
営業時間／午前10時から午後7時。但し、12月20日（金）～24日（火）は、本館地下2階～1階は午後8時 まで営業。
営業時間／午前10時から午後7時。但し、本館地下2階〜2階、および北館は午後7時30分 まで。
	 営業時間は変更になる場合がございます。

エムアイカードがエムアイカードが
お得お得です!!です!!

フェア・イベントは変更または中止となる場合がございます。 ※ マークの商品はエムアイポイント〈5%・8%・10%〉対象商品です。 ※一部対象外のカードがございます。 ※納期までお時間を頂戴する場合がございます。詳しくは店頭でおたずねください。
※品切れの際は、受注対応となりますので、予めご了承ください。 ※表示価格は2021年3月31日時点の価格となります。 金相場の変動により価格改定となる場合もございますので予めご了承ください。※価格はすべて税込です。

詳しくは、大黄金展特設サイトをご覧ください。
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo/event_calendar/event_ougonten.html

ご自宅で眠っている貴金属をお持ちください。その場で現金買取りいたします。
精錬から製作、販売、買取りまで一貫して行っているので、お客さまの大切な金・銀・
プラチナを新たな価値として引き継ぎ、次の世代へ提供していくことができます。
※インゴット・コインは除きます。※貴金属買取りには、現住所が記載されたご本人確認証が必要です。運転免許証・
保険証・パスポート・住民票などをお持ちください。※金・銀・プラチナは相場に応じて買取り価格が変動いたします。
※お品物によってはお取扱いできない場合もございます。予めご了承ください。※ご売却後、買取り品のお買い戻し
はいたしかねます。 　【買取り会社：株式会社SGC　東京都公安委員会第301061704105号】

※お一人さま1点限り。
※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

大切な資産を、たくさんの喜びへ。 インゴット分割サービス
お持ちの1kgのインゴットを、100gのSGCオリジナルバー×10個に加工いたします。

※1gにつき加工賃を220円頂戴いたします。※お預りから約6週間後のお渡しを予定しておりますが、混雑時にはお
時間をさらに頂戴する場合がございます。※鑑定の結果によっては、加工できないインゴットもございます。※加工
後のインゴットは、SGCオリジナルのバーとなります。※お預かりできるインゴットは500g以上のグッド・デリバ
リー・バーに限ります。（グッド・デリバリー・バーとは東京商品取引所が認可したブランドの刻印があるインゴットの
ことです。）※ご本人確認証（運転免許証、健康保険証など）をお持ちください。

100g×10個1kg 220,000円
加工賃【1gあたり220円】1kgの

場合

大黄金展期間中以外でも、常時金製品を多数取り揃えております。
お気軽にご来店ください。

お問合わせ  札幌三越 本館9階
SGC（ゴールドサロン）札幌三越店
担当：橋本・岩田・山内・松浦　電話 011-222-8957 直通

マークの商品はエムアイポイント〈5%・8%・10%〉対象商品です。 
例えば、ご優待率8%にて、本体価格1,000,000円（税別）の商品をお買いあげいただいた場合、お支払いいただいた当日に
80,000ポイント（80,000円相当）が付与されます。また、お電話でのご注文も承りますので、お気軽にお問合わせください。
※通常ポイント率はお客さまの年間お買いあげ額によって異なります。

入場
無料

4月29日（木・祝）〜5月9日（日）　札幌三越 本館10階 催事場
※最終日、午後６時終了

ご来場プレゼント

SGCオリジナルハンドタオルプレゼント!!
ご来場の際に本状を係員にお渡しください。

お買いあげ
特典

大黄金展スクラッチカード抽選会
会期中、「三越の大黄金展R」会場内で、100,000円（税
込）以上お買いあげのお客さまは、空くじなしのスクラッ
チカード抽選会にご参加いただけます。
※くじは数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

お茶席
開催

一服1,000円
金の茶器で一服をご体験ください！
※各日午前11時〜午後6時まで、定員になり次第終了

とさせていただきます。最終日は午後5時にて終了。
ラストオーダーは終了30分前とさせていただきます。 ※画像はイメージです。

（お干菓子付）

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

金・銀・プラチナの金・銀・プラチナの
買取りいたします。買取りいたします。

査定・お見積無料! 会期中特別査定にて、その場で現金買取りいたします。

K24 金太郎
約40g、高さ約8.0×幅約9.0cm

1,034,000円 

K24 ジャングル大帝
計約30g、パンジャ：高さ約6.5cm、レオ：高さ約3.0cm

1,540,000円 

K24 兜飾り
約30g、
高さ約8.0×幅約10.0cm

836,000円 

ⓒ 手塚プロダクション

ⓒ 手塚プロダクション

左：200g、直径約5.4cm

2,640,000円
右：100g、直径約3.8cm

1,320,000円

ⓒ 手塚プロダクション

K24 昇り龍
約125g、高さ約20.0cm

3,861,000円 

新　作
5月の節句 寿ぐ想いを黄金に。

黄金で語り継がれる
不朽の名作。

K24 ブラック・ジャック
約130g、
高さ約12.5×幅約8.0cm

3,168,000円 

K24 ピノコ
約15g、
高さ約5.0×幅約3.2cm

517,000円 

K24 額 「火の鳥」
約25g、縦約8.5×横約9.5cm

（額サイズ：縦約26.8×横約31.5cm）

990,000円 

北海道 初登場
鉄腕アトム

デビュー70周年
記念作品

金箔等身大像

撮影OK!!

金箔約500枚、
高さ約135.0×幅約81.0×奥行約37.0cm

16,500,000円

1,298,000円 

※納期までお時間を頂戴する場合が
ございます。予めご了承ください。

約40g、高さ約9.5cm
K24 鉄腕アトム

K24 デザインバー フォトver.

＜スタンド装着時＞

大切なお写真を金で残しませんか。 お預かりした写真を特殊技術で金に転写いたします。

※使用する写真は、お客さまが所有権を有するものをご用意ください。※肖像
権や著作権および使用上の権利を侵害する写真、また公序良俗に反する写真
はご利用いただけません。※写真原稿は指定形式のデータで送付いただくか、
指定サイズのプリント写真をお預かりさせていただきます。※お預かりした
写真原稿によっては対応いたしかねる場合がございますので、予めご了承く
ださい。※お渡しまで約2カ月を予定しておりますが、混雑状況によってはさ
らにお時間を頂戴する場合がございます。※ご用意いただいた写真を理由と
して生じたトラブルなどは、弊社では一切責任を負いかねますので、予めご了
承ください。

※画像は飾り付けイメージです。

〈石川光一 作〉 K24 兜
約1000g、

高さ約68.0×幅約44.0cm

228,030,000円 

21世紀の未来を舞台に、
10万馬力のロボット少年 アトムが活躍する
SFヒーローマンガ、「鉄腕アトム」の
主人公アトムが「アトム大使」で
デビューしてから今年で70周年を迎えました。

三越の第
35
回
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書※本商品は株式会社手塚プロダクションとの契約により、
黒谷株式会社が製造したものです。

※本商品は株式会社手塚プロダクションとの契約により、
黒谷株式会社が製造したものです。

札 幌 三 越2021 4/27㊋札 幌 三 越2021 4/27㊋

2021年4月27日（火）

※営業時間は変更になる場合がございます。
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K24 ミニサッカーボール
約15g、直径約4.0cm

385,000円 

親から子へ、子から孫へ、
受け継がれる家宝として…。

普段の日も、特別な日も。
暮らしの中に、華やぐ煌めき。

ご先祖や神仏を敬う真心が美しく輝きます。

〈遠藤兆映 原作〉
K24 額 「招福宝船」
約50g、縦約12.0×横約16.0cm

（額サイズ：縦約38.0×横約47.0cm）

1,199,000円 

〈石川光一 作〉
K24 慶長小判
約17g、縦約7.2×横約4.0cm

253,000円
※「K24 慶長小判」は、
江戸時代に流通したとされる
慶長小判をモデルに
K24で再現した商品です。

〈石川光一 作〉
K24 祝小判 切り餅
計約75g（3g×25枚）、
各縦約4.0×横約2.2cm

1,320,000円

〈石川光一 作〉
K24 祝小判
約3g、縦約4.0×横約2.2cm

52,800円

K24 トヨタスポーツ800 Sサイズ
約40g、全長約8.8×高さ約2.7×幅約3.6cm
※タイヤ部分のみ銀925

1,364,000円 

新　作

K24 アマビエ
約40g、
高さ約6.0×幅約4.0cm

1,155,000円 

新　作

〈石川光一 作〉
K24 湯呑 あられ

約270g、高さ約9.5×幅約5.0cm

5,511,000円 

重要無形文化財 鍛金保持者（人間国宝）
〈奥山峰石 作〉

K24 ぐい呑み 彫金桜
高さ約5.0×幅約6.5cm

3,091,000円 

〈舟谷喜雲 原作〉
K24 阿弥陀如来御西
約80g、高さ約10.0×幅約4.5cm

1,837,000円 

〈舟谷喜雲 原作〉
K24 釈迦如来坐像

約500g、高さ約20.0×幅約9.0cm

10,516,000円 

〈石川光一 作〉
Pt999 御神鏡
約110g、直径約6.0cm

2,112,000円 

※原作とは作家の原型をもとに
製作したものです。

〈酒井豪 原作〉
K24 猫仏（虚空蔵菩薩）
約15g、高さ約4.9×幅約3.2cm

638,000円 

新　作

※原作とは作家の原型をもとに
製作したものです。

重要無形文化財 鍛金保持者（人間国宝）
〈奥山峰石 作〉

K18 おりん 2.3寸
約210g、高さ約4.0×幅約6.9cm

3,377,000円 

〈上川宗照 作〉
K18 おりん 2.5寸

約240g、高さ約4.5×幅約7.5cm

3,608,000円 

K24 蓮型仏飯器 1.8寸
約35g、高さ約7.5×幅約5.4cm

880,000円 

〈石川光一 作〉
K24 立筋ローソク立て
約120g、高さ約10.5×幅約4.0cm

3,003,000円 

〈石川光一 作〉
K24 立筋香炉 3寸

約300g、高さ約6.5×幅約7.5cm

6,479,000円 

〈石川光一 作〉
K24 抹茶茶碗 五山
約380g、高さ約6.5×幅約11.0cm

7,612,000円 

〈舟谷喜雲 原画〉
K24 御守小判 阿弥陀如来
約20g、縦約5.7×横約3.0cm

330,000円

オモテ ウラ

亥・戌年と10・11月生まれの人→阿弥陀如来
子年と12月生まれの人→千手観音、
丑・寅と1・2月生まれの人→虚空蔵菩薩、
卯年と3月生まれの人→文殊菩薩、
辰・巳年と4・5月生まれの人→普賢菩薩、
午年と6月生まれの人→勢至菩薩、
未・申年と7・8月生まれの人→大日如来
酉年と9月生まれの人→不動明王

↓ウラ

↓オモテ（赤）↓オモテ（青）

K24 アマビエカード
（青・赤）

各約5g、縦約7.0×横約4.5cm

各99,000円

K24 ゴルフボール
約690g、直径約4.0cm

14,080,000円 

銀製 ゴルフボール
直径約4.0cm

550,000円 

ブロンズ製 ゴルフボール
直径約4.0cm

330,000円 
※背景画像はイメージです。

純金製トヨタスポーツ800 生誕55周年記念

K24 ミッキー&ミニー 「テニス」
計約40g、ミッキー：高さ約7.0cm、ミニー：高さ約6.5cm

2,420,000円 

※本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と
株式会社電通との契約により、黒谷株式会社が
製造したものです。

ⓒ Disney
〈石川光一 作〉
K24 野球ボール
約500g、直径約7.5cm

10,043,000円 


