
広　島　三　越
2018  8/21 火

広島三越店舗情報やお得なクーポンなどプッシュ通知でお知らせ。
アプリでお買物がもっと楽しく、もっと便利に。

三越ストアアプリ
始めました。

※特に表記のないものは日本製です。

埼玉〈永倉正三商店〉ホウキ草を一本一
本選り分けて、束ね、編み込む。バランス、掃きや
すさを心掛けた、手作りの箒です。●短柄箒（ホ
ウキ草ほか、長さ約85㎝）〈10点限り〉7,560円➡

⬅福井〈福井洋傘〉
一つ一つ職人の手によって作ら

れる洋傘。生地から骨、本数、パー
ツに至るまで、オーダーいただけます。

●［写真の品］浮織マーガレット（ポリエステル
100%、親骨の長さ60㎝、12本骨）39,960円
●正絹パナ染め（絹100%、親骨の長さ50㎝、
12本骨）57,240円、総レース日傘月柄
（綿100%、親骨の長さ45㎝、12本骨）70,200
円、正絹裏縞（絹100%、親骨の長さ60㎝、16
本骨）126,360円、博多織（ポリエステル
100%、親骨の長さ60㎝、12本骨）56,160円

⬅東京〈ブラシの平野〉
くせのないハンドル。ヘッドの重さ
を利用することにより軽くブラッ
シングでき、髪の多い方にもおす
すめの整髪力を備えています。
●8列植毛猪毛ヘアブラシ（猪
毛・黒檀、長さ21㎝）14,040円

兵庫〈やさしい靴工房Belle 
& Sofa（ベル&ソファ）〉「本革」と
同じような構造組織を持つ日本製
「ヴィーガンレザー」を使用。フィット
感と履き心地のよさを追求してい
ます。①WWING［ウェッジウィング］
（サイズ／24.5～28㎝）各12,960円、
②KAYAK［カヤック］（サイズ／21～
25.5㎝）各9,936円（いずれも人工皮
革〈国産ヴィーガンレザー〉）⬇

京都〈京風庵 大むら〉素材選びから製造ま
で、伝統工芸士が手がける京扇子。●紳士60間 典
具紙六ひょう（竹・和紙、長さ7寸5分〈約22.5㎝〉）〈5点限り〉
17,280円⬇

⬅鹿児島〈薩摩
びーどろ工芸〉
薩摩黒切子ぐい呑み（クリス
タルガラス、口径6×高さ5.8㎝）

37,800円

愛媛〈天成真珠〉
アコヤ真珠デザインネックレス
（8～9.5㎜玉、N：約42㎝〈アジャスター
付〉）43,200円➡
●アコヤ真珠ロングネックレス
（7.5～9.5㎜玉、N：約70㎝）〈3点限
り〉86,400円

大分〈開工房〉
つげに緻密な彫りを施し
た和モダンなアクセサ
リー。つげだからこそ可
能な、繊細な表現をお楽
しみください。●ブローチ
透かし彫「月にもみじ」
（天然木〈つげ〉、直径約8.5

㎝）216,000円➡

⬅【初登場】千葉〈voce（ヴォーチェ）〉Silデザ
インペンダント（アメシスト・ペリドット・淡水パール、トップ
部分／直径約2.5㎝、N：約44㎝）〈1点限り〉96,120円

兵庫〈相和〉
①琥珀ネックレス（N：69㎝）

86,400円、②琥珀ブロー
チ（長径約8.5㎝）108,000円
●琥珀ネックレス（N：52㎝）

81,000円、琥珀ブレス
レット（BL：19㎝）86,400円
から〈いずれも1点限り〉

⬅奈良〈奈良べっ甲 池田
工房〉べっ甲とターコイズの
ロングネックレス（N：約70㎝）
69,120円、べっ甲透かし彫り
イヤリング（直径3㎝）18,360円
●白甲とブラックスピネルの3連
ロングネックレス（N：70㎝）
102,600円、べっ甲とアンバー
のロングネックレス（N：70㎝）
64,800円、べっ甲透かし彫り
ブローチ（7×5㎝）34,560円

■【初登場】岩手〈マルイ造形家
具工業〉無垢板船箪笥車付（天然
木〈タモ〉、62×36×高さ75㎝）270,000円

⬇新潟〈石附工芸〉伝統的な
技術を用いながら、現代の生活様
式に合せたチェストタイプの桐箪笥
です。●［写真の品］五段チェスト（96×
45×高さ100㎝）297,000円
●三ノ三チェスト（96×45×高さ90㎝）

297,000円（いずれも天然木〈桐〉）

⬆福井〈匠工芸〉職人の技の結晶
ともいうべき船箪笥は、様々に施された
からくりも人気です。●船箪笥 帳箱観
音開き上マイラ戸（天然木〈欅・桐〉、金具
／鉄、56×46×高さ54㎝）2,138,400円

滋賀〈タケツネ〉輪奈ビロードビッグストール（本体／絹100
%、レース部分／レーヨン100%、50×195㎝）〈3点限り〉86,400円➡

⬅兵庫〈布工房遊〉
結城紬（コラボレーション
上衣）（絹100%）

84,240円
●ベスト4,644円、
対馬布ジャケット
302,400円、対馬
布コート345,600
円、宮古上布ジャ
ケット129,600円
（いずれも麻100%）
〈いずれも1点限り〉

宮崎〈ガーゼ服工房「野良着」RIYOKO〉⬇
エコ染 五分袖チュニック
ブラウス21,600円
●チュニックブラウス
45,360円、草木染
チュニックブラウス
68,040円、むら染
上着32,400円
（いずれも綿100%）

■【初登場】京都〈ふとん工房はせ川〉
真綿ふとん（受注生産、ふとんがわ／絹50%・綿50%、詰めもの／
絹100%、135×185㎝、
1㎏）162,000円

⬆【初登場】京都〈柿渋Houseみます〉
京都・山城の天王柿の柿古渋と、店主の開発した顆粒
柿渋で染め上げた優しい風合いの寝具です。●［写真の
品］柿渋染 掛ふとん（150×210㎝、1.1㎏）70,200円、
敷ふとん（100×210㎝、4㎏）56,160円、枕カバー
（43×63㎝）6,480円
●敷パッド（100×200㎝、0.5㎏）37,584円、シーツ（100

×200㎝）29,938円（いずれも綿100%、両面柿渋染）

佐賀〈鍋島緞通
手織工房織
ものがたり〉
華牡丹に松皮文
様 縁二重雷文
淡茶（綿100%、80×
160㎝）799,200
円※サイズのオーダー
も承ります。
【納期 約3ヵ月】➡

●東京〈優美堂〉天然石アクセサリーと
数珠 ●新潟〈川村庚堂漆器店〉村上木
彫堆朱 ●神奈川〈オカリナハウス白井
進〉オカリナ ●長野〈丸嘉小坂〉漆塗り
家具・漆器 ●三重〈藤岡組紐店〉伊賀
組紐 ●京都〈つえ屋〉杖 ●兵庫〈変〉彫
金腕時計 ●【初登場】岡山〈襟立製帽所〉
帽子 ●島根〈高橋鍛冶屋〉鉄の民芸品
●広島〈横畠工芸〉戸河内刳物・浮上お玉
●広島〈アトリエ婆沙羅〉刺子と和布の
創作服 ●徳島〈井上木工〉本磨き宝石箱
●鹿児島〈創作竹芸とみなが〉竹細工

■8月21日火－26日日
■8階催物会場［        ］最終日は

午後5時閉場
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営業時間／午前１０時３０分～午後７時３０分

INFORMATION各階インフォメーション広島三越

海鮮料理や肉料理など100種類以上の豊富なメニューから日替わりでご提供いたします。

広島三越屋上
営業時間／午後5時～午後10時（オーダーストップ：午後9時30分）

※悪天候により、営業を中止する場合がございます。

食べ放題・飲み放題・
時間制限なし テントコ
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早くからお飲みいただけるアーリータイム
土・日・祝日は午後4時から営業いたします。

ご予約・お問い合せ ［代表受付］

受付時間／正午～午後7時30分 
082-242-2301

■9月24日月・振休まで
満席の場合、入場制限をさせていただく場合が
ございますので、ご予約の上ご来店ください。

※週末はお早めにご予約ください。2,900円　  3,200円女
性

男
性

中・高生／1,900円 小学生／1,300円  
※小学生未満無料

※特に表記のないものは日本製です。※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、および「道路交通法」により
お車を運転される方には、酒類を販売いたしません。

3F 7F1F

■8月21日火－27日月
■1階・5階・6階
■8月21日火－27日月
■1階・5階・6階

■8月21日火－27日月 ■各階■8月21日火－27日月 ■各階

里山の技

⬆東京〈トロワトン〉カードケース（綿・
アクリル・ナイロン・牛革、11.5×7.5㎝）7,344円、
2ウェイバッグ（綿、26.5×20.5㎝）各12,960
円／1階イベントスペース

⬇〈おおち山くじら〉イノシシ肉のポトフ
（440ｇ）1,264円、イノシシ肉の黒ビール煮
込み（200ｇ）1,156円、イノシシ肉のスパイ
ス煮込み（200ｇ）994円／〈AJIKURA〉

和食の技
〈下鴨茶寮〉日本各地の「おいしい肴」をお届けす
るJIMONOギフトセット。それぞれの地域で愛される
伝統の味を
ご賞味くださ
い。●［のまえ］
JIMONO
（地頭鶏の炭火焼
100ｇ・牡蠣の一
夜干し80ｇ・屋久
島の鯖燻製40ｇ）

3,456円／
にっぽんの
ごちそう➡

スウィーツの技

⬆〈茶寮 by TAGASHIRA〉生地は竹炭を練
り込み、米粉・蜂蜜・牛乳だけで作りました。●竹炭
ロールケーキ（冷凍、抹茶・ほうじ茶、各1本）各1,620円

⬅竹炭と米粉の
シュー生地の中
はコンニャク入り
グラッセ。●トリュ
フグラッセ（冷凍、
抹茶・ほうじ茶、各1

個）各292円

⬆〈ローカルフードラボ〉栽培期間中農
薬不使用、島根県邑南町産の旬野菜と有
機純米酢を使用。お酒の肴にぴったりです。
●里山のめぐみピクルス（日本酒に合うピクルス
〈和風〉・ワインに合うピクルス〈洋風〉・ビールに合う
ピクルス〈カレー〉、各120ｇ、各1個）各756円／
〈AJIKURA〉

⬅京都〈片山文三郎商店〉絞り染めの美
しさをより身近に感じられるWearable Art（ウェア
ラブルアート）をテーマに制作された、大胆なフォルム
のスカーフやバッグをご紹介いたします。軽くしわに
なりにくく、ご旅行にも最適。●スカーフ①（25×180㎝）
各10,800円、②（8×50㎝）12,960円（いずれも絹100％、
絞り／中国、デザイン・染色／日本）／1階イベントスペース

東京〈PJC〉➡
デザイナー・大

西和子さんが糸づくり
から取り組むブランド。
オリジナルエンブロ
イダリーレースの
「特別な日常着」は、
手干し仕上げで
ふっくらした風合いが特徴です。
●［写真の品］「花園と葉と茎」
ジャケット62,640円、
スカート91,800円
●ワンピース102,600
円（いずれも綿100%）／
1階イベントスペース

⬆【初登場】広島〈アトリエ乃笛〉
バッグ①（牛革・箔・スパンコール、45×20×
10㎝）54,000円、②（素材各種、25×20
㎝）21,600円／1階イベントスペース

⬆【初登場】〈ASUMEDERU
（アスメデル）〉レザー雑貨フェア
使いやすさから生まれた日本の繊細な美意
識が感じられるレザーアイテム。●Pride（プラ
イド）革小物束入（18.8×9.3×1㎝）32,400
円、札入（10.7×9×1.3㎝）27,000円、小銭
入（10.5×8×1.5㎝）15,120円（いずれも実用
新案登録商品、やぎ革〈ニュージーランド産ゴート〉）
※カラーオーダーを承ります。【納期約2ヵ月】
／5階ステージ

⬅東京〈HARE-ya（はれや）〉
履き心地のよい会津桐下駄に、ろうけ
つ染めの手法でオリジナルの模様を
施しました。●ろうけつ染桐下駄「ユリ
文様」（天然木〈桐〉、サイズ／M）30,240
円／6階ステージ

福岡〈山ぶどうのかごや〉⬆
山ぶどうのかごあじろとすかし（31×20×
11㎝）127,440円／6階ステージ

オーダー&
リペアフェア

■1階特設会場

⬅〈中澤鞄〉2018
バッグコレクション

柔らかく仕上げた牛革に、楽し
さがひきたつ、使い勝手の良い
トートバッグ。●オシャレ物語
便利なトートバッグ（牛革、32×
25×10㎝）24,840円 ※セミオー
ダー・フルオーダーも承ります。【納期
約2ヵ月（フルオーダー約3ヵ月）】

■3階ステージ

⬅〈かねこオリジナル〉
良寛シルクフェア

ソックス（絹95%・その他5%）
各3,672円、ネックウォーマー
（絹100%）各10,584円 ※期間中、
職人が来店。カラー・サイズのオーダーも
承ります。【納期約2ヵ月】

        ⬇〈ショーンハイト〉
        ビジネスシューズ
パターンオーダー承りの会

■8月24日金－26日日
■5階メンズカジュアルセレクト

〈白田のカシミヤ〉メンズ
&レディスオーダー会

広島初登場。宮城県加美郡加美町で、天
然素材を使用し作られたオリジナルニット。
手動の編み機で職人が一枚一枚丁寧に
作っています。袖丈や着丈はお客様のサイズ
に合せてお仕立て。●カシミヤニットウェア
（カシミヤ100%）38,880円【納期約1ヵ月半】

■8月26日日まで■7階
⬇〈フェイラー〉インテリアオーダーフェア

姿勢が安定し、長時間座っても疲れにくいジェルシートは、ダイニング・車・
オフィスなど様々なシーンでお使いいただけます。●［写真の品］高通気構造
ジェルシート（カバー／綿100%、約40×40㎝）各38,880円 ●インテリアクロス

（100×150㎝）42,120円か
ら、（150×250㎝）105,840
円から（いずれも綿100%、ドイツ
製）、インテリアマット（綿・ア
クリル、90×60㎝）29,160円
※指定の柄からお選びいただけ
ます。【納期約2ヵ月】

■8月21日火－27日月 ■1階プロモーションスペース
〈布ギャラリー〉小千谷縮コレクション⬇

おぢやちぢみ

麻のオーガンジーに大きめ
のドット柄。職人が刷毛で
一枚一枚染め上げました。
●［写真の品］オーガンジー
ストール（麻100%、38×190
㎝）〈2点限り〉各9,720円
●小千谷縮 竹丸バッグ
（麻・綿・竹、30×22×7㎝）〈2点
限り〉14,040円

■8月21日火－27日月
■1階ステージ

⬇〈白鳳堂〉化粧筆フェア2018

■8月21日火－27日月
■1階ステージ

〈イロフシ〉➡
期間限定ショップ

日本古来の美意識を追求
する職人系モードブランド。
ろうけつ染めと墨汁染めを
組み合せた新技法「ろう
墨染め」を用い、繊細な風
合いを表現しています。

■8月21日火－23日木
■7階催物会場
（最終日は午後5時閉場）

婦人グランド
バザール

［出展予定ブランド］
〈ギャラリー i〉〈セシオセラ〉
〈カーサセンソユニコ〉
〈ユキコハナイ〉〈馬里邑〉
〈サン・フェルメール〉

■
3
階

〈
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肌触りのよさ、適度なハリ、シンプルか
つ抜け感のあるシルエット。3シーズン
着用可能です。●ラムレザージャケット
（羊革、中国製）52,920円ほか

■8月28日火－9月3日月
■1階イベントスペース

〈アッシュペーフランス〉インポート雑貨フェア⬇

ふだん取り扱いのない雑貨を揃え
て、年に一度のフェアを開催。今
回は、ストーリー性のあるデザイン
と繊細な刺繍が特徴のインテリア
雑貨ブランド〈コーラル＆タスク〉
や、機能性・ファッション性に優れ
た人気のバッグブランド〈ジャック
ゴム〉など、期間限定でご紹介い
たします。

■8月21日火－26日日
■7階三越画廊
（最終日は午後6時閉場）

千住 博・釘町 彰
―日本画を世界へ―

ニューヨークで日本画を発表
する千住 博先生。先生のもと
研鑽を積み、パリを舞台に活
躍する釘町 彰先生。日本画を
世界に発信する2人の作品30
余点を一堂に展覧いたします。

オータムセット2018（パウダー筆／やぎ毛・合成繊
維、チーク筆・アイシャドウ筆／やぎ毛、アイブロウ筆／馬
毛、専用ポーチ付）〈20セット限り〉15,984円

⬆東京〈MAITO／真糸〉
原綿から染めた独自の染糸を使用し、日本各地の作
り手によって様々な製品に。シンプルなデザインに
深い色味が人気です。●［写真の品］草木染めマチ付 
A4トートバッグ（綿、39×30×6㎝）16,200円、草木
染め絹二重羽衣マフラー（絹100%、40×180㎝、房部分
／13㎝）12,960円／1階イベントスペース
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ご自宅で眠っているバッグを
再生。お見積りは無料です。
●［リペア］ハンドバッグ持ち
手交換（1本）16,200円から、
［リフォーム］バッグを財布に
54,000円から※内容や状態
により、納期は異なる
場合があります。

       〈アトリエ8845〉
       バッグ・財布の
リペア・リフォーム・
オーダーフェア

納期
約1～2

ヵ月

▲before

after

■7階ステージ
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予告

■8月25日土・26日日
■5階メンズシューズ
国産にこだ
わったお客様だけ
の特別な1足をぜ
ひ。メーカースタッフ
がご要望を伺い、お好みに合せてお誂え
いたします。●紳士ビジネスシューズ（牛革
ほか）32,400円から【納期約1ヵ月半】

広島三越初登場


