
5月23日（水）～28日（月） 
7階催物会場〈最終日午後6時終了〉　職人の技展第11回
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営業時間／午前10時－午後7時30分 名古屋三越栄店｜
nagoya.mitsukoshi .co. jp名古屋栄三越公式Facebook情報更新中! 詳細は名古屋栄三越

ホームページで。
※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。　© 2018 ISETAN MITSUKOSHI

静岡  げたのみずとり 京都  木の布工房 遊絲舎
従来の和下駄は左右が無く平ら、鼻緒も馴染むまでに時間がかかりま
す。それならば、靴と同じように左右の足型にフィットさせ、足の甲を包み
込むように鼻緒を挿げれば、足に優しいはき心地となります。また一点一
点彫った木地は足裏に心地よくフィット。鼻緒はクッション素材を入れ、
足型にそわせて吊り込むことで足あたりをソフトにしています。職人技を凝
縮させた〈げたのみずとり〉の商品をぜひ、お試しください。

モダン下駄
手前）かぐらや（ｍ2）/畳縁ターコイズ・ワイン・・・・・・・・・14,904円
奥）バラちりめん/黒・赤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,904円
ともに鼻緒：綿・ポリエステル、木地：天然木、底：合成ゴム、SS～LL

藤布は藤の蔓の皮を剥ぎ、さらに表皮を除いた中皮を利用します。この中皮を
灰汁で炊いて繊維を分離していくなど十ほどの工程を経て藤布製品になりま
す。〈遊絲舎〉では繊維をうまく分離するために、アルカリ値の高い良質の灰を
材料にした、昔ながらの灰汁を使った製法にこだわっています。この灰汁炊きに
よって分離した繊維を細かく裂き、撚り合わせていくことで糸を作ります。こうする
ことで結び目のない着心地の良さを生み出すのです。今回のこの作品は織の
妙で極上の青を表現。風合いの良さを追求するため真わた紬を贅沢に使った
希少な藤糸を織り込んだ袋帯です。

袋帯「青のさざめき」・・・・・・・・・・・・・・388,800円
絹・その他繊維

愛知  櫛留商店
櫛造り一筋、黄綬褒章を受章した創業明治36年の櫛留商店は、大相撲で
使用されるつげ櫛を唯一製造している手作りつげ櫛の老舗。その製作過程
で燻乾燥と陰干しを4～5年かけて交互に繰り返すことによって、より丈夫で重
厚な櫛板が出来上がります。櫛の歯1本1本に思いを込め何千回も磨く。櫛
造りで一番大事な作業にトクサを使っているので、通りがよく静電気の起こり
にくい櫛ができるのです。「現代の名工」が造る逸品をぜひ手に取ってお確
かめください。

手前）つげ柄付櫛小（袋付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円
つげ材、約14×0.5×2.5ｃｍ

奥）つげすす櫛中歯（袋付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円
つげ材、約12×4×1ｃｍ

一
本
一
本
に
思
い
を
込
め
る
櫛
づ
く
り
。

サ
ン
ダ
ル
感
覚
で
楽
し
め
る
和
モ
ダ
ン
下
駄
。

万
葉
集
に
も
詠
わ
れ
た
古
代
布
「
藤
布
」
。

「夏の全国 職人の技展」期間中、7階催物会場にて10,800円以上
（レシート合算可）お買いあげで1回抽選会にご参加いただけます。 
※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

「夏の全国 職人の技展」期間中、午後4時以降 7階催物会場にご来場いただき、
5,400円以上お買いあげの方に粗品をプレゼントいたします。 
※なくなり次第終了とさせていただきます。

「夏の全国 職人の技展」お楽しみ抽選会開催 「夏の全国 職人の技展」午後4時からのサービスのご案内

初夏のきもの大祭典
●5月23日（水）～29日（火） ●8階呉服

初夏らしい楊柳の生地に友禅の
技法で染め上げた「ひとえの時期」に
ふさわしい訪問着です。

→ひとえ友禅訪問着（お仕立付）
・・・・・・・・・324,000円 絹100％
初夏に最適な色合い、つなぎ七宝の柄で格調高く。
西陣袋帯（芯・お仕立付）・・・108,000円 絹・その他繊維

初夏のきものと帯を京都・東京の二大産地より
取り揃えてご提供します。

同時
開催 博多帯特集

人間国宝 井上萬二 卒寿記念展
●5月23日（水）～29日（火） ●7階特選画廊〈最終日午後5時終了〉
重要無形文化財「白磁」保持者（人間国宝）による、卒寿を記念した
名古屋三越初個展。究極のろくろの技を駆使した単色の白磁、青白磁を
中心にさまざまな技法で制作された壷、花器、香炉、皿等、約50点を
展観いたします。白磁の真髄と究極の造形美を追求する、有田焼ろくろ
造形の第一人者 井上萬二氏の制作する白磁の世界をご高覧ください。

→井上萬二「白磁丸形壷」・・・・・・・・・・・・【1点限り】1,728,000円 直径30.5×高さ28.5ｃｍ

【略歴】
1929年佐賀県有田町生まれ。
1995年国指定重要無形文化財
「白磁」保持者に認定。
同年より文化交流のためドイツ、
ハンガリー、ポルトガル他で個展開催。
1997年紫綬褒章受章。
現在 日本工芸会参与、
有田町名誉町民。 ●博多八寸帯 54,000円 絹100%
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鮮魚

今がおいしい!  旬の味覚をはじめ
お値打ち価格でご提供 !

100円均一野菜

23日（水）オープニングサービス 24日（木）・25日（金）特別提供品 26日（土）・27日（日）特別提供品

540円均一
5/23㊌1日限り

精肉ハーブを使って育てた香りのよい旬のあゆをお召しあがりください。
e〈魚忠 鮮魚〉
愛知県産ハーブあゆ（養殖）・・・【各日30パック限り】4尾 1,080円
■地下1階 魚忠 鮮魚

今が旬のとり貝、赤貝、つぶ貝を味わえるお寿司です。
q〈魚忠 
活きな寿司〉
旬の貝三種盛
【各日10折限り】
・・・・1折 540円
■地下1階 
　魚忠 活きな寿司

eきゅうり（埼玉県産他）・・・・・・・・・【100セット限り】3本 100円
トマト（栃木県産他）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100玉限り】1玉 100円
にんじん（徳島県産他）・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1袋 100円
じゃがいも（鹿児島県産他）・・・・・・・・【100袋限り】1袋 100円
■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

今が旬のアスパラガスは茹でたり、
炒め物の中に入れて食感をお楽しみください。
e〈江戸屋フレッシュガーデン〉
アスパラガス（北海道産他）・・・・・・・【各日50束限り】1束 399円
■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

一頭から僅かしかとれない希少部位。肩肉の
一部ですが霜降りのやわらかいお肉です。
w〈宮田精肉店〉
国内産黒毛和牛肩（ミスジ）ステーキ用
・・・・・・・・・・・【各日2kg限り】100gあたり 1,080円
■地下1階 宮田精肉店

適度なサシと赤身のバランスのよい
味わいある黒毛和牛の肩肉を
焼肉・しゃぶしゃぶでお楽しみください。
q〈宮田精肉店〉国内産黒毛和牛
肩焼肉用・しゃぶしゃぶ用
・・・・・・・・【各日20kg限り】100gあたり 1,080円
■地下1階 宮田精肉店

w〈宮田精肉店〉国内産黒毛和牛
肩ロース焼肉用/しゃぶしゃぶ用
・・・【30kg限り】100gあたり 880円
■地下1階 宮田精肉店

q〈宮田精肉店〉
鹿児島県産
茶美豚ロース生姜焼用
【各日20パック限り】
・・・・・・1パック300g入 540円
　　　     （100gあたり180円）
■地下1階 宮田精肉店

生産量日本一を誇る名産地熊本県産のすいか。
果肉が緻密で濃厚な甘味が
お楽しみいただけます。
q〈江戸屋フレッシュガーデン〉
熊本県産すいか
【各日24パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・¼切 700円
■地下1階 
　江戸屋フレッシュガーデン

脂ののったあじを干して旨みを閉じ込め
ました。アツアツのごはんとともに。
w〈大彦〉長崎県産あじ開き
・・・・・・・・・・・・・【200セット限り】2枚 540円
■地下1階 大彦

いろいろな料理に使える
便利な魚です。
e〈魚忠 鮮魚〉メカジキ切身
（宮城県産）【各日50パック限り】
・・・3切入 1,080円　■地下1階 魚忠 鮮魚

q〈魚忠 鮮魚〉
天然ムキエビ（解凍・
インドネシア産）
【各日50パック限り】
・・・1パック300g入 734円
■地下1階 魚忠 鮮魚

糖酸度のバランスがよく、とろける
果肉が魅力のアップルマンゴーです。
r〈江戸屋フレッシュガーデン〉
メキシコ産アップルマンゴー【各日20玉限り】
1玉 1,080円　■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

w〈江戸屋フレッシュガーデン〉
アメーラトマト（静岡県産他）
【お一人さま1箱限り/20箱限り】1箱1,080円
■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

w〈江戸屋
フレッシュガーデン〉
レタス（長野県産他）
【各日100玉限り】
・・・・・・・・・・・・・・1玉 138円
■地下1階 
江戸屋フレッシュガーデン

w〈江戸屋
フレッシュガーデン〉
熊本県産デコポン
【各日30セット限り】 2玉 540円
■地下1階 
江戸屋フレッシュガーデン

毎日使いたい野菜をお求めやすいお値段に。
まとめ買いのチャンスです。

朝の食卓好適品やランチお弁当を
お求めやすい価格でご用意しました。 1,080円均一 いろいろな料理に使える魚からおつまみ、

フルーツまで食卓を彩るアイテムをお買得に。

◎横浜桂林 ◎四陸 ◎浜なみ ◎ユキコキッチン ◎ピクレッドサラダ

煮穴子の握りが4貫入ったお得なセットです。
q〈魚忠 活きな寿司〉穴子にぎり寿司
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20折限り】1折 540円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

r〈魚忠 活きな寿司〉
熟成まぐろ丼
・・・・・・・【50折限り】1折 594円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

q〈まつおか〉
たこ炊き込みご飯二段弁当
・・・・・・・・・・・・・・・【30折限り】1折 1,080円
■地下1階 まつおか

●〈鶏三和〉半身揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20個限り】1個 756円　
●〈四陸〉酢豚チャーハン弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20折限り】1折 540円
●〈なだ万厨房〉季節御膳「初夏の涼味」・・・【20折限り】1折 1,651円　
■地下1階 各ショップ

●〈豆一本舗〉淡路島産玉ねぎと豆腐のふっくら揚げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20個限り】1個 378円
●〈ハゲ天〉海老と穴子のワンコイン天丼
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30折限り】1折 500円
■地下1階 各ショップ

●〈アイメイド〉ハム・ウインナーよりどり5パック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20セット限り】1セット 1,080円
●〈ハナフル〉宮崎県産完熟マンゴーのショートケーキ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日5ホール限り】1ホール 3,240円
■地下1階 各ショップ

まぐろ、数の子、白身、カニ身など
7貫入ったお得なお寿司です。
q〈魚忠 活きな寿司〉
上寿司【各日20折限り】
・・・・・・・・・・・・・・1折 1,080円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

エビチリなど〈横浜桂林〉
人気のお総菜を少しずつ
詰合せた欲張りなセットです。
r〈横浜桂林〉
桂林人気おつまみセット
【各日20パック限り】
・・・1パック 1,080円
■地下1階 
　横浜桂林

鮭塩焼と総菜とおこわ3種のお弁当。
ランチにオススメです。
w〈たもかみ〉鮭塩焼弁当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20折限り】1折 540円
■地下1階 たもかみ

※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。

●5月23日（水）～29日（火） ●地下1階食品フロア

青果・フルーツ

その他の参加ショップ

その他の参加ショップ

◎宮田精肉店 ◎鶏三和 ◎たもかみ ◎ベーグル＆ベーグル 
◎ヤヨイ ◎ハゲ天 ◎古市庵

矢代硝子加工所のビールグラスなどが当たる！


