
S
w

eets

S
cotch

B
la

ck
 T

ea

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。

【イートイン】

⬆

スペシャルアフターヌーン
ティーセット（上段／
ケーキ3種・クッキー1枚・フルーツ、
下段／スコーン1個・サンドウィッチ2切・

ポットティー付、1人前）2,501円

【広島三越限定】01.マシュマロミルクティー（1杯）864円、02.クリーム
ティーセット（たっぷりのマグカップティー・焼き立てスコーン2個、1人前）1,296
円、03.ドライカレー＆紅茶セット（1人前）〈午前11時～午後2時、連日10
食限り〉1,080円

01.スーツケース缶
（250g）2,376円、02.
エリザベス缶（250g）
3,240円、03.ユニオン
ジャック缶（120g）1,296
円、04 .ロンドンバス缶
（450g）3,456円〈各種20個
限り〉

［写真左から]〈ザ・グレンロセス〉ザ・グレンロセ
ス ヴィンテージ1998（43度）7,170円、〈アベ
ラワー〉アベラワー アブーナ（60度）9,199円、
〈ザ・ボタニスト〉ザ・ボタニスト ジン（46度）
3,690円、〈ラフロイグ〉スペシャル カスクスト
レングス（57度）17,700円（いずれも700㎖）

⬆

パイ 01.肉＆玉
ねぎ378円、02.ストロベリーカスタード324円、03.アッ
プルシナモン324円、ミンスパイ［写真左上]378円（いずれ
も直径7.5cm、1個、日本製）

⬅

カップケーキ
（4種類、各1個、日本製）各270円

【イートイン】01.ベーコンエッグサンド1,296円、02.エビとアボカドサンド1,404
円、03.ポークグリル オレンジとマヌカハニーマスタードソース（ガーリックバケット・サ
ラダ添え）1,620円、04.マッシュルームクリームスープ648円、05.スコーン2種セッ
ト（ラムレーズン・プレーン・ブルーベリー・紅茶カレンデュラ・デーツからお好きなスコーン2種、マヌカハ
ニークロテッドクリーム付）594円（いずれも1人前） ●スコーン2種＆ティーセット（1人前）
1,242円、●紅茶（ミルク・レモン・ストレート、各1杯）各648円

⬇

〈ジェリーズ・パイ〉ミートパ
イ パーティーセット（2個入）〈30
セット限り〉1,728円
●〈ウォーカー〉ウォーカーのお楽しみ袋（5種類入）〈30袋限り〉2,160円  ●〈グ
ランマーケット〉英国ブランド お菓子お楽しみ袋（14点入）〈30袋限り〉1,890円 
●〈ジョンロスJr.〉スモークサーモン よりどり2枚（100g×2パック）〈30セット限り〉
3,240円 ●〈チーズ オン ザ テーブル〉英国チーズセット（スティルトン50g・チェ
ダーポーター50g・セージダービー50g、ミニアップルウッドスモーク20g×2）〈100セット限り〉1,458円

⬇

〈ウェンディ・ブランドン〉ウェンディさんの手作りジャム
よりどり3個（マーマレード、
ストロベリーほか、各130g）

〈30セット限り〉2,001円

【イートイン・テイクアウト】
06.かぼちゃとおからのマヌカハニー
ケーキ648円、紅茶とダークチェリーの
ケーキ594円、チョコレートケーキ648円、
渋皮栗のブラウニー594円、キャロット
ケーキ594円、オレンジチーズケーキ
648円（いずれも1個） ●スコーン2種セッ
ト（ラムレーズン・プレーン・紅茶カレンデュラ・
デーツからお好きなスコーン2種）648円

【テイクアウト】
07.ピクニックバスケット（ハムとキュウリのフィン
ガーサンド・エビとアボカドのロールパンサンド・ツナ
とキュウリのピクルスのロールサンド・グリーンサンド・

フルーツ2種・ビスケット1枚、1人前）1,296円 
●テイクアウトティーセット（ハーフサイズ
ケーキ2種・ビスケット2種・スコーン〈マヌカハニーク

ロテッドクリーム付〉・紅茶、1人前）1,188円

神戸〈ティールーム マナーハウス モトヤマ〉
【イートイン・テイクアウト】

お客様の熱いご要望にお応えし、神戸・岡本のティールームが登場。
豪華な「アフタヌーンティー」やランチにぴったりのメニューなどをご用意いたします。

東京・六本木〈マリン〉

特別頒布品

【イートイン・テイクアウト】

本場伝統レシピを厳選素材で。英国ビールや
パスティもご一緒にお楽しみください。

〈フォートナム・アンド・メイソン〉
英国王室御用達の紅茶専門店。特別なティータイムをお届けします。

京都〈ティーサロン GRACE〉
グレイス

【イートイン】
英国式の紅茶サロン〈グレイス〉がことしも。
日本紅茶協会のティーインストラクター・松
本ゆう子さんが淹れる香り高い紅茶をぜひ。

01.アソートパッケージ（フィッシュ・
シュリンプ・チップスの詰め合せ、2・3人前）

2,500円、02.フィッシュ＆チップス（1人
前）1,401円（いずれもマッシュピースソース付） 

アジア初の

英国国際フ
ィッシュ＆

チップス協
会認証店

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。※特に表記のないものは英国製です。イートインメ
ニューなど、日本製も含まれます。※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、酒類の試飲・販売はいたしません。

■12月11日   ー16日　 ■8階催物会場火 日

〈ウォーカー〉

【実演】イングリッシュスコーン
各種（1個、日本製）各190円から

 〈コッツウォルド・
    ハニー〉

ユキ・ウイルソンさんのスペシャリテ
〈トミーズショートブレッドハウス〉

京都〈ジェリーズ・パイ〉

〈バップス＆バンズ〉

⬅

カメリアズティーハウス アフターヌーンティーセット 
赤（イングリッシュブレックファスト ティーバッグ5包〈箱入〉、インドネシア、ル
イボスオレンジ70g〈箱入〉、アールグレイオレンジ ティーバッグ5包〈小袋
入〉、茶葉／原産国各国、オリジナルトートバッグ付）

〈40点限り〉2,880円 
●カメリアズティーハウス
オリジナルマグカップ
（1個）3,219円

⬇

2018スペシャルブ
レンド（100g、茶葉／インド・
　　インドネシア・スリランカ）

　　　　　　    3,240円

⬇

スティルトン648円、
レッドチェダー432円、
チェダーポーター648円、
ポートワイン ダービー
648円他
（いずれも100gあたり）

〈キャンベル
 ショートブレッド〉⬆

〈カメリアズ ティーハウス ロンドン〉

〈チーズ オン ザ テーブル〉

⬇

スパイスクリスマス
ティー（125g、茶葉／中
国・スーダン・パラグアイ）

3,024円

⬅

ヨークシャーゴール
ド（125g、ティーバッグ40包、
茶葉／インドほか）1,188円 
3ヵ国10農園セレクション。
日本軟水に合せてブレン
ドしています。

〈テイラーズ・オブ・ハロゲイト〉

【12月11日火】

⬆

〈アバンセ〉自家製ロー
ストビーフ（100g）〈20
パック限り〉1,080円

⬇

〈ベノア〉
ベノアの

お楽しみ袋
（1袋）

〈100袋限り〉
2,160円 
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シュトレン（1本、日本製）

⬆

2,268円

〈ジョンロスJr.〉

スモークサーモン（100g）1,944円

⬅

クロテッドクリーム
（100g、1個、日本製）432円 （  　 ）最終日は

午後5時閉場

British Fa
ir

【12月11日火】
キャンベルショートブレッド
缶入（150g）〈12缶限り〉1,801円
●キャンベルショートブレッド袋入（100g）301円

⬇

はちみつ
（液状）1,404円、
（結晶状）1,512円
（いずれも227g）

オーガニックフルーツケーキ
（850g、直径15cm、丸箱入、日本製）4,320円

●焼き立てスコー
ン（2個）648円、カッ
プティー各種（1杯）
540円から、ポット
ティー各種810円
から、茶葉販売（50g
あたり）1,026円から

01.ポークパイ 大（5×8×5.5cm、1個）918円、
02.パイ 小（5×7.5×3cm、1個）540円、

03.ヨークシャープディング（3個入）432円

⬇〈ベノア〉
クリスマス
スコーン（1個）
〈連日200個限り〉
324円

三
越

フ
ェ
ア

（1杯）648円

ビール
サーバー
併設

【イートイン】営業時間／午前11時～午後7時。ラストオーダーは、午後6時30分。（最終日は午後5時クローズ。ラストオーダーは午後4時30分）

連日、午後2時から
販売

30/11/21 色
数4色1 表
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⬅ ヴィクトリアンジェット特集 ヴィクトリアン
ジェット花彫ネックレス（N：約46cm）204,120円／8階
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⬅

〈サリータッセル〉NEW! 
01.ベルベットリボンタッセル
大（長さ22cm）7,344円、02.小
（長さ16cm）5,724円、03.めが
ねクリップ大（長さ16cm）
5,184円、04.小（長さ12.5cm）
4,536円、05.ドロワーシ
リーズ（長さ12cm）3,780円、
06 .ミニタッセル（長さ
10.5cm）5,832円（いずれ
も素材各種、日本製）／8階

営業時間／午前10時30分～午後7時30分
（１２月31日月は午前10時～午後6時、元日は休業、１月2日水は午前9時30分～午後7時まで営業）

※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。

⬅

ラ・ルール チカコスタイル〈ヘイ ジェントルマンカフェ〉
01.メンズ1970’Sヴィンテージ ハリスツイードコート
（1970年代）62,640円、02.メンズハリスツイードジャケッ
ト50,544円、03.レディスヴィンテージツイードコート
62,640円、04.レディスヴィンテージツイードジャケット
39,800円（いずれも毛100％）／8階

⬅

ラ・ルール チカコスタイル〈ロイヤルブラウン〉
01 . I n v e r n e s s（インバネス）トートバッグ
（32×30×12cm）66,960円、02.Lewis（ルイ
ス）ミニバッグ（20×26.5×10cm）26,800円
（いずれも毛・牛革、日本製）／8階

■12月11日   ー16日　 
■8階催物会場　　　 &各階

火 日
（  　　）最終日は

午後5時閉場

⬅〈チェーンブリッジ
ハニーファーム〉
リバティプリント ガゼット
バッグ＆ミニハニーバーム
セット（バッグ／綿100%、25×45
×9cm、日本製）5,940円／8階

ショージ〈ビートルズ〉NEW! ⬆

01.マグカップ（中国製）1,890円、02.
バーシティージャケット16,200円、
03.Tシャツ4,320円、04.ベース
ボールキャップ（中国製）4,104円（い
ずれも素材・サイズ各種）／8階

⬇

HTS〈英国王立造幣局〉
01.ロイヤルコイン ルイ王子ご誕生記念
誕生石入銀メダル（Sil・キュービックジルコニ
ア）129,600円、02.ロイヤルコイン エリ
ザベス女王載冠65周年記念銀貨

（スターリングシルバー）129,600円
（いずれも直径3.81cm）／8階

 ➡ 03.HTS〈スポード〉
　ブルーイタリアカップ＆
　 ソーサーセット（陶器）
　 　 各10,800円／8階

⬆〈ブリティッシュ・
ライフ〉01.ロンド
ンバス＆ブラック
キャブ型ミニカー
セット（プラスチック、
各高さ9cm、中国製）

1,512円、02.玄関マット
（S、毛100％、90×60cm、

インド製）16,200円／8階

●〈カリス成城〉ヒーリン
グハーブス フラワーエッセン
ス（10㎖）2,700円／8階

マスターショップ専用モデル 
①ヘリテージコレクション スプリン
グドライブ（メンズ、自動巻スプリングドラ
イブ、ブライトチタンケース・ブレス、ケース径

41㎜、10気圧防水、日本製）669,600円、
②エレガンスコレクション（レディス、
クォーツ、SSケース・ブレス、ダイヤ入ケース、
径30.4㎜、10気圧防水、日本製）

810,000円

⬇〈エムズ・コレクション〉01.ダイ
アナクイーン オブ マイハート（高さ32cm、
ドイツ製）64,800円、02.タリーホ（高さ
　26cm）140,400円、03.パディトン

  スーツケース付（高さ21cm）
　　75,600円、

　  　／8階

〈アンティックスAGA〉
01.ダイヤモンドリング（1920年
代）135,000円、02.ダイヤ入
パールペンダント（1910年代、N:
約52cm）129,600円、03.カメオ
リング（ヴィクトリア時代、フレーム／直径

0.8cm）54,000円／8階

〈アンティークシェーン〉⬆

01.マザーオブパール ナイフ＆フォーク 6客
セット（サイズ各種）410,400円、02.ベリー
スプーン（長さ23cm）60,480円／8階

⬇

トゥーシェ〈オールドノリタケ〉
カップ＆ソーサー＆ケーキ皿 
（磁器、カップ／高さ2.5cm、ソー
サー／直径6cm、皿／直径7cm）

49,680円／8階

トゥーシェ〈AEW社〉
01.ワインクーラー（直径
7×高さ18cm）60,480円、
02.ワインデキャンタ
（直径13×高さ33cm）

60,480円（いずれもガラ
スほか）／8階

⬇〈グラハムクラーク〉
NEW! 04.メードストン 1890

（版画、20×25cm、額サイズ／45.5×

50.5cm）138,240円、05.4つ星レ
ストラン（版画、9.5×12cm、額サイズ／
34×36cm）73,440円／8階

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。
※特に表記のないものは英国製です。

英国作家手作り玩具特集

ヴィンテージ特集

【12月11日火-17日月】〈アーツ＆アンティーク
ス ミアルカ〉アンティークコレクション K15
スコティッシュブローチ（19世紀中期、直
径約5cm）〈1点限り〉594,000円／
4階ステージ

【12月11日火-17日月】〈ハンター〉フェア 

⬆

01.バックパック（ナイロン、30×42×16cm、ベトナム製）各12,960円、
02.チェルシーブーツ（ゴム、中国製）16,200円／5階メンズシューズ
●〈ロワラン〉レザーバッグ／8階
●〈ハンナ・ハッツ〉パッチワーク／8階

〈Rinje〉川口富美代・〈Atelier CUBE〉藤崎佳苗・〈atelier 
family〉大垰文子・〈Chiku Taku〉原田慶子・〈Cotoneria〉山
口さおり（敬称略）。地元広島の作家によるウィリアムモリス
やリバティファブリックを使用したインテリア茶箱、バッグや
小物、アクセサリーをご紹介。／7階プロモーションスペース

【12月11日火-12月17日月】
心躍るモリスとリバティ展

世界マーマレードアワード＆フェスティバルで2017年・2018年、金
賞を受賞した國分美由紀さんに、「いいマーマレードとは？」「おい
しいマーマレードを作るためのポイントは？」など指導いただきます。

世界大会金賞受賞者によるマーマレード作りデモンストレーション

〈グランドセイコー〉フェア
新作から定番まで約120点をご紹介。
グランドセイコーの歴史を振り返る特別展示をはじめ、
日本が誇る〈グランドセイコー〉の
世界観をご体感ください。

〈信州 時の匠工房〉技能士による
 スプリングドライブ組立実演
〈信州 時の匠工房〉の技能士・西中卓也さんの
卓越した組立技能の一端をご覧いただけます。

■12月15日土  ①午後1時～ ②午後4時～　
■参加費／無料　■定員／20席（要予約、立ち見可）　
■講師／〈アトリウム〉代表 國分美由紀さん　■8階
■ご予約・問い合せ／082-242-3255（担当：栃木・森川・上前）

■12月11日火 ー17日月   ■1階イベントスペース

■12月15日土  ①午後1時～ ②午後3時～（各回30分程度）

伝統ある英国の紅茶の世界をご紹介。会場内にあ
る紅茶やお菓子、グッズを紹介しながら、美味しい
英国式紅茶の淹れ方・楽しみ方をご案内いたします。

岡本啓美ティーセミナー ■12月14日金  ①午後1時～ ②午後4時～　
■参加費／無料　
■定員／20席（要予約、立ち見可）　
■講師／Tea Story 岡本啓美さん　■8階
■ご予約・問い合せ／082-242-3255
　（担当：栃木・森川・上前）

I N F O R M A T I O N 各階インフォメーション広島三越

〈45R〈フォーティーファイブ・アール〉〉
4545（よいよい）祭り

今回の「祭り」
では、これまで
の素材を再利
用。手仕事に
よって一点一
点表情の異な
る新しい製品
に仕立てました。ソフト感、温かみのある
ハンドメイドニットアイテムをご紹介いたします。
4545 ハンドニット ボレロ（中国製）・・・85,320円

■12月11日火－17日月 
■3階ステージ・ショップ

〈uran〈ウラン〉〉ジュエリー
ポップアップストア

シンプルで洗
練されながらも
温度感をまとう
〈uran〈ウラン〉〉
のジュエリーコ
レクションを期
間限定で。

NUMBER（ナンバー） ピアス
（K18YG、幅約2.8cm）・・・11,880円ほか

■12月11日火－17日月  ■3階ステージ

〈銀座ボーグ〉
2018秋冬コレクション

職人が、手作業で仕上げる帽子ブランド。
ことし人気の、羽のついた秋冬新作が揃います。

トーク（毛100％、日本製）・・・・43,200円

■12月11日火－17日月  ■1階ステージ

〈ダミアーニ〉
クリスマスフェア

〈エノテカ〉冬の特別
ワイン承り会
テレフォンオーダー

人気のディーアイ
コンや日本限定の
新作など、クリス
マスを彩るコレク
ションの数々をご
紹介いたします。

ディーアイコン
K18PG
ダイヤ入ネックレス
（D=0.01ct、セラミック）
・・・・・226,800円

1.濃厚赤ワイ
ン6本セット（各
750㎖、原産国各
国）10,800円
〈30セット限り〉

2.年末を彩る赤
白泡ミックス12
本セット（白発泡2
本・白4本・赤6本、
各750㎖、原産国各
国）10,800円
〈100セット限り〉

■12月11日火－17日月 
■1階ステージ
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〈NIJIIRO Camp〉
あったかニットフェア

福島で生まれたニットブランド。ジャカード編みを用いた、
多彩な色とデザインが楽しいニットアイテムをご用意。

大判ストール（毛58％・ナイロン20％・アクリル15％・ポリエ
ステル7％、75×155cm）27,000円、帽子（毛59％・ナイ
ロン17％・アクリル15％・ポリエステル9％）9,720円（いずれ
も日本製）

■12月11日火－17日月  ■1階特設会場

■12月11日火－17日月

■ご予約・お問合せは 広島三越
オペレーションセンター

※すべてお電話でのお申し込みとなります。※送料は別途いただき
ます。※12月18日（火）以降、順次発送いたします。詳しくは係員まで。

受付時間／
午前10時30分～午後6時 0120-3254-40

②

①

〈フラヌール〉Silパールブローチ
（1820年代、長さ約4.6cm）380,000円／8階
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ラ・ルール 

チカコスタイル

〈ヘンリーロンドン〉
01.ユニセックスウォッチ（ク
オーツ、ケース径3.9cm）、02.レ
ディスウォッチ（クオーツ、ケース
径2.5cm）各19,440円／8階

※写真はイメージです。
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