
 

 



 

【さばえめがね館 東京店】 

新生活応援アイウェアコレクション 

さばえめがね館で人気の「BCPC（ベセペセ）」

と「JAPONISM（ジャポニスム）」を数多く展

開。デザインと機能を兼ね備えたメガネフレ

ームの中から、あなたに似合う 1 本をお探し

いただけます。 

※メガネフレーム 30,800 円～  

※販売期間：3/19～4/12まで 

【SHETLANDFOX】 

PATTERN ORDER SHOES 

/48,400 円～ 
レギュラー既製靴をベースに、様々な革素材

やパーツから選んでお客様だけのカスタマイ

ズをお楽しみいただけます。 

※ご注文から約 3 ヶ月後のお渡しとなります 

 

【TIDEWAY】 

IN-USED ROUND BAG/25,300円 

程よい光沢感のあるレザーを使用したトートバッ

グ。見た目も軽く、オンオフどちらでも使えるデ

ザインに仕上げています。A4が収納可能なサイ

ズ感と、小物収納も豊富でお仕事使いにぴった

りなアイテムです。 

※BLACK/BEIGE/D.GREEN/ BURGUNDY 

/B.GRAY（全 5色） 

【NIIGATA 1〇〇】 

ストーリオ 名刺入れ 
/タテ型 9,790 円 ヨコ型 8,690円 
名刺入れタテ型コンパクト（Ｗ65×Ｈ97×Ｄ16

㎜ 約 30ｇ）、名刺入れヨコ型（Ｗ115×Ｈ69×Ｄ

16 ㎜ 約 40ｇ）。おしゃれで機能的で木のぬくも

りが感じられる曲木の名刺入れを新社会人へ

のギフトにいかがでしょうか？ 

【Panther／UNION IMPERIAL】 

PANTHER DERA/14,300 円 
春の足元はパンサー。 

PTJ-0003（WHITE / NAVY / ENJI / COBALT 

BLUE）は、アッパーのナイロン素材とサイドの

補強パーツが象徴的なパンサーのアイコンモ

デル。                             

【finetrack HIBIYA HUT】 

エバーブレスジャケット  

TOKYO LIMITED BLACK (直営店数量限定) 

/ 33,000 円 
MADE IN JAPANの finetrack 独自開発の「伸

びる防水透湿素材」エバーブレス®を採用。ヘ

ビーユースできる強度・耐久性を備え、あらゆ

る天候、シーズン、アクティビティにフィット。生

地のしなやかさとストレッチ性、動きやすさと快

適さを追求。家と自然とを繋ぐ移動中… “いつ

も” 着たくなるシェルを目指し開発しました。 

※販売期間：～4/30 まで 

【Panther/UNIONIMPERIAL】 

NEW ARRIVAL/57,200 円 
ご好評いただいております、日本製撥水なめし

革を使用したモデルに新しいカラーと新しいモ

デルが登場！直営店、オンラインショップで発

売します。 

・SU203 シングルモンク（チョコレート）                    

・SU204 ステップイン（ブラック、チョコレート） 

・SU205 クォーターブローグ（ブラウン、チョコ

レート）            

【KUSKA & THE TANGO】 

2 ラインレジメンタルタイ (丹後ブルー) 
/15,400 円 
新生活に向けておすすめネクタイをご紹介。 

シンプルなフレスコベースの織りに 2 本ライン

が存在感を発揮するストライプタイ。KUSKAの

ブランドカラーの丹後ブルーは、丹後の海をイ

メージした鮮やかなブルー。明るめのブルー

の胸元は相手に爽やかな印象を与えます。 

【Hawk Feathers】 
抗ウィルス生地使用マスクケース発

売/新生活応援フェア開催 
・抗ウィルス加工裏地を使用したマスクケース

２種を新発売。（4,730 円～） 

・フェア期間中は、名刺入れなど指定商品の送

料が無料になりなります。 

※フェア実施期間：～4/4まで 

https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00034/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00039/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00032/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00031/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00039/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00033/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00038/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00029/
https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/shop/detail_00028/


 

【Tokyo noble*】 

いつだってカスタマイズ！/ 8,800 円 
新生活に、カスタマイズできる東京ノーブル

の〈カサ〉はいかがでしょうか。職人が１本１

本丁寧に作り上げる、「世界にひとつだけの

傘」をカスタマイズできます。 

【GLEN CLYDE SOCKCLUB TOKYO】 

GLEN CLYDE Sea Island Cotton 
/1足 3,080 円 
Sea Island Cotton は、世界の綿生産量の約 10

万分の 1 という希少価値の高い糸で、繊維の

柔らかさ、光沢感、天然の撚りの強さから生ま

れる強度など、全てにおいてトップグレードの繊

維です。 

【水野染工場】 

桜柄手ぬぐいで春を彩り/1,595 円～ 

桜柄の手ぬぐいを多種ご用意しております。ま

た、飾る用の掛け軸棒もございますので、お部

屋を明るくしたい方にオススメです。 

新作！水野染工場限定柄『桜梅桃李～花爛漫

～』 （1,870円）も登場。 

※販売期間：～4/30 まで 

【VAN SHOP】 

VAN HOME GOODS COLLECTION 
メンズ、ウィメンズで展開するルームウェア、タ

オルの産地で有名な今治で生産した肌触り

の良いタオルシリーズや、ストレージバッグか

ら小物入れまでデイリーユースに最適な 10種

類のサイズを取り揃えたキャンバスシリーズ

など、普段の生活がちょっと楽しくなるホーム

グッズコレクションです。 

【さばえめがね館 東京店】 

「Kazuo Kawasaki ACT」先行発売会 
人間工学に基づいて設計された「 Kazuo 

Kawasaki」のメガネフレームは、多くのユーザ

ーに支持されております。 

そのカズオカワサキの新シリーズ「Kazuo 

Kawasaki ACT」を先行販売いたします。                  

使いやすさを追求したメガネフレームを、是

非ご覧ください。 

※実施期間：～3/21 まで 

【BEE FRIENDSHIP】 

心春めく さくらと春の花のはちみつセット 
/1,200 円  
春にぴったり、さくらの花の蜂蜜と新緑を感じさ

せる春の森に咲く花から採れる蜂蜜のセット。 

通常箱代込 1,358円（箱代込）のところ、限定価

格 1,200円でご用意。 

※販売期間：～無くなり次第終了 

【VAN SHOP】 

ノベルティフェア 
期間中、ホームグッズコレクションの発売

を記念し 27,500円以上お買い上げのお客

様にルームスリッパをプレゼント！ 

※開催期間：～3/21 まで 

※数量限定のため無くなり次第終了 

【SHETLANDFOX】 

REGAL MEMBERS「THANKS WEEK」 
お客さまに日頃の感謝を込めて、REGAL 

MEMBERS「THANKS WEEK」を開催いたしま

す。メンバーズ特典や、この春にぴったりの商

品を多数ご用意しております。ぜひこの機会

にご利用ください。 

※開催期間：～4/4まで 

※一部サービスは対象外 

※REGAL MEMBERSへのご入会（無料）が必 

要となります 

※価格は全て税込み表記です。 

※画像は全てイメージです。 

※商品、サービスの詳細やご予約方法は各店舗にお問い合わせください。 

※各店舗の最新の営業時間は日比谷 OKUROJI 公式 HPをご覧ください。 

※日比谷 OKUROJI では、お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行っています。 

詳しくはこちらのページをご覧ください。 
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