
わたしたちのための

カワイイ

こっとうやさんが

できました。

独特の色遣いやデザインなど現代のものに

はない魅力がある古いもの（＝こっとう）。雑

貨やインテリアが好きな人なら興味があるは

ず。そんな“こっとう”を気軽に買えるお店が

阪神梅田本店の9階にオープン。梅田の真

ん中というアクセスの良さはもちろん、雑貨

屋さん感覚で入りやすい雰囲気でプライス

も数百円～と衝動買いOKのアイテムも多

数。売り場にはこのページのスタイリングも

担当したスタイリスト東ゆうなさんがコーディ

ネートしたディスプレーコーナーがあったりと

まさに私たちのためのお店！　商品はどれも

一点物だから早めにチェックしてみて。

2002年よりスタイリストとして雑誌、カタ
ログ、広告を中心に活動。雑貨、インテ
リア、ファッション、とジャンルにとらわれ
ず乙女心に“ひとさじの毒”を盛った世界
観を得意とする。国内外問わず蚤の市
通いは学生時代からで「埋もれたかわい
いものを掘り出すのが至福のとき」。

／ ／

Stylist  Yuna Higashi

Button
古いボタンをシェリーグラスに入れてカワイイ手芸コーナーに。ビンテージ
ボタン（小瓶入り）500円～、シェリーグラス各300円、下に敷いたレー
スのテーブルセンター3,000円、プリントテーブルセンター3,000円、ミシ
ン糸（5個入り）500円、その他（スタイリスト私物）

Utsuwa
小さな器を重ねてティータイム。プレスガラスの皿1,500円～、カットガ
ラス皿800円、ガラスコップ500円、白梅絵の皿1,500円、おちょこ各
300円、陶器人形きもの300円、ピエロ2,700円、豆皿300円～、フリ
ルレースリーフ型プレート18,000円、その他（スタイリスト私物）

Jewelry box
元は宝石店などで商品を入れるために作られたボックス。このボックスを
重ねてアクセサリーコーナーに。ビンテージのアクセサリーボックス200
円～、レースのハンカチ1,000円、花モチーフのブローチ800円、グラス
に入れたビンテージのネックレス300円～、その他（スタイリスト私物）

わたしの部屋に連れて帰りたい“カワイイ”がいっぱいです

☎06-6345-1201
B10:00 ～ 20:00（地下1階から3階は
金・土～21：00）　C不定

書画 骨董　カワイイモノ

阪神梅田本店9F こっとう売場

6.1 OPEN!

スタイリスト東ゆうなさんによるコーディネートはお店のエントランス部分に2週間限定でコーナー展開。様々なタイプのこっとうを組み合わ
せた初夏らしい爽やかなテーブルコーディネート。お店で実際にチェックしてみてくださいね。（写真右奥から）編竹の花器3,000円、民芸
土瓶4,000円、スプーンなど200円～、京焼器1,000円、蓋付きのポット1,500円、熊の木製オブジェ 3,000円、リーフを入れた江戸時
代後期作の器7,000円、ガラスの器各3,000円、ガラスドームをのせた皿3,500円、鉄瓶2,000円、水玉のミルクピッチャー2,000円、
銀製の茶こし15,000円、シルバー仕上げのトレー500円、カットレモンをのせたイギリス、ウィリアム・リッジウエイの皿8,000円、ガラスコッ
プ3,000円、ビンテージレースマット5,000円、壁に掛けた陶器のオーナメント各3,700円、その他（スタイリスト私物）

※価格はすべて税抜き価格です。



8月8日（水）から14日（火）まで、阪神梅田本店8階催場にて骨董イベン

ト「時代もの道具市」を開催。手頃なものから骨董マニアに向けた高価

な品までずらり12店舗が出店。もちろん、私たちにうれしいカワイイこっ

とうもたくさん！　弊誌でも活躍するスタイリスト東ゆうなさんおすすめ

の3ショップが集まるコーナーも。6月に9階 こっとう売場にオープンし

た「書画 骨董 カワイイモノ」も併せて巡ればお気に入りがきっと見つか

るはず。雑貨好き、カワイイもの好きは阪神梅田本店へ！

／ ／
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今年の6月に阪神梅田本店にリニューアルオープンしたかわいいこっとうやさん、「書画 骨董 カワイイモノ」。アクセ

サリーから器、オブジェなど手頃に買えるこっとうが並ぶなか、注目したいのが定期的にテーマを設定して商品を集

めたイベントコーナー。10月3日からは「イトシキ民芸」と題して、現代作家の作る器とこっとうを集めたコーナーを展

開。どれも料理を盛ったり、使ってこそ映える器ばかり。食欲の秋を前に、ずっと愛せる器を探しに出かけてみて。

／
／

（現代作家）手前に置いたカップ（井上尚之）右3,000円、左3,000
円、（こっとう）右から木製の器大3,000円、小800円、木のスプーンを
入れた花器3,000円、デンマークのビングオーグレンタール製の皿各
2,000円、片口1,800円、その他（スタイリスト私物）

（現代作家）カボチャをのせた漆の器（蜂谷隆之）10,800円、ブドウを
のせた漆の器（蜂谷隆之）10,800円、（こっとう）（右上から時計回りに）
デンマークのビングオーグレンタール製ソースポット6,000円、木のさじ
1,000円、小鹿田焼の蓋物2,500円、デンマーク、デシレ製の皿
2,500円、その他（スタイリスト私物）

（現代作家・右から）ピッチャー（井上尚之）15,000円、木のスプーンを
入れたピッチャー（井上尚之）3,000円、ミルクピッチャー（井上尚之）
1,440円、カップ＆ソーサー（相馬正和）5,000円、（こっとう）鉄瓶
15,000円、トレー3,000円、その他（スタイリスト私物）

現代作家の作品とこっとうを合わせてテーブルコーディネート。（現代
作家・右から時計回りに）木のスプーンをのせた飯碗（井上尚之）
1,560円、ブルーの皿にのせた漆のスプーン（蜂谷隆之）8,400円、
パンをのせた器（井上尚之）3,000円、パンとフルーツをのせた皿（井
上尚之）2,400円、プラムをのせた鉢（河合亮輝）48,000円、イチ
ヂクをのせた皿（相馬正和）3,000円、（こっとう・上から時計回りに）
マスカットがのった粉引きの向付け1,500円、木のトレー 2,000円、
カットしたバゲットをのせたカゴ3,700円、デンマークのブルーの皿
2,700円、デンマークのビングオーグレンタール製カップ＆ソーサー
8,000円、その他（スタイリスト私物）

使うたびに
愛着がわく
器たち

書画 骨董 カワイイモノ
☎06-6345-1201　A阪神梅田本店9F こっとう売場　
B10：00～20：00（地下1階から3階は金・土～21：00）
C不定　G可

※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。



9階にあるカワイイこっとう店「書画 骨董 カワイイモノ」コーナーでは、クリスマスギフトに最適なアン
ティークアクセサリーが充実。今の時代では作られないような精巧で高価なジュエリーから手頃な
プライスの一品までさまざまに用意。どれもほかにはない一点もの。自分だけの宝物を探してみて。

定期的に8階催場で開催されている骨董イベント「時代もの道具市」。今回、弊誌でも活躍するスタイリスト東ゆ
うなさんが選んだ京阪神のカワイイこっとう店5店を集めたコーナーが展開されることに。その中の1ショップ、な
んばにあるTRILL（トリル）にゆうなさんとおじゃましてきました。 

／
／

草間彌生「南瓜」
（リトグラフ・コラージュ、
27×21㎝）

山田航平「レス イズ ボア」
（パネルに綿布、油彩、
53×53㎝）

平田望「Rose Mystica」
（日本画、30号）

山内亮「有り体に言って」
（キャンバス、油彩、
45.5×38㎝）

（右上）スヌーピーのソルト＆ペッパー 3,200円、ウッドのアルファベットT600円、E1,200円、Ｖ600円、I600円、ビリヤードの
球300円、ハットスタンド9,500円、スマイルバッヂ300円／テックテール、（左上）ロバおもちゃ 29,800円、ティアラ28,000
円、ブローチ右から12,800円、ロバの頭にのせたブローチ12,800円、8,800円、8,800円、6,800円、5,800円、6,800円
／ Antique　L'armoire de TSUBAKI　（右下）ブルーのピッチャー 4,000円、ソルト＆ペッパー 1,800円、ティーポットオル
ゴール9,500円、ガラスのスパイス瓶3,500円、ハンカチーフ1,700円／タビスルバザール　（左下）フランス刺しゅうバッグ
22,000円、スージークーパーカップ＆ソーサ12,000円、スージークーパーのケーキ皿8,500円、ガラスの一輪差しシルバープ
レート28,000円／クロスポイント

ほかにもこんなカワイイお店が出店します

阪神梅田本店 ☎06-6345-1201　A大阪市北区梅田1-13-13　B10：00～20：00（地下1階から3階は金・土～21：00）　C不定　G可

ディテールの細かさや独特な色遣い、エレガントなデザインなど今のアクセサ
リーにはない魅力を持つアンティークジュエリー。どれもそれほどデコラティブで
はないので、今のトレンドアイテムとも合わせやすい。一番古いものはリング
ケースに入ったヴィクトリアンリングで1890年代のイギリス製。K14にローズ
カットルビーとパールが施されている。98,000円。また、ヴィンテージアクセサ
リーファンに人気のN.Y.ブランド、サラ・コベントリーのアイテムにも注目を。
真ん中あたりに置いたマーガレットのブローチ6,500円やその下の花形のホワイ
トエナメルのイヤリング6,500円など愛らしいデザインが特徴。同じくN.Y.のコ
スチュームジュエリーブランド、トリファリは精巧なつくりがすてき。右の赤の
ボックスの上に置いたエンジェルのブローチは当時、広告でも使用された日本
ではとてもレアな1940年代のトリファリ製で各45,000円。もちろん手頃なノー
ブランドのものも多数ありラインストーンのブローチは800円～だから友だちへ
の気軽なギフト選びにもおすすめです。

いつものスタイルにもなじむキュートなアクセがいい

18年8月にオープンしたばかりのTRILL。大阪・塚本に本店のある人気アンティークショップの2号店となる。家具や“ク

セのある”雑貨がメインの本店に対してこちらでは器など手頃なサイズ感のアイテムが中心。ドライフラワーや現行品

などアンティークに合わせたい雑貨もそろう。また、ポップアップなどイベントも開催し、12/1～15日までは花屋grotta

とタペストリー作家arcoiris-emmaのポップアップを予定している。「かわいらしさとメンズライクな感じのバランスがちょ

うどいいですね。男性も女性も楽しめるお店です。現行品とミックスしてディスプレーしているので、インテリアの参考

になってアンティーク初心者でもすぐに取り入れやすいですね」とゆうなさん。ゆうなさんも取材当日、撮影に使えそうと

ドライフラワーと花器をお買い上げ。阪神のイベントでは食器や紙もの、ドライフラワーなどが並ぶ予定。

30年以上続く年末の恒例イベント「歳末美術展」が「OSAKA ART FES 2018@梅田 Hanshin」
と名前も新たにリニューアル。8階の催場では巨匠の名作から若手作家・現代アートまでを一堂
に展開。また、9階阪神美術画廊では大阪芸術大学金属工芸コースのOB・学生たちの作品を
展示。関西百貨店初の幅広いジャンルのアートフェスとなる。さらに、阪神梅田本店リニューア
ル記念としてよしもとの若手芸人たちがそれぞれの自由な感性で描いたアート作品も販売。ほか
にもライブペインティングやワークショップも開催。新しいアートの楽しみ方を体感してみて！

年末恒例のアートイベントがリニューアル！
OSAKA ART FES 2018@梅田 Hanshin
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開催場所：8階催場・9階阪神美術画廊
開催日時：2018年12月12日（水）から18日（火）
（最終日は8階催場は～ 16：00、9階阪神美術画廊は～ 17：00）

東ゆうなさんとオーナーの二階堂繁さん

「第23回時代もの道具市」　開催場所：8階催場　開催日時：2018年12月26日（水）から30日（日）（最終日は～ 16：00）

※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。
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涼しげなガラス器が似合うこれからの季節。透明なものだけでなく、グリーンやオレンジ、ブルーなど
美しい発色のガラス器も新鮮。ワインやリキュールを入れたり、緑を飾ったりと使って楽しむのは
もちろんだけれど、写真のように日差しが入る窓辺に置いておくだけでも涼を感じられてステキです。
阪神梅田本店9階の書画 骨董 カワイイモノでは、5月29日（水）～6月11日（火）まで「ガラス好き」フェ
アを開催。かわいいガラス器が豊富にそろうのでこの機会にぜひ訪れてみて。

／ ／

書画 骨董 カワイイモノ／阪神梅田本店9階　☎06-6345-1201　A大阪市北区梅田1-13-13　B10：00～ 20：00（地下1階から3階は金～土～21：00）　C不定　G可　

（写真上手前から）バカラ アクアレーユ花入れ16,000円、フランス

製ハンドカットグラス3,500円、吹きガラス 耳付き花入れ1,500円、

1960年代アメリカ製ゴブレット2,500円、型吹きガラス オレンジの花

入れ2,000円、1940年代アメリカ製ステムグラス4,500円、スペイ

ン製ハンドペイントエナメル蓋付きポット7,000円、1940年代アメリ

カ製ステムグラス4,500円、（写真中手前から）リキュールグラス

2,000円、アメリカ製ハンドカットグラス3,000円、イタリア製宙吹き

グラス3,500円、ハンドグラス1,000円、イタリア製宙吹きグラス

3,500円、切子グラス1,000円、イタリア製宙吹きグラス3,500円、

イタリア製宙吹きグラス3,500円、（写真下）ハンドカットリキュールグ

ラス2,000円

価格は消費税を含まない本体のみの価格です。
LINE＠友達募集中。　阪神梅田本店9F「こっとうスタイル」おしゃれに”使えるこっとう”の楽しみ方を発信！ 友達登録はこちらから



「青」といっても、和のものと洋のものでは微妙に色合いが異なる。また、ガラスや陶器など素材によっても
「青」のニュアンスは変わってくる。「青」はそこにあるだけで周囲を引き込むような強い印象を残すものばかり。

阪神梅田本店9階の書画 骨董 カワイイモノでは8月7日（水）～20日（火）まで「青」のアイテムを集めた「青の色々」を開催。
様 な々年代や素材のものが集まってくるので、自分のお気に入りの「青」を手に入れて。

開 催 日  7月24日（水）～30日（火）
開催時間  10：00～20：00（最終日は～16：00）
場    所  阪神梅田本店 8F催場

／ ／

阪神梅田本店　☎06-6345-1201　A大阪市北区梅田1-13-13　B10：00～ 20：00（地下1階から3階は金・土～21：00）　C不定　G可　

LINE@友だち募集中。阪神梅田本店9F「こっとうスタイル」おしゃれに“使えるこっとう”の楽しみ方を発信！友だち登録はこちらから 価格は消費税を含まない本体のみの価格です

このページのスタイリングを担当する人気スタイリスト東ゆうなさんがセレクトしたヴィンテージショップを集めたイ
ベント、「もっとカワイイヴィンテージルーム」が再び開催されます。4月に開催されて大好評を博したこのイベント、
今回は同じくこのページを撮影するカメラマンコーダマサヒロさんによる写真教室なども。詳しくは阪神梅田本
店のHPをチェックして。また、8階催場では伝統工芸品や茶道具、西洋アンティークなど骨董を集めた「時代
もの道具市」と着物や和装小物を集めた「きもの女子和布あそび」を同時開催。こちらもチェックしてみて！

写真上／（右から）ベルギー製ワイングラス

5,000円、ロイヤルコペンハーゲンカップ＆

ソーサ9,500円、ハンドカットコップ2,000

円、ハンドカットガラスコップ1,500円、染

付 蓋 付き茶 碗（奥）1,200円、（手 前）

2,000円、九 谷須田青華染付徳利

23,148円、プレスガラス水差し3,000円、

羊の置物2,000円、被せガラスハンドカッ

トコップ各2,000円、3つ重ねた器上から

印判そば猪口1,000円、800円、印判茶

碗1,500円、背の高い水差し1,000円、

重ねた器上から染付金彩猪口各2,000

円、大正ガラス氷コップ各10,000円、ル

リ釉なます皿5,000円、オランダ製ボウル

18,000円

写真下／ (右上から時計回りに）プレスガ

ラスボウル3,000円、プレスガラスボウル

800円、プレスガラスコースター各1,000

円、プレスガラスボウル3,500円、上にの

せたオランダデルフト窯のプレート5,000

円、印判角皿3,000円、寿龍と菊文印判

皿800円、印判なます皿1,500円、プレス

ガラスボウル8,000円、プレスガラスボウ

ル3,000円、ベルギー製皿3,000円、深

川製磁赤富士モチーフの皿1,000円、ハ

ンドカット被ガラス皿3,000円、上にのせた

染付龍文豆皿2,000円



ディテールの細かさや独特な色彩、エレガントなデザインなど、今のものにはない魅力を持つアンティークジュエリーとアクセサリー。
11/27（水）～12/10（火）［書画 骨董  カワイイモノ］には、『十二月のカケラ～キラキラクリスマス』と題し、ギフトに最適なアイテムが充実。
精巧で美しいジュエリーや友達へ贈りたい手頃プライスのアクセサリーなど、宝探し気分で、すてきな1点モノを見つけたい。
今回は、本誌の「プリンとチーズケーキ」特集に合わせて特別に、プリンに合う器もちょっぴり紹介。

開 催 日  12月25日（水）～12月30日（月）
開催時間  10：00～20：00（最終日は～16：00）
場    所  阪神梅田本店 8F催場

／ 　 ／

阪神梅田本店　☎06-6345-1201　A大阪市北区梅田1-13-13　B10：00～ 20：00（B1から3Fは金・土～21：00）　C不定　G可　

LINE@友だち募集中。阪神梅田本店9F「こっとうスタイル」。おしゃれに“使えるこっとう”の楽しみ方を発信！ 友だち登録はこちらから 価格は消費税を含む税込み価格です

クリスマスだから。アンティークアクセサリー、
阪神梅田本店 9 階［書 画  骨 董   カワイイモノ］で見つける1.ラインストーンブローチ4,950円　2.黒ネコのブローチ、ゴールド

ネコのブローチ各2,200円、ライムゴールドネコのブローチ4,070円
　3.イギリス・ジョンソンブラザーズのローズプレート2,200円、シル
バースプーン4,400円　4.スノーマンのブローチ4,950円　5.オパ
ルセントガラスコンポート4,180円　6.上からヨーロッパで人気を博
した英国王室御用達窯コウルドンの1900年代初頭カップ＆ソーサ

11,000円、イギリスの陶磁器ブランド・パラゴンの1940年頃ローズハンドルカップ＆ソーサ
19,800円、ノリタケのカップ＆ソーサ3,300円　7.ピエロのブローチ1,100円　8.ラインス
トーンブローチ6,600円　9.パール・シルバーリング5,500円、精巧な天然アイボリーカメオの
ブローチ71,500円　10.K14に天然無核真珠とルビーを施した1860年代のヴィクトリアン
リング176,000円（ボックス9,350円）、K14にローズカットルビーとパールが施された1890
年頃のヴィクトリアンリング107,800円（ボックス8,800円）　11.ノリタケ オアシスヴェールプ
レート2,200円　12.ゴールドメタルとラインストーンのジャケットピンブローチ7,700円　13.ク
リスマスツリーのブローチ2,750円　14.1970年頃アラビア社のプレート3,300円　15.サ
ンタブーツのブローチ3,300円　16.1970年頃チェコスロバキアのブローチ6,600円、
1950年頃アメリカWeiss社ラインストーンのブローチ11,000円

ときどきプリン

4 3 2 1

8 7 6 5

12 11 10 9

16 15 14 13

毎回大好評の骨董イベントを再び開催！ 『カワイイヴィンテージルーム』は、このページのスタイリングを担当する
人気スタイリスト・東ゆうなさんおすすめの4ショップが集まるかわいいもの好きにはたまらないイベント。同時開
催の『第25回時代もの道具市』は、伝統工芸品や茶道具、西洋ヴィンテージ雑貨など、プチプライスのアイテ
ムからうっとりする高価な品まで幅広いラインアップ。雑貨好き、骨董好きは、ぜひ阪神梅田本店8階へ集まって！


