
〒430-8588 浜松市中区砂山町320-2　TEL.053（457）0001
○営業時間／午前10時6午後7時30分※毎週日～木曜日：本・新館2～7階の営業は午後7時まで ○本館8階 レストラン街 午前11時6午後11時※一部店舗は午後10時まで
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※各日午前10時6午後7時、 
　最終日は午後5時閉場

■3月4日（水）611日（水）
■本館8階 催会場

昭和初期までの和布で作った
可愛らしい創作人形です。

6【大阪】アート布絵
端午の節句（絹、約45×3×高さ
57.5㎝）・・・・・・・・・・・・・・132,000円

4【大阪】古布おざき
文化人形（絹、横20×高さ35㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,200円

格式のある布を使い、美しく
丁寧に仕上げました。
初節句のお祝いに最適。
収納も場所を取りません。

4【埼玉】Liki Liki
シルバーネックレス（トップ：純銀、
トパーズ、チェーン：SV925、長さ50㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・55,000円《1点限り》

南国の雰囲気漂うデザイン。
チェーンの取り外しが可能なバチ
カンにトパーズを使用した1点もの。

6【福島】コナカ真珠
南洋真珠
マルチブローチ
（10.4～12.8㎜×8個付、
SV枠）・・・・・・110,000円

白蝶真珠、黒蝶真珠、
ゴールドの天然真珠を
マルチにあしらった
エキゾチックな存在感
のあるブローチです。 【高知】横山珊瑚商会 K18赤珊瑚指輪

（赤珊瑚、18金、ダイヤモンド0.11ct）・・・・・・・・・・・・・253,000円

18金に赤珊瑚を埋め込み、両側にダイヤを
施したデザインリングです。

【兵庫】BAG工房UTA
イタリア革コラージュ2wayバッグ
（牛革、35×高さ30㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・41,800円《1点限り》

イタリアから直輸入した斬新な皮革を9種類
使用した、色々な皮革を楽しめるバッグです。

【愛知】古布の手しごと 柳澤
藍染古布ワンピース
（綿100％、フリーサイズ）
・・・・・・・・92,400円
《1点限り》

型染・つつがき・絣など日本独特の模様の布を利用し、上等な日
常着として制作。洗濯機で洗濯も可能。

【大阪】工房 凪美裂織ジャケット
（絹100％、裏地キュプラ、丈54㎝、フリーサイズ、ブルー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,000円《1点限り》

たて糸は絹糸で、よこ糸
は大島紬をひも状に
切ったものを手織りし
て制作しました。

新登場

新登場

4【東京】石川べっ甲製作所
べっ甲文字盤腕時計
（べっ甲文字盤、国産クォーツムーブメント、
２４Kコーティング金具、サイズ調整可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79,200円

文字盤の中にもべっ甲を配し、
ボリュームある厚みのベルトを
備えたブレスレットウォッチ。

【兵庫】ベル
TENNIS（テニス）
カジュアルコンフォート
スニーカー（国産MFレザー、21.0～
25.5㎝、アップルグリーン・ブルーグレー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10,120円

素足感覚の優しい履
き心地、ナチュラル
で合わせやすい
デザインが
特徴です。

【大分】杵築焼 司窯
ぐりぐり（陶器、径10.5㎝）・・・・・各4,180円

ゴマ、お茶、スパイスなどが早く擦れて、
お手入れも簡単な万能型のすり鉢です。



※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※商品のご利用方法により税率が変更になる場合がございます。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※各階セール品、催会場の特別価格品などについては、各種ご優待
　およびポイント付与を除外とさせていただく場合がございます。

連日休まず、午後7時30分まで営業。
本・新館2～7階のみ、日～木曜日は

午後7時までの営業とさせていただきます。

期間
限定

ショ
ップ 期間

限定

ショ
ップ 光から眼を守る

アイケアレンズフェア
■3月4日（水）64月14日（火）

■本館7階 メガネ

〈イッツインターナショナル〉フェア
■3月4日（水）610日（火）

■本館2階 スペース2※最終日は午後5時閉場

〈中澤鞄〉
■3月4日（水）610日（火）

■本館2階 特設会場※最終日は午後5時閉場

NPC浜松千歳町パーキング
に駐車されたお客様限定

■配布場所／本館1階 店内案内所
「NPC浜松千歳町パーキング200円引券」プレゼント!
駐車当日、店内にて2,000円以上お買上げのお客様に通常のサービスに加え、

マクドナルド●

●
プレス
タワー

【鹿児島】九州銘木
屋久杉家具調仏壇「千尋」
（屋久杉：土埋木、約58×30×高さ50㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・440,000円《1点限り》

【北海道】Guchico.  天然木ペンダント
「実実」（天然木、無着色、ペンダント大きさ：約幅1.5×
高さ1.8㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,900円から

世界の木の材質、色、肌合いを生か
して制作したナチュラルな優しさが魅
力のペンダントです。

【山梨】小田切製作所
水晶ネックレス8角ブリリアントカット
三つ合わせ（SV金具、水晶8角ブリリアントカット
5～13㎜、長さ43㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68,200円

山梨県に伝わる貴重な研磨の伝承技
「連磨り研磨工法」で仕上げた逸品です。

【神奈川】
ラグデザインワークス
ROBOKOBOブローチキューベー
「ビールジョッキ」（真鍮、合金、樹脂、スワロフ
スキーほか、約5㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,700円

小さなパーツを
組み合わせて
作られた
ロボット
モチーフの
アクセサリー。

【岡山】加茂繊維
“着る岩盤浴”®BSファイン®
レッグウォーマー（サイズ：フリー・LL、カラー：ブラック、
グレー、ピンク）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,850円

冷えてつらい足元をじんわりと温め
ます。締め付けないので、夜おやすみ
の時もおすすめです。

美しく魅せる屋久杉の杢目や温もりを
感じる色合いは、お部屋に和みをもた
らしてくれます。お手入れや移動も簡
単で、和室・洋間のリビングどちらにも
合う人気のお仏壇です。

【東京】三紅リュック（印傳/鹿革に漆付け、
付属/牛革、裏地/レーヨン、約29×13×高さ32㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101,200円

鹿の革をなめして、染色を施し本漆で
模様を描いた印傳技法を取り入れた
おしゃれなバッグです。

①
②

〈ジョーヤ〉
■3月4日（水）610日（火）

■本館2階 婦人靴※最終日は午後5時閉場

あまおう苺ジャムを練りこんだバタークリームと濃縮果汁
を使用したくちどけ滑らかなキャラメルをサンドしました。
〈プレスバターサンド〉バターサンド あまおう苺（5個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,242円《3月31日（火）までの販売》■特設会場

■3月14日（土）まで ■新館 地下1階 和洋菓子

6〈セゾン
ファクトリー〉
チョコいちご

（100g）1,080円
《3月17日（火）
までの販売》
■特設会場

ダブルバター製法という独自の製法
で新たなおいしさを生み出しました。
4〈バトンドール〉バトンドール
（20本入）500円から
《3月17日（火）までの販売》
■特設会場

〈西光亭〉くるみのクッキー（1箱、100g、
12粒）・・・・・・・・・・・・1,296円 ■全国銘菓

〈ベルン〉ミルフィユ（10個入）
・・・・・・1,080円■全国銘菓

　　　　　　　　〈プリンスホテル〉
　　　　　　　エグゼクティブシェフ
　　　　　 パティシエの内藤氏と、
〈メゾン・ド・プティ・フール〉オーナー
シェフの西野氏が共同開発したオリ
ジナルクッキーのセットです。
4〈プリンスホテル〉ブーケ・ド・ビスキュイ
（1缶）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円■全国銘菓

■3月4日（水）611日（水）■本館8階 催会場

【広島】
熊野筆玉信堂
化粧筆3本セット
携帯ケース付
（フェイスブラシ/山羊、
シャドウブラシ/ポ二ー、
アイブローブラシ/バジャー）
・・・・・・・・・・・・・・・8,800円

黒の一体感が
シャープな印象の
お得なセットです。

天然毛は摩擦が少なく
静電気が起こりづらい
のでナイロンブラシに
比べ髪の毛を痛めま
せん。地肌までブラシ
が届き頭皮のマッサー
ジ効果もあります。
【東京】
松本悟朗商店
手植えヘアブラシ
（黒檀、猪毛、約22㎝）
・・・・・・・・・・・30,800円

【大阪】オクゼン堺業平 
万能包丁（青銅、刃渡り/16.5㎝、ワイン柄）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,800円

業務用包丁から家庭用包丁、
手芸、園芸まで刃物ならなんでも
揃う大阪の老舗。手打ちならで
はの鋭い切れ味が特徴です。

天然素材を使い、密度高く作りました。
静電気が起こりにくい、ペット専用の
ブラシです。

ペット用たわし
①ワンちゃん
（シュロ・サイザル・
ブナ、21㎝）
・・・・・・2,090円
②ネコちゃん
（サイザル・ブナ、
19㎝）1,760円

①

②

【和歌山】
北山正積
商店

【長野】ヤマダイ大蔵
くりぬき飯切（本体/栓、ふた/さわら、約径27㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,500円

木取り・仕上げまで木の持つ美しい
自然の木目を、木地師特有の研ぎ澄
まされた感覚で一つ一つ手作りして
います。

水玉模様のジャケットの丈は
　スカートにもパンツにも合わせ
　　やすいデザイン。着こなし
　　　やすい一枚です。

【群馬】イイヤマ
風通綿ジャケット
　　（綿、白黒）
　　38,500円
　　　　《1点限り》

婦人靴（22.5～24.5㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①41,800円②38,500円

ユニークな歩行感覚を可能にし、自然なロー
リング運動を再現。スイスの靴メーカーが
開発した足に優しいシューズです。

夢あふれるタックショルダー
（24×8×高さ23㎝）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各19,250円

世界中の女性たちを美しくしたいという想
いと、日本の繊維と匠の技から生まれた
「究極のベーシック」を取り揃えました。 ●遠用または近用レンズ・・・・・41,800円から

●スマートレンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,800円から

有害な光から眼を守るために作られたメガネ
レンズをご紹介。ライフスタイルにあわせた
レンズタイプをご用意いたします。

ホールガーメントニット（フリーサイズ）各9,790円

昭和３年創業 。数々の賞に輝くブランド。50
以上のパーツをひと針ずつ手作業で組み
合わせた上質な牛革カバンを特集。
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