


ABISTE
アビステ

（左）上下にクリスタルグラスストーンをあし
らったオーバル型のケースが上品な仕上が
りのデザイン時計。2 ヶ国の時計表示が可能
なデュアルタイム機能搭載。

（右）秒針にデザインされたスーツケースを持
った旅人が時計の中を移動する、思わず目を
奪われてしまうポップな腕時計。

ÇAETLA
さえら

（左）しっかりとしたビニール素材で、旅の小物や
歯ブラシなどの収納に便利なポーチ。

（右）両サイドに大きく開くファスナー仕様。内側
に巾着、ファスナー付きポケット、仕分けに便利な
3つのポケットが付いて、すっきり収納できるラン
ジェリーケース。
クリアポーチ　¥5,390
ランジェリーケース　¥31,900

BAINS DE 
OBJETS(B.d.O)
バン ドゥ オブジェ

バラ模様のキルティングが上品な5cmヒールの
ルームシューズ。中敷にはウレタンクッションを
使用、柔らかい履き心地で旅先でも活躍。底は耐
久性があり室内でも滑りにくい素材を使用。
ルームシューズ　¥7,700

（左）腕時計　¥21,600
（右）腕時計　¥11,880　

A/C STOCK 
OUTLET
エーシー ストック アウトレット

スポーツや旅行に便利なナイロン製の新作トートバ
ッグ。スキー柄のデザインが〈ボグナー〉らしさを表
現。ポーチ付き。
バッグ ¥82,500〔BOGNER〕

柔らかい陽光と心地よい風が、秋の到来を告げてくれます。
これからの季節の旅心をくすぐるファッションアイテムをラインナップいたします。

秋の行楽を楽しむコレクション

ABISTE 
BOUTIQUE
アビステ ブティック
縦にも横にも伸縮するストレッチ素材を使用した、
しわになりにくいワンピース。ボタンを開けて羽織り、
コートとしても着用できます。細かいギンガムチェッ
クが甘すぎず、大人らしさを演出します。
ワンピース　¥42,900 

Preparing for an Autumn Holiday
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GINZA 
ANTIQUE I
銀座アンティーク ·アイ

（左）お酒と豊穣の神バッカスの幼い姿を正面彫
りのカメオにした珍しいリング。

（右）３人の天使が並んだモチーフで、カリブ海で
採れた希少なコンクシェルを使用したブローチ。
リング　¥770,000　
19世紀後期／サルドニア貝、金／イタリア
ブローチ　¥418,000
19世紀後期／コンク貝、銀／イタリア

SUCRE
シュークル

1940年代アールデコ調のデザインネックレス。
18 金のチューブ２連のエレガントなデザイ
ンで、胸元を華やかに演出します。
ネックレス　¥1,260,000
1940年代／ 18KG／フランス

ANTIQUES LE MONDE 
GALLERY
アンティークス レ ·モンドギャラリー

1860 ～ 1880 年頃に製作された〈マイセン〉の人物胸像を原型
とするワイン用コルク飾り。マイセン地方は陶磁器の他に、ワイ
ンの産地としても知られ、かつてその土地の支配者でありマイ
セン磁器の誕生に貢献したアウグスト二世は無類の酒好きとし
ても知られていました。遊び心をくすぐるコルク飾りはインテリ
アとしてもお楽しみいただけます。
＊価格は店舗へお問合せください。

Attractive Antiques in Autumn
芸術の秋にふさわしい悠久の時を感じるコレクションが揃いました。 
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ANTIQUE TEI
アンティーク テイ

7

古美術 鼎

ANTIQUE TEI

主に北西アフリカに住むムーア人をモチーフにした、
ブラッカムーアと呼ばれるオニキスに彫刻されたカ
メオ。ブラッカムーアは作品数が少なく、希少な作
品です。「アビレ」という装飾技法で宝石が繊細に施
され、気品溢れる存在感を与えてくれます。
K18YGブラッカムーア ブローチ
（左）¥6,500,000　1850～ 1860年代／イギリス
（中）¥3,800,000　1830～ 1850年代／フランス
（右）¥12,000,000　1860～ 1870年代／フランス

大正時代に女性陶芸家によってつくられ、
仁清寺に収められた作品。雉を模した香炉。
香炉　¥1,800,000
永楽妙全 作
W50×D14×H24cm
女性陶芸家、大正時代の作品
（箱に「永楽 仁清寺 雉 置物」と表記あり）
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（左）ヴィクトリア女王が 8人の女官
に贈ったミニアチュール（小さな絵）
のペンダント。金属の板に異なる色の
エナメルを焼き付ける高度な技法が用
いられたロイヤルギフト。
（右）女優ヴィヴィアン・リーが着け
ていた「ジャルディネット」。イタリア
語で「小さな庭」を意味するリング。
中央のダイヤモンドを花瓶に見立て
て、ルビーとエメラルドで花を表現。

宝飾史上、最も貴重なコレクションとして高く評価されている「ジョン・シェルダン」コレクションのロイヤルブルーエナメルネックレス。
蛇は「永遠」を、ハートは「愛情」を意味し、「永遠の愛情」を表現したメッセージジュエリー。

̶̶̶アンティークジュエリーの世界に入られた
　　  のはどのようなきっかけですか
穐葉：大学時代のことですが、40日間ほどヨーロッパ
を旅しました。その際にロンドンの宝飾店のショーウ
インドウに展示されていた「ロイヤルブルーエナメル」
と呼ばれる作品で、日本では見たことも聞いたことも
ないペンダントに出会いました。世の中にはなんて美
しい作品があるのかと、雷に打たれたような衝撃でし
た。帰国してからこのペンダントについて調べてみた
のですが、当時はジュエリーに関する著書は国会図書
館にも 4 冊しかなく、アンティークジュエリーについ
ては 1 冊もありませんでした。そこで私の探究心に火
が点いたのです。時代背景によって技法やデザインも
異なりますから、ジュエリーを通してヴィクトリア時
代の歴史や文化にも興味を惹きつけれられました。未
知なる宝飾の世界を突き詰めてみたいという思いに駆
られてしまったわけです。

̶̶̶アンティークジュエリーの魅力について
　　   教えてください
穐葉：アンティークジュエリーの魅力は、当時のワーク
マンシップにより作られた品質の良さはもちろんです
が、ジュエリーに込められた様々な想いや情熱に思い
を馳せ、作品を通してその時代を感じるといったところ
にもあります。優れた作品を欲する人と作る人、その両
者の美意識から生まれた豊かな世界は、私たちにジュ
エリーの本質を伝えてくれる歴史からの素敵な贈り物
と言えるのではないかと思います。アンティークジュエ
リーを通してヨーロッパの歴史や文化を知ると、映画や
舞台を観た時や、旅行の楽しみ方や感じ方が変わってき
ます。私たちの人生を豊かにしてくれるのもアンティー
クジュエリーの魅力のひとつだと感じています。

̶̶̶アンティークジュエリーを
　   　日常的に楽しむコツはなんでしょうか

穐葉：美しいものには浄化作用がありますので、おや
すみ前にジュエリーを眺めて、癒されてから寛がれる
方も多いです。またジュエリーは、パワーを与え元気
にしてくれたり、さらには個性を引き出し、より魅力
的にしてくれたり、様々な作用をもたらしてくれる存
在だと思っています。ロイヤルブルーエナメルのネッ
クレス（写真上）は 35 年前にロンドンで購入した作品
です。永遠の愛情や希望を表していますが、このジュ
エリーを身に着けているとなんとも心が穏やかになり、
心地よい充足感を得ることができます。

また、アンティークジュエリーのもう一つの魅力は、
作品と身に着ける人が一体化した時に新たに現れる

「輝き」なのではないでしょうか。それは決して華やか
ではありませんが、気品と知性に満ちた安らかな佇ま
いをしています。その瞬間に味わう感動こそが最大
の魅力のような気がします。美術的価値がありながら、

いつでも身に着けたいと思わせるジュエリーは、個性
の一部として自己表現となるのです。所有する喜びと
鑑賞する楽しみを兼ね備えたアンティークジュエリー
の魅力を多くの方に知っていただき、体感していただ
ければと思います。

50年以上にわたってアンティークジュエリーの魅力を発信してきた〈グレール〉オーナーの穐
あ き ば

葉昭
て る え

江氏。今年 6月
に英国の女王エリザベス 2世の在位 70周年を記念した祝賀「プラチナ・ジュビリー」が開催され、英国が注目され
ています。帝国ホテルプラザでは、9月に穐葉氏監修によるヴィクトリア女王の婚礼をテーマとしたロビー装飾も実
施予定です。穐葉氏が考えるアンティークの魅力とは？

グレール
GLAER (4F)

| Antique jewelry  | 

アンティークジュエリーやショコラ、手織り生地といった、
それぞれの分野で活躍する 3名のスペシャリストにお話を伺いました。Interview

Special

PROFILE
穐葉 昭江（あきば てるえ）：「穐葉アンティークジュウリー美術館」 館長。
アンティークジュエリー研究家として活躍、日本初のアンティークジュエ
リー美術館を設立。現在、美術館は閉館しているが、日本全国で展覧会を
中心に文化活動をしている。帝国ホテルプラザ 4 階アンティークジュエ
リー専門店〈グレール〉のオーナーでもある。著書に『アンティークジュ
ウリー』（1985）、『ヴィクトリアン・ジュエリー』（1985）等。

展覧会予定
「愛のヴィクトリアン・ジュエリー展」
八王子市立夢美術館　9月4日まで開催中
岐阜現代陶芸美術館　11月26日～ 2023年 1月29日
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「帝国ホテルの味をご家庭で」をコンセプトとするホテルショップ「ガルガンチュワ」。今回は、ひと粒ずつ丁寧に
手づくりされている「ボンボン ショコラ」をご紹介します。「チョコレート本来の香り、色、艶が伝わるように」
という思いを込めてつくる「ボンボン ショコラ」について、シェフ ショコラティエ  市川幸雄が語ります。

ガルガンチュワ
Pâtisserie GARGANTUA
| Chocolate |

InterviewSpecial

̶̶ 「̶ボンボン ショコラ」が誕生した経緯に
　　　ついて教えてください
市川：帝国ホテルがショコラトリー部門を設けたのが
2004 年ですが、チョコレートは現在のようにメジャー
な存在ではなく、ショコラティエという言葉すらな
かった時代に、自社でチョコレート製品をつくって
お客さまに提供していこうとなりました。「ボンボン 
ショコラ」とは、柔らかいガナッシュやプラリネが入っ
ていて、まわりがチョコレートでコーティングされて
いるものをいい、ひとくち、ふたくちでお召し上がり

いただけるのが特徴。つくり初めの頃は、まずは「ボン
ボン ショコラ」を知っていただくために、誰が食べて
も美味しいと感じていただけるフレーバーをご用意し
ていました。

̶̶ 「̶ボンボン ショコラ」には
　　　どのようなこだわりがありますか？
市川：当社の場合、「ボンボン ショコラ」はケーキと
違って形がすべて四角い形をしているため、ラインを
引いたり、金箔を乗せたりと、フレーバーごとにいろ

ボンボン ショコラ　1粒 ¥450

（上）アマンド ショコラ　¥1,700
（下）ボンボン ショコラ「ウイスキー」¥3,000

PROFILE
市川 幸雄：スイスでチョコレートの修業経験を積んで帰国し、
2001年に帝国ホテルに入社。洋菓子の世界大会である「クープ・
デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー 2007」に日本代表のチー
ムリーダーとして出場し優勝を収めるなど、その他さまざまな大
会で受賞歴をもつ。

(1F)

いろな工夫をしており、見た目の美しさも楽しめます。
温度と湿度が管理されたショコラトリーですべて手
作業でひと粒ずつつくることでシャープすぎず温かみ
のある、綺麗で角のないチョコレートになります。自
分がつくりたい味を追求しながらフレーバーによって
コーティングの厚みも変えています。

̶̶̶ 現在販売している「ボンボン ショコラ」には
　　   どのようなフレーバーがありますか
市川：毎年さまざまなチャレンジをしてきました。例
えば、「ヴァニーユ」というフレーバーは、10 年をかけ
て熟成させたマダガスカル産バニラビーンズを使って
います。また、「バナーヌ」は、バナナのコンフィチュー
ルにシナモンが香るガナッシュを合わせ、バナナ風味
のミルクチョコレートでコーティングしました。熟成
した甘みと青さの両方が残るバナナの美味しさと、奥
深いチョコレートの味わいを楽しめる一粒です。食べ
て美味しいものは、気持ちを幸せにしてくれるもので
す。お客さまには他にはない唯一のフレーバーをお召
し上がりいただいて、そのような気持ちになっていた
だきたいと思います。

̶̶̶ 日本代表のリーダーとして出場し優勝を
　　   収めた世界大会について教えてください
市川：「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティス
リー」と呼ばれる、フランスのリヨンで 2 年に1度開催

される洋菓子の世界大会で、パティシエ、ショコラティ
エであれば誰もが目指す最高峰のコンクールがありま
す。日本は1991年の第 2回大会での初優勝以来、優勝
から遠ざかっていました。私は日本を世界の頂点にと
いう目標を掲げ、2007 年大会に出場しました。小さな
アクシデントはありましたが、なんとか評価いただけ
る作品をつくり上げて優勝することができました。「ボ
ンボン ショコラ」にはこうした私の経験も詰まってい
ます。見たことのないものを世の中に出して、あっと
驚いてもらえるような商品をこれからもつくっていき
たいと思います。

Pâtisserie GARGANTUA
（帝国ホテルプラザ 東京 1階）
TEL：03-3539-8086
10:00 ～ 19:00

パティスリー  ガルガンチュワ
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̶̶̶ 自社ブランド 〈クスカ ファブリック〉を立ち
　　   上げたきっかけについて教えてください
楠：私がちょうど 30 歳の時に、東京から家業を継ぐた
めに祖父が創業したクスカに戻りました。〈クスカ フ
ァブリック〉を立ち上げたのは、大量生産・大量消費
ではないものづくりをしたいと思ったことがきっかけ
です。世界中の織物のほとんどは、安価で大量に機械
で織られているのが現状ですが、違和感を感じていま
した。呉服・繊維業界が衰退していくなか、〈クスカ 
ファブリック〉は、職人の手仕事にフォーカスして、手
織りにこだわりものづくりをしています。

̶̶̶ 独特の風合いと質感が魅力ですが、どのよう
　　   な技術によって生まれるのですか
楠：〈クスカ ファブリック〉で使っている生地は、ゆっ
くり空気を含ませながら織ることで三次元の織物を生
み出しています。さらに、羅、紗、絽と言われる最高級
の着物の技術を用いた絡み織りという高度な技術が新
しい質感を生み出しているのです。昔ながらのやり方
を提案しているのではなく、実は次世代型の織物やテ
クスチャーという新しいものを提案しているわけです。
店舗には織り機があり、実際にご自身で織るデモンス
トレーションも体験いただけます。そういった体験を
通じて、丹後ちりめんの魅力を実感いただきたいと思
います。

̶̶̶ クスカの発祥の地でもある丹後地方は
　　   どのような場所でしょうか
楠：水がきれいなことは大きな特徴のひとつですが、
山陰側の気候も特徴的です。年間を通じて湿度が高く、
織物にとても優しい湿気をもたらしています。丹後ち
りめんは、経

たていと

糸に撚
よ

りのない生糸、緯
よこいと

糸に 1m あたり

1936年に京都・丹後で創業し、丹後ちりめんの製織販売を行ってきたクスカ株式会社。「伝統、ファッション、芸術
の 3つを融合させ、次世代のものづくりを目指したブランド」をコンセプトに、2010年にオールハンドメイドにこ
だわった〈クスカ ファブリック〉を立ち上げました。今年 4月には帝国ホテルプラザ 1階に店舗がオープン。代表
取締役 楠泰彦氏が語る〈クスカ ファブリック〉や発祥の地である丹後の魅力とは？

̶̶̶ 海外での展開やSDGsの取り組みについて
　　　教えてください
楠：2016年からコロナ禍直前の2020年1月まで、イタ
リアのフィレンツェで開催されるピッティ・ウォモと
いうメンズファッションの展示会に参加しました。そ
こでの高い評価がきっかけとなり、ロンドン、サヴィル・
ロウの英国王室御用達テーラーの〈ハンツマン〉でも取
り引きが始まりました。手織りの、特に絡み織りのネク
タイは世界中を探してもありません。グローバルで考
えるとまだまだ伸び代はあると感じています。また、簡
単に処分するのではなく責任をもって使い続けて欲し
いという思いから、無料で修理を行うメンテナンスサ
ービスも行っています。手直しすることで長く使える
ことがメリットだと感じていただきたいと思います。

3000 回前後の強い撚りをかけた生糸を交互に織り込
むのですが、湿気がないと糸が途中で切れてしまい
ます。特にシルクは人間の肌と同じタンパク質繊維な
ので、潤いがないといい織物にはなりません。自然の
ものを扱うので、最適な自然の環境が必要になります。
ですから、丹後の気候がこの織物を生み出していると
いえます。

̶̶̶ ネクタイがとても充実していますが、
　　   他にはどのようなアイテムがありますか
楠：ネクタイは男性にとってシンボリックなアイテム
であり、〈クスカ ファブリック〉の美意識や美しい質感
を表現できるアイテムです。螺

ら で ん

鈿を織り込んだ生地で
つくったネクタイもあります。スーツやベストをオー
ダーで承ることもありますが、ひとつひとつお客さま
にカスタマイズして手づくりで仕上げています。女性
用の商品にも力を入れています。ネクタイと同じ織り
方で、柔らかい糸を使ったシルクのストールが人気で
す。カラーバリエーションが豊富で、選ぶのも楽しい
のではないでしょうか。豊岡カバンの〈アートフィア
ー〉とコラボレーションした小さいドレスバッグも非
常に人気です。丹後の海をイメージしたブルーがとて
も鮮やかなバッグです。

クスカ ファブリック
KUSKA FABRIC
| Fabric |  NEW SHOP

実際に織ることができる織り機が展示された店内

螺
らでん

鈿を織り込んだ生地でつくったネクタイや財布

手紡ぎ真綿シルクマフラー　¥37,400（全７色）
テーマは「カシミヤを超えるシルクの風合い」。厳選した素材を選び、〈クスカ ファ
ブリック〉工房内で糸を撚り合わせ、それを最大限に生かす人の手織りで完成しま
す。ゆっくりと空気を入れながら織るため 1人の職人が 1日に織り上げられるのは
1枚のみです。また真綿は布団にも使われている様にストレスを和らげリラックス
効果が高い素材で、肌に優しいシルクの風合いです。

丹後ジャカードネクタイ　¥17,600
手織りのジャカード機が表現する「流れるような上品な織り
柄」「生地の重厚感」「シルクの光沢」が特徴の〈クスカ ファ
ブリック〉を代表するネクタイ。ロンドンの〈ハンツマン〉で
も取り扱われています。

PROFILE
楠 泰彦：クスカ株式会社代表取締役。京都・
丹後生まれ。30歳で自社ブランド kuska 
fabricを立ち上げ、唯一無二の手織りのネク
タイを開発し、ロンドンの〈ハンツマン〉で
も展開中。「日本の伝統工芸を世界へ」を合
言葉に日々モノづくりに努めている。趣味は
丹後の海でサーフィン。

InterviewSpecial

(1F)
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（左）ワンピース　￥385,000　
（右）ワンピース　￥308,000

（左）ニットカーディガン　￥196,900
ニットプルオーバー　￥141,900
スカート　￥185,900
バッグ　￥264,000
（右）ニットプルオーバー　￥115,500
スカート　￥159,500
バッグ　￥185,900

LEONARD
レオナール

クリエイティブディレクターのジョージ・ル
クスが手がける 2022 年 秋 冬 コ レ ク シ ョン

「BALLROOM」のテーマは、“ニューヨークへの
旅”。モダンでコスモポリタンな都会が大好き、
ショッピングも欠かせないレオナール・ウーマ
ンのイメージで、美しい花やレオパードプリント
にブランドの新旧アイコンや新たなシルエット
をミックスさせたコレクションです。

AKRIS
アクリス

Fahionable Contrasts for Autumn 今年の秋冬ファッションはコントラストのあるデザインがトレンド。スタイリッシュなワンピースに、
軽やかなカーディガンやくつろいだ雰囲気のトップをコーディネートして、大人の女性を演出。

ステイ・ホームからバック・トゥ・タウンを意識
したコレクション。

（左）さっと羽織って出かけられるケープ風ショー
トニットカーディガンとシックな色合いのマルチ
カラーのニットにキルティング素材のスカートを
合わせて、洗練された大人カジュアルの装いに。

（右）キャメル＆ブラックの色合いを、リラクシン
グで着心地のよいニットのセットアップで表現。
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PICONE
ピッコーネ

2022 年 秋 冬コレクションのテーマは LAID 
BACK（レイドバック）。「くつろいだ、リラック
スした」を意味し、全体的にラウンジ感やイー
ジー感を大切に表現。

MORABITO & 
AUSTIN REED
モラビト＆オースチンリード

（左）線描きタッチな馬柄と幾何学柄をモチーフにした
プリントをシルク素材にのせたワンピース。フォルム
感のあるレザーブルゾンに合わせ、コンテンポラリー
なエレガントスタイルに。

（右）印象派絵画を連想させるフラワープリントワンピ
ースに、鮮やかなカラーリングのカーディガンをまと
い、クラシカルで存在感のある大人の女性を表現。

Fahionable Contrasts for Autumn

（左）レザージャケット　¥242,000
ワンピース　¥97,900
〔MORABITO PREMIEIR〕
（右）カーディガン　¥49,500
ワンピース　¥86,900
〔AUSTIN REED〕

（左）カーディガン　¥47,300
ベスト　¥39,600
（右）プルオーバー　¥59,400
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装飾芸術の最盛期と言われる19世紀、フランスを中心にヨーロッパ各国の王侯貴族の貴婦人
たちを魅了した「ボヌール・ドゥ・ジュール（一日の幸せ）」と呼ばれる優雅なデスク。ナポレ
オンⅢ世時代に制作され、2枚の「貴婦人」陶板画をはじめ、合計44枚の陶板画が華麗に埋め
込まれ、その陶板を美しく引き立てるブロンズ装飾（オルモル細工）が家具全体に装飾されて
います。特に、名門貴族で文学者であり、17世紀のサロン文化のスターであった、フランソワ・
ド・ロシュフコーのブロンズ像は一際存在感を放ちます。フランス宮廷文化のエッセンスを
ふんだんに感じることが出来る、優雅な逸品です。

紀元前から古代オリエントの主要都市として栄えたイスファハンのダルダシュティ工房で織られたペルシ
ャ絨毯。希少性と美しさから「糸の宝石」とも称され、特に質が高いものは耐久性にも優れているため、世代
を超えて受け継いでいくことができます。そこがペルシャ絨毯を所有することの醍醐味でもあり、家族の財
産とも言われる理由です。さらに、最上質のペルシャ絨毯は、色彩やデザインの優美さに加えて、手触りの
良さも魅力のひとつです。触れているだけでリラックス効果があり、ストレスを緩和してくれます。ハウス
ダストや埃の舞い上がりを防ぐため、小さなお子さまだけではなくペットにとっても安心して寛げる空間
をもたらしてくれます。家族の絆を繋ぎ、癒しをもたらすペルシャ絨毯をお楽しみください。

ナポレオンⅢ世 「貴婦人」44枚陶板画ボヌールドゥジュール　¥11,000,000
1850年代／材質：エボニー／フランス
サイズ：W123cm×D51cm×H150cm

ビンテージペルシャ絨毯　￥19,800,000
ダルダシュティ工房 作

素材：fine wool & silk、サイズ：156×104cm

YUMEORI
夢織

PERSIAN GALLERY
ペルシャン ギャラリー

フランスやイランといった国々で何世代にもわたって
引き継がれてきた優美で特に希少な逸品をご紹介します。The World of Masterpieces
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昨年11月に誕生した、帝国ホテル直営の日本料理店「帝国ホテル 寅黒」。
季節の食材を使った五感で味わえる美味をお楽しみください。

帝国ホテルプラザでは、様々なワークショップを開催しています。
クラフトワークやレッスンなどをお楽しみください。

帝国ホテル 寅黒
日本料理

秋に2度目の旬を迎える鱧。

炭の香りをまとわせた鱧と松茸を合わせた

“鱧と松茸のご飯”が登場します。

カウンターで展開される

炭焼きや蒸し物の臨場感を味わいながら、

四季を感じる料理の数々をご堪能ください。

帝国ホテル 寅黒（タワー館地下 1 階）
TEL：03-3539-8224

火～金   17:00 ～ 20:30 LO
土      　 12:00 ～ 13:30 LO／17:00 ～ 20:30 LO
※日・月・祝日定休
  （月曜日が祝日の場合は土・日曜日の営業時間が変更、月・火曜日休み
　土曜日　夕食のみ営業／日曜日　昼食・夕食営業）
※最新の営業状況はホームページをご確認ください。

Seasonal CuisineWorkshop

間 AWAI THE 
COVER NIPPON
アワイ ジ  カバー・ニッポン

〈間 AWAI THE COVER NIPPON〉では、様々なモノづ
くりの出会いを提供するワークショップや講座を開催し
ています。AWAI サロンの閑静な空間で、素敵な出会い
をお楽しみください。

GRAYMIST
グレイミスト

ナンタケットバスケットは米国東海岸のナンタケット島で
大切に伝承されてきた伝統的工芸品です。フォーマルな
場で持つことが許されるバスケットとして知られ、世界中
で注目されています。グレイミストは、島で認められた初
めての日本人バスケット作家・八代江津子氏の主宰する
ナンタケットバスケット専門店。バスケットや制作材料の
販売及びレッスンを開催いたします。

NEW SHOP

心と体を整えるリトリートアロマ講座
近衞 桂子　KEIKO KONOE
ESSENTIALLY K-STYLE主催／
IMA国際メディカルアロマアドハイザー／
ブレインアナリスト、ブレインアロマ認定講師

フラワーデザイナーとつくる
フラワーアレンジメント講座
竹田 浩子　HIROKO TAKEDA
フラワーデザイナー／
Nouvelle Nantucket Basket 主宰

薬膳中国料理研究家に学ぶ
季節の薬膳講座
馬 衣真　IMA MA
中国料理研究家／「華都飯店」オーナー

古伊万里を愉しむ貴婦人の茶会
保科眞智子　MACHIKO HOSHINA
茶道家／ロースドルフ城
古伊万里再生プロジェクト代表

講師一覧
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※社会情勢により、事前予告なしでイベントの内容を変更・中止する場合がございますので、最新情報はホームページをご確認ください。 
※価格はすべて税込（消費税率10%、軽減税率対象品8%）表示となっております。価格表記のないアイテムは参考商品です。 
※「インペリアルクラブ」及び「インペリアルクラブ グレース」会員の方、サービスアパートメントご滞在中の方には、帝国ホテルプラザ東京でのお買い物を5%割引いたします。
　（一部除外店舗、除外商品がございます。）

T O P I C S

会場：2階 愛でるギャラリー祝

選りすぐりのアーティストの作品を毎月展示いたします。

※最終日の展示は17:00まで。

A RT  S E L E C T I O N

オンラインワークショップ
秋の黄金比メイクレッスン

自然界で最も美しいとされる「黄金比」に基づく、
プロによる秋らしいメイクアップ方法を、動画視
聴形式でレクチャーいたします。

●配信期間  ： 9月9日（金）～30日（金）
●参  加  費  ： 9 ,9 0 0 円（受講料・テキスト・化粧品・送料・消費税込）
●講      師  ： 福武  美湖 氏（メイクアップサロンアガール 店長）
●お申込み  ： 上記2次元コードより承ります。
●申込期間  ： 8月15日（月）～9月23日（金・祝）
●お問合せ  ： メイクアップサロンアガール（4階）
　TEL.03-6206-1159

お買い上げ2万円ごとに1ポイントのプレゼ
ントカードを進呈。ポイント数に応じてスイ
ーツやお食事券、フルーツなどをプレゼント。
※一部除外商品、除外店舗がございます。

フェアプレゼント
FA I R  P R E S E N T

帝国ホテルプラザ東京は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、従業員のマスク着用や検温、手指消毒を
徹底しております。なお、お客様におかれましても感染拡大防止対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

9.20 tue. –10.2 sun. 10.18 tue. –10.30 sun.

V
ベ ル シ ー

ERTCHY 個展 内藤忠行 個展

テヘラン生まれ、性別年齢不詳の画家。国境を超えた普
遍的な言語として絵文字を捉え、「現実の基準を超える」
「バーチャルライフとインターネットを現代人の最高か
つ共通の現実として認識する」ことを表現した約30点を
展示いたします。

1941年東京生まれの写真家。シマウマのモチーフを繊
細かつ大胆に表現した代表作【ZEBRA】をはじめ、カラー
写真からコラージュ、反転、多重画面などを駆使したシ
ンメトリーな抽象表現を自在に用いた多彩な作品約20

点を展示いたします。

Autumn Fair 2022
9.9 fri. – 9.30 fri.

帝国ホテルプラザでは、秋の新作が出揃いました。1階ロビーでは、シックに魅せる秋の装いのご紹介と、
帝国ホテル「英国フェア2022」の開催に合わせた展示を行います。ぜひお越しください。

｜ロビー装飾｜

英国王室で培われたウエディングのかたち

穐
あきば

葉アンティークジュウリー美術館監修のもと、現在の
ウエディングの基礎となる様々な慣習が生まれるきっか
けとなったヴィクトリア女王の婚礼をテー マに、当時の
ウエディングドレスと、装飾品を展示いたします。今年
在位70周年を迎えたエリザベス女王ヘロイヤルコレク
ションとして受け継がれ、愛用されているティアラのレ
プリカなど貴重な作品もこ覧いただけます。英国で育ま
れ現代へと受け継がれる婚礼の世界をこ紹介します。

協力／穐葉アンティークジュウリー美術館、グレール（4階）

●展示期間：9月9日（金）～10月31日（月）

メアリー王妃の結婚式でアレクサンドラ王妃が着用したココシェニックティアラ
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SHOP LIST

※2022年8月発行

※最新の営業情報はホームページをご確認ください。

1F アクリス 03-3501-2205
AKRIS（レディス・雑貨）
アビステ 03-3593-7088
ABISTE（アクセサリー・時計）
エスカーダ・ブティック 03-3503-2450
ESCADA BOUTIQUE（レディス・雑貨）

サロン ド アッシュ 03-3502-2448
SALON DE H（ジュエリー）
シャン チェン 03-6257-3808
XIANG CHENG（アートギャラリー）
シュークル 03-6550-9475
SUCRE（アンティークジュエリー・美術品）

クスカ ファブリック 03-6205-7822
KUSKA FABRIC（服飾雑貨）
第一園芸 03-5510-8715
DAIICHI ENGEI（生花・花器）

2F ギャラリーカシマ 03-3500-3880
GALLERY KASHIMA（ジュエリー）
コレクション ドット ジェイシー 03-6205-4256
COLLECTION.JC（絵画・アートグッズ・雑貨）
ペセリコ 03-5510-6836
PESERICO（レディス・雑貨）
愛でるギャラリー祝 03-6550-8111
MEDEL GALLERY SHU（アートギャラリー）
リアルスタイル アワイ 03-6205-7505
REAL STYLE/AWAI（家具）

アラセ 03-5510-9770
ARASE（毛皮・雑貨）

エステティックサロン ゲラン パリ 03-3507-4136
ESTHETIC SALON GUERLAIN PARIS（エステティック）

キモノ・クイーン 03-6205-8895
KIMONO QUEEN（着物レンタル・着付・ヘアセット・写真撮影・人力車ツアー）

銀座アンティーク・アイ 03-3591-6788
GINZA ANTIQUE I（美術品・骨董品・アンティークジュエリー）

グスト ディ マサノブ 03-3519-7022
GUSTO DI MASANOBU（靴・バッグ）

クリニーク デュボワ ※日曜、月曜、祝日休診 03-3509-1651
PREEMPTIVE MEDICINE CLINIQUE DUBOIS（先制歯科医療）

グレール　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3506-7880
GLAER（美術品・工芸品・アンティークジュエリー・雑貨）

古美術 鼎 03-6268-8711
ANTIQUE TEI（日本美術全般・西洋美術全般）

さえら 03-3591-5050
CA ET LA（レディス・インナーウェア）

シンカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-6206-6203
SHINKA（ヘアサロン）

4F 浪越孝SHIATSUサロン 03-3581-7354
NAMIKOSHI TAKASHI SHIATSU SALON（指圧サロン）

ネイルサロン ネイラ 03-3591-8236
NAIL SALON NAILA（ネイルサロン）

はまの屋パーラー 03-3591-6636
HAMANOYA PARLOUR（喫茶）

バン ドゥ オブジェ（B.d.O） 03-3506-8555
BAINS DE OBJETS（バス・リビング用品）

ペルシャン ギャラリー 03-3580-0070
PERSIAN GALLERY（ペルシャ絨毯・美術工芸品）

マーム 03-3501-4788
MAAM（寝具・リビング用品）

メイクアップサロン アガール 03-6206-1159
MAKE UP SALON AGIRL（メイクアップサロン）

薬石花房 幸福薬局 ※日曜定休　　　　　  　      03-3580-0259
CHINESE MEDICINE PHARMACY YAKUSEKIKABO（漢方薬局）

わふる 南信州菓子工房 03-6257-3900
WAFURU MINAMISHINSHU KASHIKOBO
（ドライフルーツ・オーガニック食品）

アビステ ブティック 03-3597-9201
ABISTE BOUTIQUE（レディス・雑貨）
アンティーク テイ 03-3504-8178
ANTIQUE TEI（西洋美術全般）
エドム 03-3502-2723
EDOM（ディズニー商品・スヌーピー商品・雑貨）
オーラボー 03-3500-4788
OHRA BEAU（レディス・雑貨）
ギャラリー マークエステル 03-6811-2335
GALLERY MARCESTEL（企画画廊・美術品）

間 ジ カバー ニッポン 03-6206-6881
AWAI THE COVER NIPPON（工芸品・雑貨）
アンティークス レ・モンドギャラリー 03-6273-3900
ANTIQUES LE MONDE GALLERY
（美術品・骨董品・アンティークジュエリー）

アンティーメイム 03-3501-7700
AUNTIE MAME（オーガニック化粧品）
エーシーストックアウトレット 03-3591-0133
A/C STOCK OUTLET（レディス・雑貨）
エルマンノ シェルヴィーノ 03-6205-8187
ERMANNO SCERVINO（レディス・雑貨）　

3F

ピッコーネ 03-3501-5321
PICONE（レディス・雑貨）
モラビト&オースチンリード 03-3581-0720
MORABITO & AUSTIN REED（レディス・雑貨）
夢織 03-6205-7898
YUMEORI（アンティーク家具・照明）
レオナール 03-3501-3636
LEONARD（レディス・雑貨）

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1　 TEL. 03-3539-8237　11: 00 AM - 7: 00 PM
https://www.imperialhotelplaza.jp/tokyo/

10：00～ 19：00

ホテルショップ ガルガンチュワ 10：00～ 19：00
GARGANTUA DELICATESSEN
（スイーツ、デリカテッセン、ベーカリー、グロサリー、ギフト）

03-3539-8086

クラシカル カコ / 
フォンド インターナショナル ギャラリー 03-5157-3123

グレイミスト 03-6811-1366
GRAYMIST（ナンタケットバスケットの販売・制作教室）
ケイ&ジェイ 03-6273-3789
K&J（ジュエリー）

CLASSICAL CA,CO. / FOND INTERNATIONAL GALLERY（ジュエリー）

あわい


