療」専門の医療機関と連携し、今回、特別にご用意いたしました。先
進的な検査を駆使し、病気の早期発見・予防につなげる特別な健診です。一般的な健診や
人間ドックでは見つけにくい病変までも早期発見できるよう、国内トップクラスのCT・MRI・3Dマン
モグラフィを導入。『仮想内視鏡CT検査』などで身体への負担も最小限に抑えます。三大疾病
(がん、脳卒中、心筋梗塞)を中心に、全身を丁寧に調べるこの健診には、健診後の健康管理
メニューをお付けしております。健康意識の高い方のための、特別な健診です。(お二人様一組)
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【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
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1点

1セット

1組

1点

2名

1セット

1点

1点

1点

1点

1点

日本香堂
　
高岡銅器　六陵瑞鳥紋
お香　伽羅富嶽　長寸1把入

世界的にも評価の高い高岡銅器の香炉、海外への輸出も近年増加しています。和室のインテ
リアとして、香りの器としてご利用ください。そこに合わせる「伽羅富嶽」は、厳選された最高の伽
羅をふんだんに使い、伽羅の香りを際だたせた馥郁とした薫りです。深みのある重厚な緑油伽羅
の香りは艶冶で幽玄な世界を表現します。
香炉　サイズ：高さ16cm×幅12.5cm×奥行12.5cm　素材：銀製　色：金銀彩色　日本製　
お香　サイズ：高さ29.6cm×幅9.4cm×奥行5.3cm 　素材：香木、タブ、香料　日本製

6ヶ月契約：月1回の「カウンセリング+ネイル」施術（6回分）
多くの有名芸能人専属ネイリストとして世界で活躍する「なかやまちえこ」が貴女の専属ネイリス
トとしてご契約いたします。 
お客様のスタイルに合わせた上質なデザインをなかやまちえこがプロデュースさせて頂きます。 
施術後には「私の専属ネイリスト」として、SNSにアップ可能なお写真をプレゼントいたします。

伊藤超短波限定セット

業務用分野で培われた高い技術ノウハウをベースに、一般の消費者に向けた家庭用治療器を
開発・提供しています。どんな方にも安心してお使いいただけるよう、操作性や使用感には特にこ
だわり製品を開発している伊藤超短波から、ひまわりＳＵＮ２デュオ・スーパーわかば・ツインビート
３ターボを特別セットとしてご紹介いたします。

STUDIO ALTA 1日貸切

噴水　フォンディ（ポンプ付）

イタリア製の大理石セメントを使用した循環式噴水。（ポンプセット付き）防水対策として主水盤
内部にＦＲＰ加工処理を施しております。
材質： 大理石セメント、原産国： イタリア　仕様：水盤135cmφ・ベース71×71cm・高さ
200cm・本体重量490kg　循環ポンプ　吐水量：３０L/分　全揚程４ｍ（５０Hz）４５L/分　全揚
程４ｍ（６０Hz）出力：８０W（５０Hz）　１２０W（６０Hz）　　電圧：単相１００V
※別途配送料・組立設置・工事費別途かかります。詳しくは係員にお尋ねください。

【抽選】
ネイリスト"なかやまちえこ” の専属契約

100人ほどでのパーティーまたは、講演会を新宿スタジオアルタで行い、それを撮影、その後簡単
にその場で編集し、会終了後アルタビジョンで放映して、アルタビジョンで放映している様子を撮
影。後日、ＤＶＤにしお渡しするプランです。
※3月18日（金）までの期間で実施
（開催日応相談　ご希望に添えない場合もございます）
※含まれないもの（音楽・装飾・イベント演出・イベント演出映像・テーブル・ケータリングなど）

アイリッシュドレスデン
3作品セット

手作業でレース人形を製作　気品ある顔立ちが特徴

ベラミーベア
プンチネロ

ドイツのテディベアアーティスト、ダイアナ・サイファート氏が作る1点もの。彼女の作る作品は一般
市場には出回らず知る人ぞ知る名品です。今回ご紹介の作品は首と腕にジョイントがついて可
動するタイプです。
ドイツ製　サイズ：約50ｃｍ（帽子含まず）素材：アルパカ、フェイクファー

アワーベア
親子パンダ

ロシアのテディベア作家、スベトラーナ・カバロバ氏が作るパンダの親子。手足首にジョイントがつい
ていて可動タイプ。またお母さんパンダはマブタが開閉する作品です。
ロシア製　素材：アルパカ　サイズ：親パンダ約46ｃｍ　子パンダ約25ｃｍ

【抽選】
カリン・デ・ロレンツォ
リトルクリンブル

世界のテディベアアーティストの中で高い評価を受けているドイツのカリン・デ・ロレンツォ氏が作る
木登りしている黒クマ。リアルさの中に愛らしさがあり今にも動き出しそうな作品です。彼女の作品
では珍しい木とベアのセット。
ドイツ製　素材：アルパカ　サイズ：約25ｃｍ

カリン・デ・ロレンツォ
ジュノ

世界のテディベアアーティストの中で高い評価を受けているドイツのカリン・デ・ロレンツォ氏が作る
赤ちゃんポーラベア。シロクマは彼女の代表作で過去にも様々なタイプのものを作成しています
が、その中でも最も人気のあるタイプの一つであるマブタが開閉する赤ちゃんのポーラベアを特別
価格でのご紹介。
ドイツ製　素材：ベビーアルパカ　サイズ：約27ｃｍ

カリン・デ・ロレンツォ
スモール

世界のテディベアアーティストの中で高い評価を受けているドイツのカリン・デ・ロレンツォ氏が作る
赤ちゃんポーラベア。シロクマは彼女の代表作で過去にも様々なタイプのものを作成しています
が、その中でも最も人気のあるタイプの一つであるマブタが開閉する赤ちゃんのポーラベアを特別
価格でのご紹介。
ドイツ製　素材：ベビーアルパカ　サイズ：約34ｃｍ
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1点

1点

1点

1点

1点

1点

1点

1点

5セット

3点

3点

カリン・デ・ロレンツォ
シューレル

世界のテディベアアーティストの中で高い評価を受けているドイツのカリン・デ・ロレンツォ氏が作るネ
コ。リアリティがあり今にも歩き出しそうです。
ドイツ製　素材：アルパカ　サイズ：約33ｃｍ

マリナ・オセトロバ
アンドリュー

ロシアのテディベアーティスト、マリナ・オセトロバ氏の大型テディベア。マブタが開閉し手足首に付い
ているジョイント以外にも可動部分が多く大型ベアでありながら自由な動きができるのが最大の
魅力です。存在感は抜群です。
ロシア製　素材：フェイクファー　サイズ：約87ｃｍ

盆栽〈真柏〉
樹齢約100年
丁寧に作られた枝ぶり、枯れて白くなっている神と舎利が古木感を出しています。

盆栽〈五葉松と卓のセット〉
樹齢約100年
盆栽と卓(花台)のセットになります。
樹形はシンプルな直幹でどっしりと構える姿が大木感を出しています。

盆栽〈黒松と卓のセット〉
樹齢約70年
盆栽と卓(花台)のセットになります。
幹が太く、幹肌も荒れていて迫力があります。

盆栽〈出猩々モミジ〉
樹齢約80年
芽出しと紅葉の紅がとてもキレイなモミジです。
幹も太く寒樹姿(落葉している姿)でも見応えがあります。

盆栽〈寒桜〉

樹齢約100年
花期は2月～3月頃で一重の淡い紅色の花を咲かせます。
幹肌には古木感が出ています。
ご自宅でお花見を楽しめます。

京都西川
龍村美術織物（表地鑑部分使用）
アイダー羽毛掛けふとん

織物の古典を世に問い、織物美術を表現することに心血を注いできた龍村美術織物の生地を
ふとんの表地に使用した羽毛掛けふとんの紹介です。詰め物には「羽毛の宝石」と称されるアイ
ダーダウンを使用した、羽毛掛けふとんの逸品です。

組成/＜表地＞シルク100％　＜裏地＞シルク100％　詰めもの：ダウン95％、その他の羽毛5％
（アイダーダック使用）　1.0ｋｇ　　150Ｘ210ｃｍ

桐衣裳タンス

【一級家具技能士　田澤正一作】
この作品の素晴らしさは材料だけではなく、その内容、仕様にも表れております。抽斗の先留、
胴丸を蟻組で本体に組み込む等、高度な技を用いています。最近ではその難度の高さから殆ど
見られなくなった本丸盆を12枚内蔵し、帯用の板盆、小物を収める複数の小引き出し、お盆受
け板等などまさに至れり尽せりの内容です。金具は手彫り。
・サイズ：幅111×奥行47×高さ180.8ｃｍ

総桐マルチ収納箪笥

【伝統工芸士　皆川繁之作】
新潟加茂産の逸品。
1棹で何から何まで納められるマルチ収納の素晴らしい総桐箪笥です。何もお着物だけに限りま
せん。上部の上置は、内部に板盆を4枚設け、湿気を嫌う全ての物（例えば革製品、カメラ、骨
董品等など）の収納を考慮しております。
・サイズ：幅123×奥行46×高さ187ｃｍ

シモンズ
セミダブル　ダブルクッションベッド
お買い得５点パック

8.25インチポケットコイルアルティメイトピロートップを採用。シモンズ最上級クラスのマットレス。フ
レームはマホガニー材の深い色彩と調和した優雅なデザイン。

受注生産のため、お届けに約２ヵ月いただきます。

※写真はイメージです
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3点

3点

3セット

3セット

1セット

Mサイズ
Lサイズ

各1セット

1セット

1点

1点

３色
各１点

1セット

総桐夫婦箪笥（衣裳、整理）

写真なし ビクーナ肌着セット
ペルーの高地に暮らす草食動物のビクーナ。毛は細く、長く、肌触りも良好で繊維の宝石とも評
される。そのビクーナを贅沢に使用した肌着と、インナーとしてもお使い頂けるシルク肌着をセットで
1,080,000円でご紹介致します。

エルポ 
MILANO
2.5人掛ソファ＋1人掛ソファセット

熟練したマイスターが作り上げるドイツ・エルポ社のリクライニングソファセット。スライド式のリクライニ
ング機能は長時間の御使用も快適なリラクゼーションをお約束します。
総本革張り、ドイツ製、定番２色
2.5人掛ソファ：幅182×奥行94-133×高さ99-65×座面高さ41ｃｍ
1人掛ソファ：幅90×奥行94-133高さ99-65×座面高さ41ｃｍ

ドミニクフランス社の高級夏服地「ヴィーナス」使用スーツ
モヘヤ60％、　毛40％

クロコダイル・アリゲーター
鞄・革小物5点セット

イタリア製のマットクロコダイル革のボストンバッグ・束入、マットアリゲーター革のショルダーバッグ。
日本製のマットクロコダイル無双仕立ベルト・小銭入れの5点セットで1,080,000円。
落ち着いた雰囲気のマット仕上げ、使うほどに艶を増していく仕上げとなっています。

※写真はイメージです

三越プレミアムオーダー
（ブルーサファイア使用スーツ）

ホーランド＆シェリー社「ブルーサファイア」使用スーツ。毛100％。
「天の宝石」という別名をもつ美しい宝石の一つでもあるブルーサファイアを粉末状にし、糸に吹き
込むことで偏光によって違う角度から見ると、美しいサファイアの青い色が際立ちます。
ブルーサファイアのスーツ生地は１３．５ミクロンと超極細の糸を使用しており、240ｇｍととても軽量
かつ、洗練された美しいブルーが最大の特徴です。

写真なし
三越プレミアムオーダー
(ビクーナ使用コート）

アニオナ社　ビクーナ使用コート。ビクーナ100％。
南米アンデス山脈の高地に生息するビクーナから取れる原料で、獣毛繊維中、最も細く、柔らか
く、光沢に富み、弾力性があるといわれています。

写真なし
三越プレミアムオーダー
（「ヴィーナス」使用スーツ）

写真なし
三越プレミアムオーダー
（「ウルチマス」＆「ルクソー」使用スーツ）
２着セット

スキャバル社「ﾙｸｿｰ」使用スーツ
毛100％ 
高級市場向けに、英国にあるスキャバルの自社織工場で生産された、非常に洗練度の高い
スーツ地。ウェイトは320g。スーパー150’sウールにカシミヤをブレンドをしているので柔らかすぎずと
も程良いしなやかさを持ち合わせる服地です。

スキャバル社「ウルチマス」使用スーツ
毛100％
スキャバルの “Ultimus” コレクションは「アーガイル公爵の一番のお気に入り」として販売促進され
ました。この服地はオーストラリアのSharleaウルトラファイン協会により生産された糸で織られてお
り、厳しい環境管理のもと、15.5μ～16.5μと世界で一番細い繊維を持つ純粋なメリノ羊を育
てています。

ペルシャ絨毯（ケルマン）2枚セット
熟練の職人による、美しい花柄模様が特徴のペルシャ絨毯。今回は、マットサイズと約6畳サイズ
をセットにてご紹介。

フォルメンティ　FO-01　3人掛ソファ
大理石テーブルセット

デザイン王国イタリアの高級ソファブランド「フォルメンティ」
銀面模様の美しい貴重な超厚革３mmを使用した職人の技が光るフラッグシップモデルです。今
回はイタリア製の大理石リビングテーブルをセットしての特別価格です。
総本革張り、イタリア製、ブラックのみ
3人掛ソファ：幅202×奥行95高さ80×座面高さ45ｃｍ
リビングテーブル：幅120×奥行65×高さ40ｃｍ

70V型４Ｋ液晶テレビ　
ＡＱＵOS４Ｋ ＮＥＸＴ　LC-70XG35

４Ｋレコーダー
TU-UD1000

朝日木材加工株式会社製
ＡＶラック

３点セット

＜テレビ＞
８Ｋ解像度の映像美と圧倒的な臨場感サウンド。
映像を音で包み込み、臨場感をさらに拡げる「AROUND　SPEAKER　SYSTEM」
日本製

＜レコーダー＞
AQUOS　４Kに接続して、４K放送を見る・録る・再生する「４Kレコーダー」

＜AVラック＞
最高画質にふさわしプレミアムなAVラック。推奨機種：LC-70XG35

【伝統工芸士　横山松雄作】
新潟加茂産の逸品。
斬新で便利な機能を2つ設けた新作、胴厚夫婦「黒梅」。一見すると昔ながらの箪笥ですが重
宝する機能が内蔵されています。1つ目はお盆を乗せる板、2つ目は引出しの左右の奥行に指掛
けの彫り込みを入れています。
・サイズ：各　幅106×奥行45×高さ173ｃｍ
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限定数

日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1,080,000円)　取り扱い商品の一例

商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）

1セット

1セット

1点

1セット

3セット

2セット

1点

1セット

1セット

1点

写真なし

①フィンテックス「ファイネスト・オブ・ｻﾞ・ファイン・イングリッシュ・フィンテックス」使用スーツ
　毛100％、　服地：英国/縫製：日本

②ブラックフォーマルスーツ

チェスターバリー社　服地使用スーツ2着セット
毛100％

写真なし
三越プレミアムオーダー
（高級服地使用スーツ）
2着セット

ドーメル社　高級服地使用スーツ
　毛50％　絹50％
ドーメル社「ホワイトライト」使用スーツ
　毛75％　絹25％

レセント
ビクーナ混カシミヤセーター・
カシミヤセーター2点セット

ビクーナ50％　カシミヤ50％　10ゲージ天竺無地成型Ｖセーター・クルーネックセーター・カーディガ
ンのいずれかと、カシミヤ100％　8ゲージ天竺無地成型（７色のいずれかからお選びできます）の2
点セット。

写真なし

※写真はイメージです

ヒッキー・フリーマン
（仮縫いオーダースーツ）
2着セット

エバニュー　マルチジム2200

小規模スペースで、1台で2人同時に多様なトレーニングが可能なマルチステーションです。学校
や法人施設への設置がおすすめです。
※設置場所でのトレーナーによるトレーニングレクチャーサービス（1回）
※配送、組み立て設置料含む

お届け可能地域：東京、神奈川、埼玉、千葉のみ（離島は除く）
2016年4月1日以降のお届けとなります。（要相談）

写真なし
三越プレミアムオーダー
2着セット

テーラー＆ロッヂ社　服地使用スーツ2着セット
毛87％　絹13％

三越プレミアムオーダー
２着セット

ジョンソン　フィットネスマシン ご自宅内でのトレーニングに最適なマシンのセットをトレーニングレクチャー付きで、特別価格にて
ご案内いたします。
■セット内容
＜Vision＞TF40、＜HORIZON＞ADONIS、＜ZIVA＞スピンロックダンベルセット・コアフィット
ボール・デラックスフォームローラー、＜TRX＞プロキット、専用オリジナルマット
※ご自宅でのパーソナルトレーニングレクチャーサービス（3回）
※配送、組み立て設置料含む

お届け可能地域：東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、栃木のみ（離島は除く）
ご注文よりお届けまで約3週間頂戴いたします。（要相談）
（詳しくは係員までお尋ねください）

キャディバッグ同様、日本の工場で製作したオーストリッチ革のボストンバッグ、シューズケース、ヘッ
ドカバー（４点）。３種類をセットでご紹介いたします。

ラグビー部創設セット

●いまだかつてない<ラグビーブーム>にのり、学校・地域・法人でラグビー部を創設するという動き
や、母校にラグビー用品を寄付したいというお客さまの声にお応えした、ラグビー用品基本セットで
す。
●<ビリーフ ラグビー>カスタマイズユニフォーム(ジャージ×25、ソックス×30)、<ラム ラグビー>練習
用ボール×15、メッシュボールバッグ×１、試合用ボール×２、キックティー×２、タックルバッグ×
６、ハンドダミー×７、ローリングタックルバッグ×２

写真なし
三越プレミアムオーダー
（「イオス」使用スーツ）

スキャバル社「イオス」使用スーツ
　毛45％　　絹55％
スキャバル社の春夏の高級ラインです。非常に柔らかいスーパー180‘Sウールにシルクをブレンドし
た独特なエレガントな輝きを持ちます。また230ｇと軽量なのでお召しやすい一品です。

小山ゴルフバック製作所
オーストリッチ３点セット

小山ゴルフバッグ製作所
キャディバッグ

オーストリッチの風格を保ちながら、軽さを追求。この軽さを実現できるのも、【小山ゴルフバック】
の技術があってこそ。５羽分の革からより良い箇所のみふんだんに使用し、日本の工場で丁寧に
作られたキャディバッグをご紹介。
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限定数

日本橋三越本店　本館７階催物会場

3月1日［火］１日限り　大百万均一(税込1,080,000円)　取り扱い商品の一例

商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
※お申し込みの受付は当日のみとなります。事前のご予約はご容赦くださいませ。（お申込みの受付、ならびに抽選は各販売場所で行います）

1セット

1点

男児
女児

各１セット

2セット

1セット

1セット

1点

1点

2点

1セット
＜齋藤　都世子＞
ニットウエア５点セット

淡水パールを編み込んだニットケープ1点、軽く柔らかいニットドレス2点、緊張度の高いシーンにも
対応するニットアンサンブル（スーツ）1セットの計5点をセットしました。
※修理・加工料・オーダー料込

＜インモノクロームｂｙボンマジック＞

＜サントラピーヌ＞
逸品ストール

ロシアンセーブルを贅沢に使用した、特別企画に相応しい逸品。
（モカ、ブラウン　各1点＝計2点のご用意です）
※オーダーのみ、お渡しまで：約2ヵ月

サファイヤミンクコート
細長くカットしたミンクとミンクの間にﾚｻﾞｰを刺し込み、毛並みを活かして模様をあしらった手の込
んだ芸術性が高く華のあるｺｰﾄです。ミンクは毛皮の中でも比較的、耐久性に優れ、お手入れや
保管もやりやすく、毛皮が初めてという方にもおすすめです。

写真なし

１つ１つ手作りで作られる世界で１点しかない、ボンマジックのアクセサリー。今回の為に３点セット
を特別にご用意

＜あさぎ＞
尾形光琳梅図帯

繊細な織りの技術を駆使した、芸術的価値の高い美術品をモチーフにした織物。
左図の尾形光琳＜紅白梅図＞を始め、アート性の強い絵画をモチーフにした逸品生地を展
開。
お買上げのお客さまのご希望に合わせ、帯またはタペストリーに加工致します。

ガイド流用
＜服部幸之助 ブラゾン＞
オーダー２点セット

ヌバック（ナッパをやすり等で起毛させ柔らかく、ビロード状に仕上げたレザー）ドレスに同素材のク
ラッチバッグもセット。ドレスアップシーンを彩るご提案。

＜ニッコール＞
オーダーパッチワーク　３点セット

コートは、レース生地の上に手作業で１．３００個のパッチワークを付け、全面に施した豪華な一
枚。同じパッチワークを付けたブラウスとスカートもセットに９～１５号と幅広いサイズのオーダーが可
能。
※サイズオーダーのカラーはクロ、ピンク、チャ、ネイビー

©1976,2016 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL 
NO.S566073

【抽選】
クロコダイル　キャリーバック

リッチなクロコダイルのキヤリーバックにスワロフスキーの輝くハローキティがファンの心をくすぐる逸品。

※写真はイメージです

【抽選】
出産準備用品43点セット

出産準備に必要なアイテムを揃えた限定セット。チェスト、ベビーベッド、布団セットを含む43点
セットです。
※お渡しまでに1ヵ月程度かかります。詳しくは係員にお尋ねください。

©1976,2016 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL 
NO.S566073

【抽選】
オーストリッチキャリーバック
クロコダイルメンズバック
クロコダイルレディースバック
３点セット

オーストリッチのミニキヤリーとクロコダイルのメンズバックとレディースバックの３点セット。オーストリッチ
のミニキャリーはハローキティのパッチワークがポイント。クロコダイルのレディースバックにはスワロフス
キーのハローキティが施されファンにはたまらない逸品です。（メンズバックにはハローキティのプレート
が付いています。）
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商品の説明商品

【抽選】の商品につきましては、3月1日［火］午前10時20分の時点で限定数を超えるお申込みがあった場合、抽選とさせていただきます。（抽選は午前10時30分より順次）
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1セット
＜アンティーク　ウォーリアーズ＞
アンティーク家具５点セット

１８６０年～１９００年代のイギリスやフランスのアンティーク家具を特別な一式（ソファー・テーブル・
ブックエンド・テーブルランプ・コンソール）をご用意致しました。
※写真のカーペットは参考商品
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