
香川漆器 ぬり・もの・がたり
■ 1月16日（火）～22日（月）■ 1階 アトリウムコート

香川県の伝統的工芸品である香川漆器をご紹介。
日常で使える食器から家具まで一堂に取り揃えてご案内いたします。

一和堂工芸

川口屋漆器店

漆工房佐々木

特
別
提
供
品

後藤・黒水玉カップ

天然木（ミズメ）、漆塗装、約直径8.5×高さ8.2cm
9,720円各

ねこトレイ摺漆塗
天然木（栃）、漆塗装、約縦18.5×横24.5×高さ1.8cm7,020円

乾漆、約直径27×高さ8cm
1,080,000円

② 存清紫陽花文盆
天然木（欅）、漆塗装、約直径30×高さ2.3cm

54,000円

① こたつ 流れ堆漆

〈川口屋漆器店〉茶菓盆のみ目象谷

天然木（タモ）、約縦150×横90×高さ35cm

天然木（サクラ）、約縦90×横90×高さ36.2cm

天然木（栃）、漆塗装、約縦15×横25cm
【10点限り】

79,800円
49,800円

5,400円

スタッキングボウル

① 食器棚

天然木（栃）、漆塗装、約直径12×高さ5.5cm

漆器山富
木地師・塗り師・とぎ師。職人がすべての工程を
自社で一貫して仕上げる、手仕事の粋を集めた
家具をぜひご覧ください。

森嘉吉商店
伝統技法を生かした座卓や棚などの調度品から
ふだん使いの漆器まで、幅広く手がけています。

真鍋商店
引き出しの模様は、香川漆器を代表する蒟醤（き
んま）、後藤塗り、存清、彫漆、象谷塗（ぞうこくぬり）
の五技法が使われています。

色漆を使った、今までに見たことのない器づくりを心がける
川口屋漆器店から、サラダボウルとしてはもちろん、鍋の取り
鉢にも使える実用性の高いカラフルな器をご紹介します。

現代の生活にあったデザインを追求する一和堂工芸。
フリーカップは熱い飲み物も手で持て、冷めにくいのが
特徴です。

黒松

讃和
一つひとつ丁寧に、座卓や和家具を作っています。

伝統的な技法を今に伝えるものづくりをする工房
から、香川漆器の粋を集めた商品をご紹介します。

フリーカップ 彩象谷 （緑・白） 4,860円各
天然木（欅）、漆塗装、約直径8×高さ10cm

天然木（栃）、漆塗装、約直径12.5×高さ10cm

天然木（タモ）、漆塗装
約幅168×奥行45×高さ176ｃｍ

ボンボン入れ 後藤塗 17,280円

1,620,000円

7,560円各

いろどり汁椀 ５客揃え 10,800円

讃岐の花箪笥 讃岐彫に象谷塗 864,000円
天然木（前板：欅、引出：桐）、約幅62×奥行43×高さ87ｃｍ

② 階段箪笥

天然木（欅）、漆塗装
約幅91×奥行39×高さ92ｃｍ

540,000円

〈一和堂工芸〉12.5cmスプーン摺漆塗5本入り

天然木（荷）、漆塗装、約長さ12.5cm
【20点限り】1,296円

〈讃和〉座卓 春150

素材各種、約縦150×横90×高さ32.2cm
【5点限り】29,800円

〈讃和〉こたつ センターWN120

素材各種、約縦120×横80×高さ36cm
【5点限り】39,800円

天然木（ナツメ）、漆塗装、約直径11.8×高さ7cm

彫刻した部分に色漆を塗り
表面を黒漆で仕上げた器をはじめ
香川漆器の伝統的工芸品をご紹介します。

漆塗フリーカップ 5,184円各
天然木（ニレ・ケヤキ）、漆塗装、約直径8.8×高さ8.6cm

13cmスプーン 1,080円各
天然木（荷）、漆塗装、約長さ13cm

② こたつ 花柄

経済産業大臣指定伝統的工芸品　香川漆器
この伝統マークを使った伝統証紙が貼られている香川漆器は、産地組合等が実施する検査に
合格した伝統的工芸品です。

①
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②

②
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伝統マーク
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松 山 三 越

① 乾漆蒟醤丸箱「静穏」
き ん ま



おすすめベスト3&食品ギフト感謝セール
現品大放出セール
■1月17日（水）～28日（日）
■7階 催物会場
〈最終日は午後4時閉場〉

30～50％OFF〈自店通常価
格より〉

コーヒー類・ジュース類・オリーブオイル・食用油・海苔など人気商品を の価格で大放出！松山三越

紅ずわいがに（ほぐし身）105g×4、わたりがに（ほぐし身）
ホワイトミート100g×2

紅ずわいがに&わたりがにギフト
【120点限り】 3,240円

● 新潟県南魚沼産
　こしひかり
　 【100点限り】 5ｋｇ 
　3,240円

③ 〈にんべん〉つゆの素 【120点限り】 1L 538円

● 〈健康ショップ エーエフシー〉
   華舞食べるコラーゲン（豚由来） 

● 〈キーコーヒー〉ドリップオン バラエティーパック
　 2個セット 

● 〈日本マイセラ〉
   お買得チーズ5種セット 

● 〈菓匠 将満〉羽二重餅大福 6個入 901円② 〈ユタカフーズ〉だし取り職人お得用パック【80点限り】 10ｇ×30 1,298円

● 〈ひがしの〉胞山完熟黒にんにく規格外小 

● 〈鶴屋〉中島産サラダひじき 90ｇ 

● 〈丸越〉紀州南高梅 各種 

● 〈大塚製茶〉
　 茶草葉農法掛川茶
 　伝承 2点セット 
　　【200点限り】 100ｇ×2
 　 1,080円

● 〈ソーキ〉
　キャンディよりどり
　4袋セット 
　 1セット 1,944円

● 北海道産 
　天然干帆立貝柱 小粒 
　 【150点限り】 70ｇ 1,350円

● 北海道十勝産
　小豆 
　 【135点限り】 500ｇ 540円

① 〈上野砂糖〉きびあじ（さとうきび糖） 【200点限り】 600ｇ 258円

④ 〈ハッピーフーズ〉北海道知床産鮭フレーク 【120点限り】 55ｇ×2 358円
⑤ 〈ひかり味噌〉信州産無添加こうじみそ 【150点限り】 750ｇ 198円

● デンマーク産
　クッキー缶各種
   各150g 各324円

● 〈菓子処いなかみ〉
　 米菓詰合せ
　 お楽しみ袋 
　  【200点限り】 1袋 
　1,080円

● 北海道産ふりかけとろろ 
　 

● 〈大松〉
   北海道産切り出し昆布（真昆布） 280ｇ 
   大分県産どんこ椎茸 100ｇ 
   鹿児島県産本枯れ節カツオパック 　

● 〈ハワイアンホースト〉
　 マカデミアナッツチョコレート
　 【100点限り】 226ｇ（16粒） 1,512円

● イタリア食材セット
　 【120点限り】 1セット 
   1,059円

● 当たり年！金賞受賞
   フランス・ボルドー
   赤ワイン12本セット 
    【120点限り】 各750ｍｌ
　 9,980円

● いも焼酎 赤霧島+風憚セット
　【60点限り】 2,700円
　  （赤霧島）900ｍｌ・（風憚）720ｍｌ、各25度

● 〈ジョアン〉
　人気パンセット
　【200点限り】 
　1,080円

250ml×4、スペイン製

エキストラバージン
オリーブオイルギフト
【200点限り】 1,890円

クリア＆リッチ・リフレッシュ&ビター×各2、
リラックス&マイルド×1、各70g

〈AGF〉
ちょっと贅沢な珈琲店
インスタントコーヒー
プレミアムブラックギフト
【180点限り】 1,620円

※送料は別途頂戴いたします。　
※会場内は混雑が予想されますので、状況により会場への
　入場を制限させていただく場合がございます。

17日
オープニングサービス

水
17日 ～21日 特別提供品水 日

驚き

今すぐ使
えるファッションアイテムを
特別価格にてご提供！

50％OFF
（自店通常価格より）

2.5ｇ×40 1,080円

⑤

① ③

④

②

1,080円
1,080円

2,160円

　【100点限り】 1.5ｇ×30 756円

　600ｇ 3,001円

【150点限り】 8ｇ×12袋×2 1,080円

この他にも、人気アイテムを多数取り揃えております！

【100点限り】 100ｇ 864円

【50点限り】 1セット 1,620円

再値下げ
冬のクリアランスセール

この機会を
お見逃しなく！

Mode du Chocolat
松山三越バレンタイン 2018 ショコラモード

予告

バレンタインならではのイベントを開催。さらに、おいしいチョコレートをご試食しながら
お気に入りのチョコレートをゆっくりお求めいただけます。

ショコラ  デ  ナイト 参加者募集！！2018

※お酒をご提供するイベントになります。年齢確認のため、身分証のご提示をお願いする場合がございます。
　飲酒運転防止のためお車でのご来店は固くお断り申しあげます。閉店後のイベントとなりますので、
　お酒を飲まれない方がお車でご来店の場合は、近隣の三越契約駐車場をご利用くださいませ。

1月30日（火）午後7時～8時
※受付は午後6時30分から

日時： 7階 催物会場場所：

「ショコラ デ ナイト 2018」の応募方法など、詳しい情報は、
1月24日（水）頃、松山三越のホームページをご覧ください。

先着
40名さま
参加費無料

□1月18日［木］～22日［月］ □7階 催物会場

■1月30日［火］～2月14日［水］ ■7階 催物会場

婦人ファッションバザール

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。  ※いずれも写真はイメージです。  ※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。  ※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種です。　※掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。  

婦人
チュニック
アイテム各種
【10点限り】 
各3,240円

婦人コート
各種
【15点限り】
 5,400円

婦人
ウールセーター各種
【30点限り】 各5,400円
毛100％

豊富なカラー・
デザインのセーターを
ご用意しました。

これから
使える暖かい
コートを多数
取り揃えました。

ちょっとした
お出掛け
スタイルにも。
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