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三越伊勢丹  大誕生祭 
 

 会期：４月１日（水）～７日（火） ※店舗により一部会期が異なります           

   開催店舗：三越伊勢丹グループ２７店（首都圏１１店舗、グループ１６店舗）      

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 

３つの新ブランドが大誕生祭のために 

 是非ご取材ください。お問い合わせは                                          

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 広報 TEL：０３-６２０５-６００３    

２０１１年４月の三越と伊勢丹の統合を記念して展開する「三越伊勢丹大誕生祭」。 ５回目となる今回は、日ごろか
らご愛顧くださるお客さまに向けて、モノ・コト・サービスにおいて三越伊勢丹でしかご提案できない限定性、独自性
を追求した企画をご用意。お客さまのご要望にお応えするべく、誕生祭ならではの店独自の特別品も多数ご紹介
いたします。 

伊勢丹新宿本店 

「世界最高のファッションミュージアム」をめざす伊勢丹新宿本店では、新宿本店ならではの限定品、先行販売などの
特別感あふれる企画が目白押し。多彩なコラボレーションをはじめ、来て・見て・体験できるイベントもご用意しました。 

この春からの新ブランドがご用意した特別企画品です。 

伊勢丹新宿本店限定  

＜シエナ＞リング ａ．180,144円 ｂ．195,480円 

ｃ．＜アンジュエＡ・Ｄ・Ａ＞ネックレス 21,600円 

ｄ．＜エナソルーナ＞ピアス 27,000円 

■本館１階アクセサリー 

リキッドファンデーションをスポンジに閉じ込めた革新的コ
ンパクト。春らしいプリントが施されたコンパクトケースは、
国内ではランコムにおいて三越伊勢丹限定の販売です。 

＜ＡcanＢ＞×＜everlasting sprout＞ 

女児ワンピース 13,824円から（95～135ｃｍ）  

■本館６階ウエストパーク／ザ・ステージ♯６ 

三越伊勢丹限定  

＜ランコム＞ 

ブラン エクスペール クッションコンパクト 7,020円（全２色） 
■本館１階化粧品／ランコム 

 

花びらが舞う春らしいコンパクトケース 

２５周年を迎えた＜ＡcanＢ＞が、国内外のブランドとコ
ラボレーションした記念アイテムを販売。「絵本」をテー
マに絵本作家とコラボレーションした伊勢丹限定品も取
り揃えています。 

コラボも限定も２５周年は盛りだくさん 

 「絵本に音楽をつけてみよう」 
  みんなでオリジナルのシェイカーを作り、 

  絵本のストーリーにのせて演奏しましょう。 

  ４月４日（土）・５日（日） 
  各日11時～・1時～・３時～（各回約１時間） 
  定員：各日各回５名さま  参加費：2,160円 

     ※承り方法：当日受付（先着順） 
     定員に達し次第、受付を終了させていた 

    だきます。 

靴とファッションの達人がコラボ 

シューズデザイナーの坪内浩氏と、ファッションディレク
ター干場義雅氏によるコラボレーションシューズ。イン
ソールによるクッション性が快適な履き心地。 

三越伊勢丹先行販売 

＜ＷＨ＞紳士シューズ 各49,680円  

■メンズ館地下１階紳士靴 

坪内浩氏、干場義雅氏来店 

  ４月４日（土）２時～５時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※＜ＡcanＢ＞～ｔｈｅ 25ｔｈ anniversary～ 

  ４月１日（水）～７日（火） 
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※写真のレフィル（ローズ  

    リュミヌー）は、伊勢丹 

    新宿本店のみの販売と 

  なります。 



伝統の印傳が現代的に生まれ変わる 

 是非ご取材ください。お問い合わせは                                          

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 広報 TEL：０３-６２０５-６００３    

伊勢丹が保存してきた伊勢型紙のなかから吉祥紋様と
いわれる「和繋ぎ」を選び、印傳に採用しました。ピンク
の他、ブルー、イエローもあります。 

伊勢丹新宿本店先行販売  

＜浅草前川印傳＞長財布 25,920円  

■本館５階ウエストパーク 

江戸時代から続く日本で唯一の唐紙屋である＜雲母唐長
＞。唐紙をアートへと昇華させた唐紙師のトトアキヒコ氏が
限定制作した名刺をはじめ、希少なアイテムを販売します。 

伊勢丹新宿本店限定 

＜アラジン＞×＜デュヌ・ラルテ＞プレジール 2,160円 

■本館地下１階デリ エ ブーランジュリー 

＜雲母唐長＞ａ．雲母名刺 12,960円（100枚入） 
         ｂ．手摺はがき箋 各864円（1枚） 
                  ※bは、伊勢丹新宿本店先行販売 

■本館５階パーソナルルーム／ステーショナリー 

由緒ある（雲母唐長）が伊勢丹に初出品 

広尾のフレンチレストラン＜アラジン＞と、表参道の
ブーランジュリー＜デュヌ・ラルテ＞のコラボレーション
ボックス。伝統のリエットに特製カンパーニュを合わせま
した。 

パンをギフトにするという新発想 
調理長のこだわりをお弁当で表現 

＜なだ万＞の若き調理長、河合寛氏が伝統と革新、手
作りをテーマにお弁当をクリエーション。伝統の味と新し
い料理が融合した、ひと品ひと品に工夫を凝らしたお弁
当です。 

伊勢丹新宿本店限定 

＜なだ万厨房＞春風の贈り物 各日10点限り 2,484円（１
折） 
■本館地下１階旨の膳 おなじみのタータン柄グッズたち 

この春もハローキティや人気ブランドとコラボレーションしたオリジナル雑貨を。 

＜ＭＡＴＡＴＡＢＩ＞ 

ベーカリーバッグ 6,480円 

 
＜コケッツ＞ 

こけし 5,940円 

 

＜ハローキティ×マクミラン/イセタン＞ 

ａ．ショッピングバッグ 3,240円 

ｂ．デニムトートバッグ 12,960円 

ｃ．トートバッグ 4,320円 

ｄ．ポーチ 3,780円 

ｅ．マグカップ 2,160円 

 

   1976.2015 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.S555548 

■すべて 本館２階センターパーク／ザ・ステージ♯２ 
© 

a 

b 

a 

b 

c 

d 
e 



     三越日本橋本店 

三越日本橋本店はアートを楽しむ暮らしをご提案しています。そのシンボルともいえるのが、本館1階中央ホールに
ある大きな（11メートル）天女像。希代の名工、佐藤玄々の一世一代の大傑作で、「天女像」と書いて「まごころ像」と
よびます。昭和３５年４月１９日に設置され、今年で５５歳を迎える「天女像」に因んだ商品を中心にご紹介します。 

天女像へのオマージュを込めた作品  

 是非ご取材ください。お問い合わせは                                          

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 広報 TEL：０３-６２０５-６００３    

絹谷幸二 「三越天女像」 30号  三越日本橋本店限定 

2014年に文化功労者に顕彰された絹谷幸二氏による、天女像へのオマージュを込
めた新作。みる方にエネルギッシュな高揚感をもたらす絹谷氏ならではの力強さが
感じられる作品。 
■本館６階 アートスポット 

 
 
 

  

～文化功労者顕彰記念～ 絹谷幸二展  ４/８（水）～１４（火） 
本館６階 美術特選画廊 ※ギャラリートーク ４/１１(土) 午後２時～ 

二人の陶芸作家によるコラボ作品  

２ 

純金に輝く天女像。５５歳を記念した５５ｇと人気の 
１００ｇで仕上げました。 
三越日本橋本店限定 
三越大判＜天女像＞ 55ｇ  2点限り  594,000円     
              100ｇ  2点限り  1,080,000円 
■本館６階 宝石サロン 

 
 
 

 

純金に輝く天女像 茶 箱 

天女像をリアルにレーザーで刻印。食品だけでなく 
大切なものを収納するのに適した茶箱です。  
（杉・亜鉛鉄板) 約巾24×奥行17×高さ12cm      
※1点1点風合いが異なります。  
三越日本橋本店限定 
■本館５階 リビングステージ 各7,344円 
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鈴木秀昭×牟田陽日  
天女像の作者、佐藤玄々をリスペクトする二人の陶芸作家によるコラボ作品。 
ポップで妖艶な美しさが魅力。 
三越日本橋本店限定 
１. 色絵金彩天女杯 磁器.約径9.5×高さ4.5cm  1点限り 81,000円  
２. 色絵金銀彩天女茶碗 磁器.約径13.0×高さ8.3cm  1点限り 302,400円 
■本館６階 アートスポット 

 

大人からお子さままで楽しめるパズル。 
完成すると、美しい天女像のお姿が。 
三越日本橋本店限定 
天女（まごころ）像ジグソーパズル  
300ﾋﾟｰｽ  3,348円 
■新館５階 トイズガーデン 

 
 
 
 
 
 

天女（まごころ）像ジグソーパズル 

それぞれのブランドが自慢のお菓子を、天女像「まごころ」55周年を 
記念した華やかな缶にお詰めしました。 
限定総数 約5,000缶  三越日本橋本店限定 
1.＜ウエスト＞リーフパイ（7枚入）・クッキー(3個入）1,728円 
2.＜彩果の宝石＞（32個入） 1,296円  
3.＜ヨックモック＞プティシガール（20本入） 1,080円 

  ほか全部で12ブランドをご用意しました。価格はブランドにより異なります。 
■本館 地下1階 

お菓子も華やかな缶に詰めて 

 
 

２ 

３ 

１ 



 春の到来を感じるアイテムが揃いました 

 是非ご取材ください。お問い合わせは                                          

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 広報 TEL：０３-６２０５-６００３    

リネンながら格別に柔らかい生地を独自ルートで仕入
れるブランドから襟裏にストライプを使用したシャツが
登場。 

三越銀座店限定＜ランバンオン ブルー＞ 
①花柄ブラウス 29,160円②ブラウス 19,400円  
③レーススカート 28.080円  ■3階 Ｇ-スペース 

 三越銀座店限定 ＜フィナモレ＞シャツ   各34,560円 
 ■5階 銀座スタイル アディクショナリー  

今年で130周年を迎えるブランドから、青空に映える鮮
やかなピンクカラーが登場。便利なバックインバッグ付
きです。 

 三越銀座店限定＜ゲラルディーニ＞ハンドバッグ  
 45,360円■1階 ハンドバッグ 

 三越銀座店限定 ＜リッドテーラー＞ 
 メジャーメイドツーピース  スーツ  
 106,920円から 素材各種   
 ■７階 メジャーメイド 

三越銀座店 

銀座店ではこだわり抜いた最旬なモノをご提案してまいります。 
お客さまから支持されている話題性の高いブランド・アイテムを銀座独自の企画提案で発信してまいります。 

春の装いに映えるアイテムです 

水彩画プリントが目を引くブラウスやフリル使いが可憐
な一着、レースをあしらったスカートなど、多彩な限定品
がお目見え。 

柔らかく優しい印象をもたらす
淡水パールのアクセサリーは
春の軽やかな装いに好相性。
デイリー使いにぴったりです。 

三越銀座店限定 
＜フェスタリア ビジュソフィア＞ 
ネックレス＆ブレスレットセット  
56,160円  
■地下1階 アクセサリー  

毎年大好評の記念缶が今年も登場！ 

  こだわりの一着を 

シャンパンゴールドが目を引く張
地は国外でも人気の、日本の織
物技術を用いた＜ＨＯＳＯＯ＞の
テキスタイル。日本のモノ作りの
革新的な融合です。 

若き日にモッズスタイルに親し
んだ根本修氏監修によるブラン
ドが三越銀座店に初登場。 
“ソフトテーラリング”といわれる、 
着用者の肩傾斜に近いショル
ダーラインを備える氏のスーツ
は「英国由来の普遍性」が漂い
ます。 

 三越銀座店先行販売  
＜ＯＧＡＴＡ Ｉｎｃ．＞ 
 ＨｉｇｈＢａｃｋ Ｃｈａｉｒ Ｃｈａｍｐａｇｎｅ Ｇｏｌｄ 
 345,600円   ■8階 インテリア 

桜の香りが広がる粒あんと生クリーム、
徳島県名産のももいちごを 
丸ごと1個包み込んだ、 
ボリューム満点の大福です。 

各ブランドがおすすめする自慢の美味しさを春らしいモ
チーフの記念缶に詰め合わせました。この他にも全30
ショップで記念缶をご用意しています。 

 三越銀座店限定＜ヨックモック＞プティ シガール銀座限定記念缶  
 1,296円■地下2階 洋菓子 

三越銀座店限定＜養老軒＞丹波さくら餡 生いちご大福 １個  
【各日300点限り】432円■地下2階 ギンザスイーツパーク 

日本のモノ作りの革新的な融合 

徳島県産のももいちごを大福に 

① ② ③ 


