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場] ■8階催

物会場

●お米3点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成30年度産、各2kg 2,700円
●フランスボルドー金賞受賞
辛口白ワイン6本セット
・・・各750㎖、フランス製【100セット限り】5,400円

⬇ 〈アバンセ〉京都府産

黒毛和牛カルビ焼肉用
150g【50パック限り】1,381円

選りすぐりのお買得品特集

よりどり!
お買得
企画

⬆  〈アバンセ〉京都府産

黒毛和牛ロースステーキ
・・・・・・・・・・・・約350g【50パック限り】3,981円

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。※盛り皿などは商品に含まれません。※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売いたしません。

⬅  〈山城屋〉
焼海苔寿司はね
7枚入×3袋
・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈小川珈琲〉

小川珈琲店
有機珈琲
シリーズ各種
2個セット
粉、各170g1,296円

●〈大山ハム〉選べるお楽しみ袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●〈六角ちきりや〉宇治茶葉詰め放題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
●〈山豊〉漬物 よりどり4点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

1月18日金 オープニングサービス
●〈ストリームライン〉ジャム各種
ストロベリー・ブルーベリー・オレン
ジ・チェリー・アプリコット・ラズベ
リー、各340g、ポーランド製
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各341円
●銀座ろくさん亭
スープ詰め合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11食入1,080円
●〈うに甚本舗〉
海の華（うにの瓶詰）
・・・・・・・・50g【100本限り】1,080円
●〈小川珈琲〉
香り華やぐ珈琲2袋セット
各300g【100セット限り】1,080円
●〈ソーキ〉DHAブルーベリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360粒19,440円

⬇ 〈山一〉島原手延べ黒ごま麺
45g×18束、1箱【100箱限り】

840円

〈佐々木製菓〉

和菓子・あられ
よりどり5袋 ➡ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

〈福さ屋〉辛子明太子 ➡ 
・・・・・・・・・バラコ、250g1,080円

 ⬇ マロングラッセ ブロークン、120g
【100袋限り】378円

⬇ 〈松井老舗〉五三焼
長崎豊潤カステラ切落し
・・・・・600g【150袋限り】1,101円

⬇     〈アバンセ〉京都府産

黒毛和牛バラ肉切落し
150g【100パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

●〈小川珈琲〉ブレンド3
オリジナル2個セット 粉、各400g1,080円
●〈小川珈琲〉有機珈琲アソートセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ドリップコーヒー、30杯分1,620円
●〈オカウエ農園〉紀州南高梅つぶれ梅
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しそ・はちみつ、各300g 各2,160円
●〈オカウエ農園〉紀州南高梅超低塩3％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しそ・はちみつ、各300g 各1,080円
●〈OSK〉大分県産 はねだし乾椎茸
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140g 1,080円

送料無料

1 5
4 6

⬇ 〈Q・B・B〉 
ミックス
ナッツ
ファミリー
620g・・・・・・・・・・・・・・・・
【60缶限り】
1,001円

熊野の梅紀州南高梅 ➡ 
しそ・はちみつ、各250g・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各648円
●紀州南高梅 塩分3％しそ・はちみつ、各250g 各648円

●〈東野〉胞山完熟黒にんにく規格外
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小、600g 3,001円
●〈OSK〉豊後きのこめし
（炊き込みご飯の素）180g【200個限り】324円
●〈山一〉五島うどん
・・・・・・・・・・・・・乾麺、100g×3束【300袋限り】378円
●〈メルボン〉

シーフィギュアミルクチョコレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g、ブルガリア製 648円
●〈カクホシ〉
そのまんま酢の物     酢、500㎖ 324円
●〈カクホシ〉
そのまんま酢の物 紅酢 500㎖ 324円
●〈ドウシシャ〉カフェ・ド・ソル フリーズドライ
・・・・・・・・・・・・・・・インスタントコーヒー、180g 648円
●〈グランマーケット〉輸入菓子
お楽しみ袋・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円
●〈山城屋〉海苔お楽しみ袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円

●〈にんべん〉つゆの素 3倍濃厚
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ℓ540円
●〈にんべん〉白だし・・・・・・・・・・・・・・・1ℓ432円
●〈アバンセ〉自家製ハンバーグ
・・・・・・・・・・・・・・・・2個入【各日100パック限り】301円
●〈サンタ〉レトルトビーフカレー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中辛、200g108円
●〈サンタ〉レトルトコーン
クリームスープ・・・・・・・・・・・・・・・・・200g108円
●〈宇野フーズ〉北海道道南産
がごめ入とろろ昆布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90g 【各日30袋限り】864円
●〈ソーキ〉大麦若葉 粉末、90g 2,160円
●〈ベルトーリ〉EXヴァージン
オリーブオイル 458g、イタリア製 598円
●〈正田醤油〉正田のしょうゆ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特級、1ℓ216円
●山吹味噌 蔵開き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤つぶ・白つぶ、各750g 各432円

〈福留ハム〉

本腸ソーセージ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・390g 865円

〈バルベーラ〉アリーヴェEX
ヴァージンオリーブオイル⬇ 
・・・・・・・・・・・454g、イタリア製 598円

〈にんべん〉

本枯鰹節物語 ➡ 
2.5g×30袋

・・・・・・・・・・・・・1,188円

① ②

① 〈山下養蜂〉
国産山花蜜
450g【100本限り】
1,501円
②〈えらぶ屋〉  
沖永良部島産

乾燥きくらげ
カット
80g【50袋限り】1,620円① ②

お電話一本で

らくらくオーダー

シャンパーニュ
3本セット ➡ 
白発泡、各750㎖、
フランス製
【100セット限り】
5,400円

2

3 ⬅ 炭酸水クオス24本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各500㎖1,800円
●芋焼酎6本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各900㎖ 5,400円

①

②

③

〈宇野フーズ〉北海道産 ➡ 

①黒豆大粒大豆
1kg【各日30袋限り】1,296円
②小豆 1kg
【各日30袋限り】1,080円
③大正金時 1kg【各日30袋限り】1,296円

さらにお得!

⬅  〈宇野フーズ〉
北海道日高産

天然日高昆布切出し
200g【各日30袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・864円

①からつき
落花生➡ 

370g376円
②ごろごろっと

むき甘栗
・・・・・60g×5袋入 

495円

お買得
テレフォン
オーダー

⬅ バローロ＆
お買得ワイン
10本セット
赤、各750㎖、イタリア製
10,800円

承り時間／午前10時30分～午後6時

0120-3254-40
承り期間／1月18日金・19日土［2日間限り］

※　　　　    の商品以外は送料を別途いただきます。詳しく
は係員におたずねください。※商品は、1月28日月から順次
発送いたします。※広島三越から生活情報や商品情報など、
各種ご案内を差し上げる場合がございます。あらかじめご了
承ください。また、ご不要の場合は係員にお申し付けください。

送料無料

広　島　三　越
2019 1/15 火
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アコヤパールネックレス・イヤリングセット➡ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2セット限り】162,000円
8㎜玉、Sil、N：約42㎝、E／8㎜玉、K14WG

●ハーフケット各種・・・・・・・・・・【20点限り】1,080円
●ひざ掛け各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】540円
いずれもポリエステル100％、サイズ各種、中国製

⬅ 洗えるマット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,456円
素材各種、約50×80㎝、中国製 

●Silアコヤパールロングネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2点限り】108,000円
8㎜玉、N：約85㎝

〈日本ベッド〉スリットスリムHFE＋
ビーズポケットベーシック ➡ 
【5セット限り】108,000円 99×200×高さ80（MH48）㎝、日本製

伊勢志摩パールバザール
■1月15日火－21日月 ■1階ステージ

インテリアファブリックセール
■1月15日火－21日月 ■6階ステージ

〈シモンズ〉＆〈日本ベッド〉新春ベッドフェア

〈ヨーガンレール〉クリアランスセール
■1月17日木－31日木 ■2階

■1月16日水－20日日 ■7階催物会場（最終日は午後5時閉場）
シンプルで飽きの来ないデザイン。
マットレスはしなやかでしっかりとした寝心地。

シンプルなデザインのヘッドボードに、シモン
ズの代名詞でもあるダブルクッション。マッ
トレスは程よい安定感と快適なクッション
性。2台セットで更にお買得です。
⬅  〈シモンズ〉「ツインコレクション2018」
フラット20 6.5インチレギュラー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5台限り】 1台120,001円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台セット200,001円
98×201×高さ85（MH50.5）cm、ヘッドボード／タイ、その他／日本

クッションカバー各種➡ 
【50点限り】各1,080円
色柄・素材各種、約45×45㎝、中国製 ※クッション中材は別売です。

吸湿・発熱あったか掛カバー各種➡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】各3,780円
表地／ポリエステル100％、210×150㎝、中国製

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

6F

7F

リビングセール
■1月16日水－20日日
■8階催物会場

8F

1F

予告

（最終日は午後5時閉場）

⬅〈特別作品〉
黄金の亥
金箔約1,400枚使用、
親／高さ約70.0×幅約120.0㎝、
子／高さ約12.0×幅約65.0㎝

第22回 三越

■1月22日火－27日日
■8階催物会場

新春〈ROUROU〉フェア
■1月15日火－21日月

■1階ステージ
information ～猫に魅せられて30年～

秋本幸一 日本画展

仏像、仏具、おりん、
和・洋食器や縁起物など、
熟練の技から生まれた
黄金の美の数 を々一堂に。

日本の伝統技術や海外
の手仕事等などを使っ
た〈ROUROU〉独自の
商品をフルアイテムで
ご紹介いたします。

「私が日本画の絵具に出会ってことしで30年に
なります。その日本画を始めた頃に描き始めたのが
猫。」と秋本先生。その動き、シルエットの面白さに
魅せられて今日までの、猫を中心とした繊細な日本
画の世界をお楽しみください。

予告

■1月15日火－20日日
■7階三越画廊（最終日は午後6時閉場）

■2月28日木まで ■6階特設会場

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

大黄金展
（最終日は午後6時閉場）

⬅桜の浮柄を施し、金糸を織り込んだ金
屏風が、格調高く雅な雰囲気の親王飾り
をいっそう際立たせます。
真多呂作・木目込 親王飾りセット
65×32×高さ33㎝ 、日本製・・・・・・・・・・・・・・270,000円

広島三越 各階インフォメーション

展示即売

ロ ウ ロ ウ

⬆〈龍村美術織物〉の裂地を木目込んだ
立雛飾り。枝桜を描いた会津塗の円形衝
立が、立雛の愛らしさを引き立てます。
大里彩作・木目込 立雛飾りセット
38×23×高さ36㎝、日本製 ・・・・・・・・・・・・・・102,600円

〈アシックス商事〉

ショートブーツ各種
素材各種、原産国各国【100足限り】各3,240円

〈シューギャラリー OTA（オオタ）〉

ショートブーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・牛革、日本製 各12,960円

①〈ヨネックス〉ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・牛革、中国製11,880円
②〈ヨネックス〉スリッポンシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合成皮革、カンボジア製10,260円

①〈アージレ by ルコライン〉
スニーカー
21,924円

合成皮革、インドネシア製

②〈ニューバランス〉
スニーカー 
10,584円

合成繊維、ベトナム製

レディスシューズスペシャルセール

1月15日火 オープニングサービス

■1月15日火－21日月 ■1階イベントスペース

※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

①

①

①

②

②

②

石川広明 作 K18 おりん 2寸
約90g、高さ約4.0×幅約6.0㎝
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080,000円

®

格調高い伝統美はそのままに、リビングなどにも飾りやすいコンパクトサイズや
収納飾り、モダンなデザインなど、ライフスタイルに合せてお選びいただけます。

平成三十一年 三越特選

〈旅日和〉ウォーキングシューズ各種・・・・・素材各種、原産国各国
【100足限り】
各3,456円

ロータス
アミュレット
カーディガン
表地／毛100％、

別布部分／アクリル
90％・毛10％、日本製
・・・・・・・26,001円
サッシュリボン
サイドロング

チュールスカート
表地／ポリエステル100％、

インドネシア製
16,801円

吉祥柄
キャンバストートバッグ

綿、31×28×11㎝、インドネシア製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,001円

〈ヒルズアヴェニュー〉

①シューズ 布地（デニム）、日本製14,040円
②ショートブーツ羊革、日本製 17,496円

予告 HIROSHIMA MITSUKOSHI with mt■1月29日火－2月14日木 ■1階イベントスペース
暮らしを彩るマスキングテープ〈mt STORE〉が広島三越初登場。貼ってはがせる、
作って楽しい！ギフトラッピング、ホームパーティー、インテリアにも。使い方いろいろ、
自由にアレンジいただけます。広島三越限定デザインテープや、
「mtガチャ」「つかみどり」など楽しい企画も満載です。

マグカップ

お皿文房具

使い方
はいろ

いろ。

アレン
ジ自由

自在！




