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She is the most famous Fashionista Cat, “nico” in New York! 

ニューヨーク在住のおしゃれなファッショニスタ キャット“ニコ”が

銀座三越に来店。最旬のニューヨークをご案内いたします

伝統から最先端のビジュアルアートまでなんでもあり！

ギャラリークルージングは刺激の宝庫！お買いあげプレゼント

「私の趣味のひとつは、ギャラリー

オープニングめぐり！ 友達といっしょ

に１日３〜５件ぐらいめぐるわ。伝統

的なものもあれば、新人のギャラリー

もあるの。とてもエキサイティングよ」。

それくらいニューヨークはアート好き

が多く、美術館もお出かけスポットと

して定番。「MoMAは何度行ったかわ

からないわ」というニコでも、素敵な

グッズがあるとつい買ってしまうそう。

「アートは当然、生活の一部」という

スタイル、取り入れてみたい！

ニコはニューヨークに住み、街を知り

尽くすおしゃれな猫。沢山の友達に囲

まれて、最新のショップから昔ながら

の店まで常にニューヨークの流行を

チェックしています。最新のファッ

ションに包まれて、どんな相手もハッ

ピーな気持ちにさせてくれる彼女が、

銀座三越にやってきました！

「ニューヨークはエネルギーに溢れた

街よ。世界中の人が常にチャレンジし

て最高の物を作ろうとしているの。お

しゃれも食べ物も心もボーダーライ

ンなしで思いきり解放できる場所。銀

座三越『ニューヨークウイーク』には、

まさに現地の最旬アイテムが揃ってる

わ！ こんなに一気に楽しめるなんて、

住んでいる私もうらやましいくらい♥

思いきり楽しんでね！」。

おいしいものと青い空と友達がいれば、ニューヨークはいつだって最高！

ニューヨークといえば屋外での食べ歩

きや公園でのテイクアウトランチがイ

メージ。ところがニコは「以前住んで

いた家の前が公園だったの。でも当時

は多忙で公園でゆっくりする暇がなく

て…楽しそうに食べてる人たちを横目

で見てたわ」。当時を思い出したよう

で、少ししょんぼり。でもすぐ目を輝

かせました。「それでね、先日はスモー

ガスバーグへ友達と行ったの！ 目移

りするほどの店があるし、どれもおい

しいし、外で食べるとやっぱり気持ち

いいわね。実は昨日もブライアントパー

クで仲間とランチを楽しんだばかり

よ！」。つまり、それくらいお気に入り

の食事をテイクアウトして友人たちと

食べるのは、日常的で楽しいことのよ

う。そんな文化の元になったのが、ホッ

トドッグやロブスターサンドなどのデ

リサンド。最近ではスープもブームに

なりました。地下２階のギンザデリカ

パークにはテイクアウトコーナーが登

場。あなたもニューヨークの食べ歩き

の楽しさを体感してみませんか？

「私は甘いものが大好き！ クロナッ

ツもいち早く食べたし、ドーナツは

いつも食べてるわ。ドライフルーツ

も欠かせないわね。ニューヨークで

はそれぞれの人がチーズケーキも

アップルパイも“ 私はこの店でな

きゃ！”ってお気に入りの味があるの

よ。だから人気店はそれだけ多くの

ニューヨーカーの心をつかんでるっ

てことね」と、さらに饒舌になるニコ。

もちろん、デリもお気に入りの店の

前を通ったら素通りできないくらい

“私が好きな味”にこだわりがあるそ

う。８階『食のニューヨーク展』では、

デリとスウィーツが共に大充実。日

本逆輸入のスウィーツや、ネクスト

フードになりそうな期待のワッフルサ

ンドをはじめ、ニューヨークの人々が

“これでなきゃ！”と熱狂するおいし

さがたっぷり味わえます。

音で、アートで、語らいで…ニューヨークの風を感じる多彩なイベント
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ヒシャム・アキラ・バルーチャ個展 -Mind Molecule-
□１１月５日（水）～１１日（火） □８階 ギャラリー
※最終日は午後５時終了。

ニューヨーク・ブルックリンを拠点として音楽やビジュアルアート、デ
ザイン、ファッション、写真などさまざまなフィールドで活躍する新進
アーティストの個展。ニューヨークらしいエネルギッシュで、大胆か
つ緻密な世界観は現地でも大きな話題を呼んでいる。

ヒシャム・アキラ・バルーチャ ライブペインティング
□１１月５日（水） 午前１０時３０分～午後５時 
□８階 ギャラリー
※終了時間は変更になる場合がございます。ご了承ください。

〈レベッカミンコフ〉ペイントサービス
□１１月７日（金）・８日（土）　
□３階 G-スペース

期間中、〈レベッカミンコフ〉でレザーアイテム
を本体価格１５,０００円以上お買いあげいた
だいた方へ、ご購入アイテムにイニシャルやイ
ラストをペイントサービスいたします。

黒板アート＠GINZA 3rd Floor
□１１月５日（水）・９日（日）　
　各日午前１１時～午後５時
□３階 Ｇ-スペース

アーティスト・田村拓実さん（文化服装学院
シューズデザイン科）による、ニューヨークを
モチーフにした楽しい黒板アートを店頭でラ
イブ制作いたします。

Ｇｕｉｔａｒ＆Ｖｏｃａｌで奏でる
ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ！
□１１月８日（土）・９日（日）
　各日午後１時～、３時～、５時～
□３階 Ｇ-スペース

ギタリスト池元隆通さん、ボーカリスト堂園
芳子さんの二人組による、ソフィスティケイ
テッドなジャズセッション。ニューヨークの街
角の気分を味わって。

トークショー＆コンサート
□１１月８日（土） 午後５時～
□９階 銀座テラス
「あなたを待ちながら」の著者が語るニューヨークの魅力　
歌とトークとプレゼント
ニューヨークのファッション界を舞台にした恋愛小説「あなたを
待ちながら」（英文タイトル“Waiting For You”）の著者・伊藤操
さんのトークショー。自らの体験を交えながらニューヨークの魅
力を語り、小説の印象的なシーンを朗読します。歌姫・エカテ
リーナさんのコンサートではニューヨークにちなんだ数々の名曲
を演奏します。また、小説に登場する小物を抽選でプレゼントい
たします。

MoMA DESIGN STORE
□１１月５日（水）～１１日（火） □９階 銀座テラス／テラスコート
ニューヨークみやげとして人気の高い、ニューヨーク近代美術館
（MoMA）のミュージアムグッズを販売。写真のマグカップの他、傘な
どの日用アイテム、ペーパーアート、オブジェなど、持っているだけで心
が刺激される、MoMAならではのアーティスティックなグッズに注目。

食のニューヨーク展 第２会場
□１１月５日（水）～１１日（火）
□地下２階 ギンザデリカパーク
“ニューヨークの味をそのままに”をテーマに展開する期間限定
の食品フェア。調理の実演や、テイクアウトなど、気軽にニュー
ヨークの食めぐり気分を楽しめます。

ニューヨーク育ちのアート展
□１１月５日（水）～１１日（火） □９階 銀座テラス／テラスコート
アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタインなど、アメリカンポップ
アートをはじめ日本で紹介の少ないアートも展示。世界で活躍する
草間彌生の作品なども登場し、ニューヨークにおけるアートの胎動
を体感できる。※紹介作品はすべて販売いたします。

アンディ・ウォーホル「セルフポートレイト」（1966年）
5,400,000円　シルバーコート紙にオフセットリトグラフ、
ed300部、５８.４×５８.４ｃm　□９階 銀座テラス／テラスコート

〈MoMA DESIGN STORE〉
スターリーナイト マグカップ 1,944円

直径８×高さ９.５ｃm
□９階 銀座テラス／テラスコート

「Growth」 紙にコラージュ、２２×2９.５ｃm 64,800円
□８階 ギャラリー

ヒシャム・アキラ・バルーチャ／
1976年新潟県生まれ。日本人の母とビ

ルマ人の父の間に生まれる。ニューヨー

クに渡り、アーティストとしての才能を開

花させる。今回の個展にあわせて来日。

作者：矢吹恭子／ニューヨーク在住。多
摩美術大学を卒業後、ニューヨークのス

クールビジュアルアーツでアートを学ぶ。世

界中に住む実在の猫や犬にインスパイアさ

れて生まれた“ファッショニスタ キャッツ”シリー

ズが人気。ウェブではニコの仲間も登場。

軽食の屋台から出発し、今ではドイツ料理の店舗をかまえる
ほどの人気店。ソーセージに２種類のザワークラウトを添えた
ドイツスタイルを、さらにおいしく食べられるホットドッグに。セ
ントラルパークを歩く気分で食べたいザ・ニューヨークフーズ。
a.〈ハローベルリン〉
ホットドッグ １個、日本製 698円
□地下２階 ギンザデリカパーク

ニューヨーク、ブルックリンのアイコン的存在と言われるほど
人気のレストラン。特にチーズケーキは著名人にもファンが
多い名物スウィーツ。プレーン、ラズベリースワール、チョコ
レートスワールの３種類をご用意しています。

c.〈ジュニアーズ〉
チーズケーキ（ホール） 約直径１５cm、アメリカ製 2,700円
□地下２階 ギンザデリカパーク

サクッとした生地としっとりしたドーナツ食感。日本でも“クロ
ナッツ”の愛称ですっかり定着したクロワッサンドーナツの
名店。瀬戸内レモンクリームと渋皮マロン、ベルギーチョコ
を使った銀座三越限定３種は特に要チェック。
［銀座店限定］
b.〈アンジェリーク ニューヨーク〉
NYクロワッサンドーナツ・デコ １個、日本製 各341円
□地下２階 ギンザスイーツパーク

食のニューヨーク展 第1会場
□１１月５日（水）～１１日（火）　□８階 催物会場
ニューヨークで人気の野外マーケットをモチーフに、現地で話題
の味を一堂に集めたフェア。 “ニューヨーク最旬の食”があふれる
会場で、現地の雰囲気と味をお届けします。

近年ワッフルがニューヨークで人気沸騰。そんな中、昨年秋
に生まれた“ワッフルサンド”をいち早くチェック。チェルシー
のベルギー料理店〈プティタベイユ〉と老舗ワッフルメー
カー〈ミルカンプス〉の夢のコラボをお楽しみに。
f.〈ミルカンプス × プティタベイユ〉
ワッフルサンド １個、日本製 各432円

モッツァレラチーズをプロシュート（生ハム）で巻いたもの、
ピクルス、パスタにぴったりなガーリックソースなど、ニュー
ヨークの家庭に遊びに来たように感じるほど、おいしくカジュ
アルなデリ食材を取り揃えています。
g.〈ダニエル〉プロシュートパニーノ 227g、アメリカ製 1,188円から
〈ブルックリンブライン〉ピクルス アメリカ製 1,986円から
〈ラオス〉ローストガーリックソース 68０g、アメリカ製 1,390円

ニューヨークの人気チョコレート店マリベルの姉妹店。今年
7月に京都に１号店が出店し、これから現地に開店予定とい
うユニークなブランド。会場ではチョコレートボールなどさま
ざまなチョコレートが楽しめます。
i.〈カカオ マーケット バイ マリベル〉
フルーツディップ 量り売り、1００g当たり、日本製 1,296円

アメリカの人気TVドラマをきっかけに、ニューヨークを代表
するスウィーツとなった、カラフルでキュートなカップケーキ。
会場ではアイシング実演を見ることもできます。
j.〈マグノリアベーカリー〉
クラシックカップケーキ 
（バニラ・チョコレート）、各１個、日本製 各465円

上品なフレーバーティーで知られる〈ハーニー＆サンズ〉。厳選
した茶葉を飲みやすくブレンドしてあるため、茶葉本来の天然
の甘みが楽しめます。
l.〈ハーニー＆サンズ〉紅茶 左：ホリデーティー、４０g×２０、茶葉：
中国産（ブレンド：ニューヨーク）、右：ホットシナモンスパイス、４０g×２０、

茶葉：中国産（ブレンド：ニューヨーク） 各1,944円

松之助という名の祖父を持つオーナーが、留学中に出会った
料理研究家との友情をきっかけにして、昨年末ニューヨークに
オープンしたスウィーツ店。特にアップルパイは濃厚なおいし
さで話題に。このフェアを機に日本への逆輸入が果たされます。
h.〈MATSUNOSUKE〉
サワークリーム・アップルパイ １個、日本製 521円

チェルシーマーケットにあるブラウニー専門店。たくさんのフ
レーバーがあり、魔女のキャラクターを使ったパッケージも人
気で、ニューヨークみやげにぴったり。３階ではトートバッグ
などのブランドグッズも販売。
k.〈ファット・ウィッチ・ベーカリー〉ブラウニー各種
（大）アメリカ製 各746円　（小）アメリカ製 各376円
□８階 催物会場　□３階 銀座スタイル ル プレイス

マヨネーズのイメージを超えたフレーバーのバラエティーが
特徴のブランド。原材料にも味にもこだわっており、普段の
食卓に使用すると味にニューヨークっぽいアクセントが生ま
れます。素朴なデザインパッケージも人気の秘密。
m.〈エンパイアマヨネーズ〉マヨネーズ風調味料各種 
（大）アメリカ製 1,291円から　（小）アメリカ製 701円から

チェルシーマーケットで人気の魚屋さんのロブスターロール。
ほんのり温かいバンズと冷たいプリプリのロブスターのコン
ビに、食いしん坊のニューヨークっ子たちも大満足。そんな
サンドをぜひ銀座の街角で粋にほおばってみて！
d.〈ロブスタープレイス〉
ロブスターロール １個、日本製 1,851円
□地下２階 ギンザデリカパーク

アメリカのコメディードラマで有名になり、ニューヨークの
スープブームに一役買ったスープ専門店。ひと目見たら忘れ
られないインパクトのあるパッケージが、まさにニューヨーク
フーズ！　物販だけでなくお召しあがりもご用意しています。
e.〈オリジナルスープマン〉
ロブスタービスク ４９０g、アメリカ製 1,301円
□８階 催物会場　□地下２階 ギンザデリカパーク
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GINZA MITSUKOSHI New York Week 

“マイ・フェイバリット・フーズ”への愛は人一倍。それがニューヨークのこだわり

Ladies’ Fashion, Fashion Goods, Foods, Art, Living Goods, Men’s Fashion

田村拓実さん

池元隆通さん

堂園芳子さん

ニューヨークウイーク □ １１月５日（水）～１１日（火） □ 銀座三越 各階 後援：アメリカ大使館 農産物貿易事務所ニューヨークウイーク □ １１月５日（水）～１１日（火） □ 銀座三越 各階 後援：アメリカ大使館 農産物貿易事務所

◇１１月５日（水）～１１日（火）
◇引換場所：８階 催物会場 特設カウンター
◇引換時間：午前１０時３０分～午後８時
期間中、銀座三越で合計20,000円以上お
買いあげの方先着3,000名さまに、オリジナ
ルクラッチバッグ（中国製）を差しあげます。
※お一人さま１点限り。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

※期間中のレシートは合算可能です。

photo:Masatoshi Mori

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。※価格表示のない商品は、参考商品です。
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日本初登場のブルールック！

シンプルだけど革新的。

だから都会にも似合う

新感覚のクラフトスタイル

艶肌に導くアルガンオイル

アナ・スイお気に入りのアクセサリーにも注目！

繊細なモードにきらめきを加えるアイテムたち

アメトラの雄と、ニューヨーク最先端の出会いニューヨークの最新流行をいかしきる、アップトゥーデートなラインが“最旬”

を極めるポイント

トラディショナルを追求する洒落者と、サーフライフを楽

しむクールガイ。最旬メンズスタイル、２つのライジング

トピックス

ニューヨークの遊び心を盗むなら、

ビッグアクセサリーとスモーキーアイズがマスト！

「ニューヨークファッションはやっぱ

り自由！ 発想の新しさがカギよ」と

語るニコ。「でもね、単純に流行を追

いかけるだけではニューヨークのフ

ァッショニスタとしては失格なの。私

も友達も、みんな自分らしさとトレン

ドの両方をいつも意識しているわ。

しかも柄やアイテムだけじゃなくて

“最旬のライン”こそが肝心なのよ」。

流行を最もいかす旬のラインを持つ

服こそ、ファッショニスタのお眼鏡に

かなう“マストバイ”になるそう。今

回登場する３ブランドは、いずれも

流行の色、デザイン、柄を押さえた、

まさに最旬服。しかもニコが重視す

る「今らしいライン」も当然クリア。

また〈アナ スイ〉はニューヨークの

ソーホーにあるショップからアクセ

サリーも到着。最旬にふさわしい輝

きもぜひプラスして。

ビビッド系からパステル系まで、色を

生活の中で楽しむセンスは、さすが

ニューヨーク！　クリスマスのオーナ

メントは毎年少しずつ買い足して、そ

の人、その家なりに今年のツリーを仕

上げる人が多いそう。家具ではドール

ハウスから飛び出したような〈マッケ

ンジー・チャイルズ〉のコレクション

に注目。「まさに女性の心をときめか

せるものだわ！」とニコもうっとり。

〈ラグ＆ボーン〉は洗練されたアメリ

カンカジュアルで注目のブランド。ク

ラシカルなワークウエアなどに見られ

るクラフトマンシップを大切に、優れ

た品質・技術と、ディテイルにこだ

わっています。ニューヨーカーたちの

心をつかんでいるのはもちろんのこ

と、そのスピリットに呼応した吉田カ

バンのポーターとのコラボが実現。ス

タイリッシュに使える機能的なリュッ

クが登場しました。

「あのコラボは衝撃的ニュースだった

わ」とニコが語るように、 2007年の

“最先端デザイナー”トム・ブラウン

と“アメリカントラッドの代名詞”ブ

ルックス ブラザーズの出会いは大き

な話題を呼びました。そしてこの度、

トムがベーシックを大事にしながら新

しい解釈を加えた『ブラック フリース 

バイ ブルックス ブラザーズ』と、本

家『ブルックス ブラザーズ』のメイン

ディレクションジャケットが期間限定

で銀座三越に揃いぶみ！ ニュー

ヨークトラッドの粋を見極めたいなら、

ぜひ足を運ぶべき。

ニューヨークでも職場のボス的な大人

の男性は定番の深みを知っているそう。

「毎シーズン、ジャケットを新調してる

人もいるわ。素材感や裏地でスタイルが

違うそうよ」。続く話題はサーフミック

ス。ニューヨークの男性は郊外でのスタ

イルを街で自然に着こなすのが上手。

「週末にモントークなどでサーフィンを

楽しむ人が街で着こなすスタイルね」。

ニューヨークをはじめとするアーバン

スタイルのトレンド“ストリートウエア”

を、〈ヘルムート ラング〉がミニマムに

表現。初のカプセルコレクションは、

スポーティをテーマに革新的でスマー

トなアクティブウエアを発表。動きや

すさとエレガントなシルエットを両立

させたスタイルは、シティウエアの新

定番になるはず。

ニューヨークで注目の、丁寧なプロダ

クトに定評のあるブランド。セーター

のクラフト感と細身のパンツのライン

が都会的な洗練を醸し出します。

スモーキーな色とクラシカル感を重視し

た〈アナ スイ〉らしさを堪能できるワン

ピース。プリーツが軽やかに揺れ、歩く

姿で最旬のラインを描きます。他にソー

ホーの本店でも取り扱っているアクセサ

リーブランドも展開し、〈アナ スイ〉の

世界をトータルで楽しむことができます。

活動的なニューヨークの女性が求めるのは、機能とカラーリング！

「ニューヨークの女性はバッグが大好

き。みんな色々持っているけど、一日

中出歩く女性が多いので、たくさん入

るバッグや、身軽になれるリュックは

必需品ね。そして週末はいつもより大

きいバッグで出勤して、そのままハン

プトンに泊まりに行くの」とニコが

語ってくれたバッグ事情。色にもこだ

わりがあり、お気に入りを色違いで揃

える人も多いそう。そのトレンドを受

けて〈アレキサンダーワン〉から到着

した三越伊勢丹限定のマルチバック

パック、〈3.1 フィリップ リム〉の

ハッピーカラーコレクション、どちら

のスタイルも魅力的！
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6th
& 7th FLOOR〈ヘルムート ラング〉

パーカ 綿７０％・レーヨン３０％、Ｓ、全２色、アメリカ製 39,960円
カット アンド ソーン 15,120円
レーヨン９７％・ポリウレタン３％、Ｓ、全２色、アメリカ製

スカート レーヨン１００％、P・Ｓ、全２色、アメリカ製 25,920円
□３階 ニューヨークランウェイ

〈ラグ＆ボーン〉
セーター 44,280円
ナイロン６４％・毛２１％・レーヨン１１％・アルパカ２％・綿２％、XＳ・Ｓ、中
国製

パンツ 46,440円
綿４８％・毛２６％・アクリル２６％、別地：トリアセテート82％・ポリエステ
ル１８％、皮革部分：羊革、裏地：トリアセテート６９％・ポリエステル３１％、
XＳ・Ｓ、アメリカ製
□３階 ニューヨークランウェイ　※シャツ、シューズは参考商品です。

〈ブラック フリース バイ ブルックス ブラザーズ〉
期間限定ショップ
□１１月５日（水）～１１日（火）
□６階 G-スペース
メンズファッションで常に話題を呼んでいるコラボ・ハイエンドブ
ランドが銀座三越に初登場。

b. 〈ブラック フリース バイ ブルックス ブラザーズ〉
左：シャツ 24,840円
綿１００％、００～３（ＢＢサイズ）、アメリカ製

右：シャツ 20,520円
綿１００％、００～2（ＢＢサイズ）、アメリカ製
□６階 G-スペース

〈ラグ＆ボーン〉POP UP SHOP
□１１月５日（水）～１１日（火）　□７階 特設会場
ニューヨークにフラッグシップショップを構える〈ラグ＆ボーン〉の期間限定ショップ。
ポーターとのコラボバッグをはじめ、デニムを中心に世界観をたっぷりと紹介。

〈ラグ＆ボーン × ポーター〉バッグ 各70,200円
綿・ナイロン・牛革、W２５×H５２×D１２ｃm、全２色、日本製

〈ラグ＆ボーン〉パンツ 24,840円
綿１００％、２８～３４、アメリカ製

ニューヨークらしいおしゃれのポイント

を聞いたところ「大きめのアクセサ

リーはみんな好き。シンプルな服に存

在感のあるブレスレットやピアスを合

わせるのが、私たちのセンスの見せど

ころね」。そしてメイクではスモーキー

アイズ。まぶた全体にアイシャドウを薄

めに塗り、アイホールに濃く重ねづけ

すれば、旬なニューヨーク風の目元に。

ニコいわく「ストールは季節に関係なく持ち

歩いているわ。ニューヨークの秋冬は冷える

からなおさらね」とのこと。革新的なデザイ

ンが魅力の〈エコー NY〉、今年らしいエキ

ゾチックな柄のストールはかなり狙い目。
〈ロバート・リー・モーリス〉
ピアス メタル、中国製 8,100円
ブレスレット メタル、中国製 12,960円
□地下１階 アクセサリー／イベントスペース
期間限定販売：１１月５日（水）～１１日（火）

〈ボビイ ブラウン〉
メイクアップアーティストチームによるメイクアドバイス
□１１月５日（水）～１１日（火） 各日午前１１時～午後７時
□地下１階 G-スペース
□ご予約・お問合せ：地下１階 ギンザコスメワールド ボビイ ブラウン
TEL.03-3538-0168（直通）

〈ヘルムート ラング〉カプセルコレクション
□１１月５日（水）～１１日（火）
□３階 ニューヨークランウェイ

〈ボビイ ブラウン〉ロングウェア アイ セット 8,316円
ロングウェア ジェルアイライナー（現品）、ロングウェア マスカラ（現品）、
インスタント ロングウェア メイクアップリムー
バー（ミニサイズ）、ロングウェア クリーム シャ
ドウ スティック（ミニサイズ２種）
□地下１階 ギンザコスメワールド
［11月5日（水） 銀座三越数量限定販売］

〈ボビイ ブラウン〉a.ロングウェア ジェル スパークル 04 
全５色、ベルギー製 3,456円　b.リップ カラー 83 全４０色、
アメリカ製 3,456円　c.パーフェクトリー ディファインド 
ジェルアイライナー 01 全６色、ドイツ製 3,240円　d.ブ
ラッシュ 33 全２２色、アメリカ製 3,888円
□地下１階 ギンザコスメワールド

〈エコー NY〉ストール 23,760円
表：絹１００％、裏：レーヨン１００％、約６７×１８３ｃm、中国製
□１階 銀座スタイル ファッションアイテム
期間限定販売：１１月５日（水）～１１日（火）

たっぷり入る機能性に加え、シルバーやピンクなどポップなカラーで展開。
［銀座店先行販売］〈3.1 フィリップ リム〉ハッピーカラーコレクション
a.「PASHLI」ミディアムバッグ 牛革、W３２×H２５.５×D１０ｃm、中国製 113,400円
b.「PASHLI」ミニバッグ 牛革、W21.5×H16.5×D7.5ｃm、中国製 
シルバー 115,560円　パープル 95,040円
c.「PASHLI」コインケース 牛革、W１４×H８×D２ｃm、中国製 34,560円
d.「PASHLI」財布 牛革、W21.5×H11.5×D2.5ｃm、中国製 48,600円
e.「PASHLI」バックパック 牛革、W30.5×H28×D12.7ｃm、中国製 124,200円
□４階 3.1 フィリップ リム

デイバッグ、リュック、ショルダーの３WＡＹで、
どんなシーンにも対応。
［三越伊勢丹限定］〈アレキサンダーワン〉
マルチバックパック 各115,560円
羊革、W２２×H３０×D１２ｃm、全２色、中国製　
□１階 ハンドバッグ
□4階 アレキサンダーワン

ニューヨーク土産のブラウニーが人気

の〈ファット・ウィッチ・ベーカリー〉か

ら、キュートなグッズが到着。

ニューヨーク発の腕時計は、クラシックな

イメージを守りつつ、カラフルで機能的。

お好きなパーツを選んでカスタマイズ。

ニューヨークが誇るバレエ団「ニューヨー

ク・シティ・バレエ団」のバレリーナ3名

と〈コール ハーン〉がコラボレーション。

〈ファット・ウィッチ・ベーカリー〉トートバッグ 
ポリプロピレン不織布、W37.5×H66×D8ｃm、中国製 1,411円
マグカップ 陶器、直径9×高さ10ｃm、中国製 3,781円
ブラウニー （大）アメリカ製 各746円　（小）アメリカ製 各376円
□３階 銀座スタイル ル プレイス
期間限定販売：１１月５日（水）～１１日（火）

肌へのなじみがよいモロッコのアル

ガンオイルを使ったコスメ。洗練さ

れたボトルデザインも秀逸。

〈SULA NYC〉
アクティブ・エディション アンセンティッド 4,266円
全身用美容液、２０mＬ、アメリカ製

アマゾン・デュー ボディ用美容液、２０mＬ、アメリカ製 4,266円
フェイス セラム 顔用美容液、２０mＬ、アメリカ製 5,346円
□７階 ギンザグルーミング
期間限定販売：１１月５日（水）～１１日（火）

a.〈ブルックス ブラザーズ〉
ジャケット 60,480円
毛１００％、３６～４4、タイ製
□７階 銀座スタイル ビジネスクロージング

アメリカの心に触れるユニセックス系

街を駆ける男のための一足

ゴールデンスパイクをモチーフにし

たアメリカのフロンティアスピリッツ

と勇気を象徴したデザイン。

〈GILES & BROTHER〉バングル 各12,960円
真鍮、アメリカ製
□７階 カジュアルセレクト
期間限定販売：１１月５日（水）～１１日（火）

男性も下着からHAPPYに

レディスランジェリーで有名なブラン

ドから、メンズラインが登場。缶に

入ったボクサーパンツは、プレゼン

トにも好適。
〈ブラデリス ニューヨーク ソーホー〉
ボクサーパンツ 各2,052円
上：ポリエステル５０％・ナイロン４０％・ポリウレタン１０％、
下：ポリエステル５５％・ナイロン３０％・ポリウレタン１５％、中国製
□７階 紳士肌着

New Yorker at Long Island
□１１月５日（水）～１１日（火）　□７階 カジュアルセレクト
紳士ファッションの“次”を見出だし、発信するため、ニューヨーク
で最旬のカジュアルトレンドを集めました。都会と自然の両方を
愛するカジュアルウエアを銀座らしいクリーンなスタイルで提案
いたします。

〈バテンウェア〉ブルゾン 64,800円
本体：綿１００％、リブ部分：アクリル１００％、Ｓ・Ｍ、アメリカ製

シャツ 24,840円　綿１００％、Ｓ・Ｍ、アメリカ製
パンツ 24,840円　本体：綿１００％、リブ部分：アクリル１００％、
Ｓ・Ｍ、アメリカ製
□７階 カジュアルセレクト

〈コール ハーン〉
バレエシューズ 22.0～25.5cm、中国製 35,640円
□２階 婦人靴

〈タイム ウィル テル〉カスタム時計 14,904円
Ｓ・Ｍ、日本製（パーツ：中国製）　※お渡しは１２月１０日（水）以降になります。
□３階 銀座スタイル ル プレイス

クラシックなデザインと軽量でしなや

かな履き心地のソールを組み合わせ

た「ゼログランド」に新色が登場。

〈コール ハーン〉ゼログランド
オックスフォードシューズ 各45,360円
牛革スエード、７.０～１０.５、全４色、中国製　
□７階 紳士靴　※グレーは三越伊勢丹グループ限定カラー

〈マッケンジー・チャイルズ〉アーティスト来日実演
□１１月９日（日） 午前１１時～午後６時
□８階 銀座スタイル シンプリーハート
ニューヨーク州オーロラ村から、アーティストが初来日。期間中に税込
10,800円以上お買いあげの方に〈マッケンジー・チャイルズ〉プロダク
トディレクター、レベッカ氏のサイン入り証明書をプレゼント。

パーティプランナーだったキャサリンが1991年に手作りアイ
テムを販売して始めたブランド。パーティの楽しさを知り尽く
したからこそ生まれる、おしゃれなデコレーションアイテムに
世界中が夢中！
a.〈キャサリンズコレクション〉
グラスオーナメント（ドレスアップドッグ）  各3,132円
ガラス、約高さ１１～１３ｃm、中国製

グラスオーナメント（カップケーキ） 2,160円
ガラス、約高さ１０ｃm、中国製

レース グラスボール 各540円
ガラス、直径８ｃm、中国製

伝統的なサンタに、そり型の小物入れ。プレゼントに好適！
c.〈マッケンジー・チャイルズ〉
ウィンターサンタ 【３点限り】62,640円
素材各種、高さ５６ｃm、フィリピン製

そりセンターピース 【２点限り】86,400円
木、約W５０.８×H４０.６×D２７.９cm、中国製

愛らしいおめかしキャットのオーナメント。2014年の新作です。
d.〈マッケンジー・チャイルズ〉
グラスオーナメント MISS KITTY KAT 15,120円
ガラス、Ｗ１０.２×Ｈ１５.２×Ｄ５.２cm、ポーランド製
※スタンドは別売です。
□８階 銀座スタイル シンプリーハート

ニューヨーク五番街を歩くファッションリーダーをイメージ。
b.〈キャサリンズコレクション〉
プードル人形 【２点限り】129,600円
レジン・他、約高さ８１cm、フィリピン製

上品でクラシカルなフォルムの中にも、遊び心を感じるディ
テイルが魅力のウィングチェアが登場。リビングでのくつろ
ぎのひと時にぴったりな、シック&ノーブルな雰囲気。
〈マッケンジー・チャイルズ〉
パーチメントチェック ウィングチェア
324,000円
素材各種、約幅101×奥行95×高さ106（53）ｃm、アメリカ製

パーチメントフラワークッション 37,800円
カバー本体：麻100%、装飾部分：絹100%、中材：ポリエステル、
約51×51ｃm、インド製
□８階 銀座スタイル シンプリーハート

〈タイム ウィル テル〉デザイナー ステーシー・フーパーさん来日
□１１月７日（金）～９日（日）　□３階 銀座スタイル ル プレイス
色の組み合わせなど、直接カスタマイズのアドバイスが受けられます。

a.〈KENNETH JAY LANE〉
ネックレス 33,480円
アメリカ製

b.〈MEDUSA〉
ヘアクリップ 各2,484円
韓国製
□４階 銀座スタイル モンミロワール
期間限定販売：１１月５日（水）～11日（火）

〈アナ スイ〉
ドレス 73,440円
レース部分：綿５０％・ナイロン５０％、スカート部分：ポリエステル１００％、
２、アメリカ製
□４階 銀座スタイル モンミロワール
※シューズは参考商品です。

GINZA MITSUKOSHI New York Week GINZA MITSUKOSHI New York Week
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Photo Exhibition
デザイナーのフィリップ・リムが
注目するニューヨークのトレンド
スポットをキュレーションした写
真展を開催。流行の息吹を感じ
る写真実物を期間中展示いたし
ます。

※ゴールデンスパイク：鉄道路線の完成記念に打ち

込まれる犬釘


