
広　島　三　越
2019  1/21 月

■1月22日火ー27日日 ■8階催物会場（最終日は午後6時閉場）

第22回

三越大黄金展
熟 練 の 技 から 生 まれ た 黄 金 の 美 、その 輝きの 数 々 。

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

金・プラチナ・貴金属を現金買取りいたします。
小判・メダル・金盃・おりんや仏具
などの18金、24金製品やプラチナ
製品（指輪・ネックレス・イヤリングな
ど）、地金、シルバー製品を会期中
に限り、買取りいたします。
※貴金属買取りには現住所が記載された
ご本人確認証が必要です。運転免許証・保険
証・パスポート・住民票などをお持ちください。
※ご売却品によってはお取り扱いできない場
合もございます。予めご了承ください。※ご売却
後、買取り品のお買戻しはいたしかねます。

開 催 記 念イベントインゴットを加工いたします。
お持ちの1㎏のインゴットを、
100ｇのバー×10本に加工いたします。
加工手数料（1㎏の場合）216,000円（1ｇあたり216円）
※お預かりから約6週間後のお渡しを予定しておりますが、混雑時には
お時間をさらにいただく場合がございます。※鑑定の結果によっては、加
工できないインゴットもございます。※加工後のインゴットは、SGCオリジ
ナルのバーとなります。※お預かりできるインゴットは500ｇ以上のグッド・
デリバリー・バーに限ります。（グッド・デリバリー・バーとは東京商品取引所
が認可したブランドの刻印があるインゴットのことです。）※お預かりできる
インゴットはお一人様3㎏までです。※ご本人確認証（運転免許証、健康
保険証など）をお持ちください。

⬇

歴史大好き！
舞台やドラマでも活躍。

風間 トオルさん
トークショー
■1月22日火 午前11時～
■8階「大黄金展」会場内

K24 雛人形
723,600円
計約33g、お内裏様／高さ
約7.0×幅約7.5㎝、お雛様
／高さ約6.5×幅約7.5㎝

K24 平成小判
324,000円
約30g、縦約8.0×
横約4.4㎝

遠藤兆映 原作
K24 額 
「繁栄の大地」
734,400円
約50g、縦約15.2×横約10.5㎝、
額サイズ／縦約36.0×横約32.0㎝

舟谷喜雲 原作　
K24 阿弥陀如来御東
8,748,000円
約670g、高さ約16.5×幅約6.5㎝

⬅石川広明 作　
K18 おりん 3寸 新緑 3,110,400円
約275g、高さ約5.2×幅約8.5㎝

独自の技術で爽やかな緑色に仕上げた
一品です。

上川宗照 作 

⬅

K18 おりん 2.3寸
2,062,800円
約200g、高さ約4.5×幅約6.9㎝

松本明慶 原作　
K24 聖観音
3,596,400円
約250g、高さ約12.0×幅約5.0㎝

石田信裕 原作 
K24 優愛「亥」
594,000円
計約30g、
親／高さ約5.3×幅約8.0㎝、
子／高さ約3.0×幅約5.0㎝

石川広明 作　
K24 平湯呑揃え
5,540,400円
約380g、高さ約5.8×幅約9.2㎝

K24 ウルトラセブン
324,000円
約15g、
高さ約5.0×幅約2.3㎝

特別頒布品

K24 御守札（8種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・各12,960円
各約1ｇ、各縦約3.2×横約1.5㎝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各864,000円
本体／K24、各約100ｇ、短冊型／縦約5.2×横約1.9×厚さ
約0.5㎝、文字数：縦書き3列・10文字まで、丸型／直径約
3.5×厚さ約0.5㎝、文字数：横書き3列・6文字まで
※製作期間は約45日を予定しておりますが、混雑状況によっ
てはお時間をさらにいただく場合がございます。

純金オリジナルインゴット
お子さまやお孫さまに、大切なメッセージを添えた
「オリジナルインゴット」はいかがでしょう。

〈丸型〉

〈短冊型〉

黄金の亥
親／高さ約70.0×
幅約120.0㎝、
子／高さ約12.0×
幅約65.0㎝

K24 トヨタ 2000GT
Sサイズ／約45g、全長約10.0×高さ約2.5×幅約4.0㎝ ※タイヤ部分のみ銀925  1,296,000円
Mサイズ／約120g、全長約15.3×高さ約4.1×幅約6.0㎝ ※タイヤ部分のみ銀925  3,024,000円

黄金の西郷隆盛 高さ約200.0×幅約90.0㎝
明治維新を駆け抜けた、色褪せぬ輝き。

特別作品

特別作品

金箔約1,400枚使用

高さ約200㎝、
金箔約2,500枚使用

① ② ③

平成最後の記念を、
金で彩る。

①石川光一 作 K24 三段ローソク立て・・・2,430,000円
　　　　 約170g、高さ約12.0×幅約4.8㎝

　　　②石川光一 作 K24 立筋水入れ 1,598,400円
　　　　　　　   約100g、高さ約9.0×幅約6.0㎝　※木台を含むサイズです。

　　　　　 ③K24 蓮型仏飯器 1.8寸・・・669,600円
　　　　　　　   約35g、高さ約7.5×幅約5.4㎝　※上皿はステンレスです。

ⓒ円谷プロ
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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

※「エムアイカード」は、三越 M CARD・伊勢丹アイカード・MICARD・JR MICARD・エムアイカード プラス等の総称です。 ※食料品・レストラン・
喫茶および一部商品、インターネットでのお買上げはキャンペーン対象外となります。※お持ちのカードの割賦枠を超えてご利用いただくことはで
きません。※適用は「利用日」ベースとなります。※「かえられます」で分割払いに
変更されたお取引の分割払い手数料は、本キャンペーンの対象外となります。 詳しくは、係員までおたずねください。

1月25日金～27日日
期間中、エムアイカードの分割払い（3～10回）手数料が無料になります。

分割払い手数料無料キャンペーンエムアイカード

広島三越 

冬のクリアランスセー
ル

各階開催中！  
第2弾

【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）

予告

※価格はすべて税込です。※写真はイメージです。

営業時間／午前10時30分～午後7時30分

鈴木英人の世界展
アメリカンノスタルジーから楽園の風へ

えい　　    　じん

キャリアファッション
バザール

〈ボンフェリオ〉
アルパカ
お買得セール

鈴木英人さんサイン会

■1月22日   ー27日　 
■7階催物会場　　　 

火 日

（最終日は午後6時閉場）

アメリカのリゾート地やクラシックカーを題材に、イラストレー
ターとして活躍する鈴木英人さん。本展では、初期の貴重な
原画から有名アーティストのレコードジャケットに使用された
作品、最新作までの版画やグッズなどを展示販売いたします。

■1月26日土 
①午後2時～ ②午後4時～（各約1時間）
会場でお買上げのグッズ・絵画にサインいたします。

1F
 アッシュ・ペー・フランス ブティック
〈ジャックゴム〉フェア

こだわりの素材を使
い、デザイン性ととも
に実用性も追求。フ
ランスらしい洗練され
た色使いも魅力です。
①バッグ（ポリウレタン・
牛革、34×30×10㎝、
フランス製）27,000円
②リュック（ポリエステ
ル・レーヨン・ポリウ
レタン・牛革、
28×37×10㎝、
フランス製）
42,120円

■1月22日火－28日月  ■1階ステージ

「我が心のマイアミ」
（2001年、EMグラフ、41.5×65㎝）
237,600円

「ビーチ・ブランチ」
（2004年、EMグラフ、44.5×45㎝）
216,000円

「恋するマイアミ USAバージョン」（1998年、
シルクスクリーン、62.2×72㎝） 540,000円

　　　　　　ことしのテーマは「ラブ アイラ
ンド」。旅の思い出をあしらったパッケージが
印象的な、ボンボンショコラの詰め合せです。
ボワットゥ ショコラ 6個入 ヴォワヤージュ
（フランス製）2,850円／1階

1F

8FBF

8FBF

BF

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ソフトで温かみのある色合いの容
器と、ゴールドのチャームを組み
合せたフォルムケースはおしゃれ
な小物入れにもなります。
ゴディバ フェアリーケーク 
キープセイク（4粒入、
ベルギー製）

3,780円／
地階・8階

〈ゴディバ〉

BF

定番のシガールを、ベル
ギーの有名ブランド〈カレ
ボー®〉のクーベルチョコで
コーティング。
ショコラ シガール（6本入）
1,620円／地階

〈ヨックモック〉

コート
5,400円均一特集
コート各種（素材各種、原産国各国）

ニット
3,240円均一特集
ニットウェア各種（素材各種、原産国各国）

カーディガン32,400円、マフラー
（23×70㎝）5,184円、帽子3,456円
（いずれもアルパカ100％、ペルー製）

セレクトした5種類のはちみつを使用した
ガナッシュと、それぞれに合せた素材を
お楽しみください。
ハニースプーンショコラ
（5個入）〈70箱限り〉2,160円
／地階

〈ベル アメール〉

パリパリモチモチのそば粉の生地が自慢のガレッ
ト屋。とろけたカマンベールとプリプリのキノコ、卵
黄が絡み合います。 ●フランス産カマンベール
チーズとキノコのガレット（1人前）1,718円

⬇

東京・渋谷〈メゾンブルトンヌ〉

クリーミーな泡と
柑橘系の爽やか
な香りを楽しむ新
感覚のコーヒー。

ドラフト珈琲
アールグレイ
（1杯）540円

神戸〈アンドアールグレイ〉

カカオの味わいが楽しめる
ビターなチョコレートクリー
ムを、食感のよいチョコ風
味の生地でサンドしました。
ショコラヴァッフェル（3枚
入）540円／地階・8階

〈宗家  源 吉兆庵〉

■1月22日　ー28日　 ■1階イベントスペース火 月

■1月22日　ー28日　
■3階ステージ

火 月

●牛革バッグ各種（サイズ各種、原産国各国）〈30点限り〉 各5,400円

1F〈日乃本帆布〉フェア
綿帆布を使用し、使
い込むほどにやわら
かに。さらに撥水加工
を施した丈夫なバッグ
をご紹介いたします。
①2ウェイビジネス
ショルダー M（綿、
41×32×11.5㎝、日本製）
19,440円
②丸型トートバッグ
（綿、35×33×
5㎝、日本製）
19,440円

■1月22日火－28日月  ■1階ステージ

3F〈トップドライ〉シューズフェア

ゴアテックス®を
使用したメイドイン
ジャパンのレイン
シューズ。幅広の
ゆったり設計です。
①レインシューズ
17,280円
②レインブーツ
16,200円
（いずれも合成繊維、
日本製）

■1月22日火－28日月  
■3階レディスシューズサロン

5F〈メフィスト〉メンズシューズ特集

1965年にフランス・ロレーヌ地方で創業。ヨーロッパ内で選び抜いた
皮革素材のみを使用し、デザインはもちろん、快適性や機能性を追
求した靴作りを続けています。●メンズシューズ各種（牛革ほか、ポルトガ
ル製）各45,144円

昨秋、日本に初上陸したキャンドルメーカー〈ラスボーンズ
1488〉。アイルランドの愛をぎゅっと詰め込んだ、香り・灯り
をお届けいたします。

■1月22日火－27日日  ■5階紳士靴

8F〈和・fran・まん〉和モダン展

コートに合う色柄の大島紬
を厳選。仕立てにもこだ
わり、洗練されたシル
エットのトレンチコート
に誂えました。

■1月22日火－27日日  
■8階催物会場
　 （最終日は午後6時閉場）

大島紬トレンチコート
（絹100％、日本製）
〈1点限り〉
345,600円
 

6F〈マイクロコットン〉〈ラスボーンズ1488〉
タオル＆キャンドルフェア
■1月22日火－28日月  ■6階ステージ

〈ラスボーンズ1488〉
ラグジュアリー トラベル キャンドル ギフトセット
（直径7×高さ4.5㎝、3個入、アイルランド製）8,640円

広島三越
のバレンタ

イン

■地階/2月14日　まで木

■1階・8階/1月29日　ー2月14日　火
木

防水・防滑

〈鮨 栁がわ〉
上巻すし（1本）1,404円

〈アバンセ〉
海鮮恵方巻
（1本）1,707円

2月3日日は節分。ことし
の恵方は東北東です。
各ショップで「恵方巻」
や節分にまつわる商品
を販売いたします。

1F HIROSHIMA MITSUKOSHI with mt

暮らしを彩るマスキングテープ〈mt  
STORE〉が広島三越初登場。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。

■1月29日火－2月14日木  
■1階イベントスペース

BF 2019三越の恵方巻
■2月2日土・3日日  
■地階

　     Sweets
Collection 2019
広島三越 スウ

ィーツ

コレクション

①
①

②

②

①

②

【イートイン】

■1月29日　ー2月14日　
■8階催物会場 

火 木
（最終日は午後5時

閉場）
（最終日は午後5時

閉場）

広島三越初企画

【予告】 1/29火から

予告予告

予告予告

予告予告

（8階催物
会場の最

終日は午後
5時閉場）

※

イ
ン
ナ
ー
は
参
考
商
品
で
す
。

30/12/22 色
数4色1 裏


