
【概要】

◆オークション期間：11月5日（土）午前0時～11月11日（金）午後21時頃まで

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社 caramo（藤巻百貨店 http://fujimaki-select.com）

担当：小菅（コスゲ）
E-mail：info@fujimaki-select.com TEL：03-6434-1099 

※本プレスリリースの一部画像データは、下記よりダウンロード頂けます
http://fujimaki-select.com/ext/pressrelease.html

News Release
報道関係各位

平成28年10月31日
藤巻百貨店（フジマキヒャッカテン）
http://fujimaki-select.com/

11月5日（土）午前０時より11月11日（金）まで
逸品に出合える７日間が始まる！

「藤巻百貨店」が「ヤフオク!」に特別出店
日本が誇る 匠のワザがここに集結！

ここでしか手に入らない“１点モノ” ２３商品をオークションで競り落とそう

※尚、取扱い商品は予告なく変更する場合がございます。

“日本” をテーマにした珠玉の逸品に出合える EC サイト「藤巻百貨店」（運営会社：株式会社caramo、

本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村亮）は、ヤフー株式会社（以下、Yahoo! JAPAN）が運営す

る「ヤフオク!」との連動企画に、特別出店致します。

本企画は、Yahoo! JAPANが年に1度開催する「いい買い物の日」に合わせた特別連動企画で、「匠のワザ」

をテーマに、藤巻百貨店が得意とする逸品をオークション形式で“23商品”、即決価格で“1商品”出品致します。

藤巻百貨店にとって初の試みとなるオークション形式の販売は、当サイトの商品特性との相性もよく、また

弊社が掲げる「お客様への新しい買い物スタイルの提案」にも合致し、顧客満足度の更なる向上を目指した新

たなチャレンジとなります。藤巻百貨店の商品開発を支える名物バイヤーによる厳選された商品、今回のため

に創作された世界に2つとない1点モノのプレミアムアイテムを是非ご堪能頂きたいと存じます。

①匠のワザ・特別商品：全24商品
オークション形式：23商品（ヤフオク!別注商品：14商品・1点モノ：9商品） 即決価格商品：1商品（１点モノ）

◆出品商品：全103商品

◆本企画・特別予告ページはこちら：http://topic.auctions.yahoo.co.jp/promo/takumi/fujimaki/

②その他、即決価格商品：79商品
（通常、藤巻百貨店で販売している商品を、期間限定でヤフオク!にて販売致します。）



【出品商品】

PELLE MORBIDA
Maiden Voyage エディターズ バッグ クロコダイルモデル

〈ヤフオク！限定〉

１点
各色限定

雑誌やTVなどで活躍するファッションディレクター・干場義雅氏がプロデュースするバッグブランド「PELLE 

MORBIDA」から、超高級素材クロコダイルレザーを贅沢に使った特別仕様が初登場。干場氏のこだわりが詰ま

った限定1点ずつ（ブラック・ブラウン）のこのバッグ、なんと本人による手渡しも可能です。

〈干場義雅氏〉

堅牢な作りと使いやすさで、著名なプロゴルファーからの信頼も厚い「小山ゴルフバック製作所」が、

ピアノ線を利用したクラシカルなキャディバッグを限定生産。あえて余計な収納を設けないすっきりと

した形状を採用し、革マニアから絶大な支持を受ける「栃木レザー」をフルに使った1点モノ。

世界に
１点

小山ゴルフバック製作所
ピアノ線フル栃木レザー キャディバッグ＆ヘッドカバーセット

〈小山ゴルフバック製作所〉
1978年に創業したゴルフバッグ専門メーカー。大手スポーツメーカーなどのOEM生産に長く携わ
り、プロゴルファーからも厚い信頼を寄せられています。ものづくりの中心が海外になり、現在
日本にあるゴルフバッグ工場は、わずか5社ほど。その中で、日本のゴルフバッグ職人の技術を
継承する数少ない工房として、Made in JAPANの職人技やものづくりの精神を忘れず、新たな製
品づくりにチャレンジし続けています。

〈ヤフオク！特別モデル〉

『LEON』『オーシャンズ』『モノ・マガジン』など様々な雑誌の編集者としてブームを作り、
ファッションディレクターとして独立。人を素敵に変身させるコーナーやファッションチェック
など、テレビ番組でもおなじみ。FM TOKYOのラジオ番組『SEIKO ASTRON presents World C
ruise』のメインパーソナリティ、ＷＥＢマガジン『FORZA STYLE』の編集長として活躍中。そ
の他、新聞、イベント、ブランドプロデュースなど、その活動は多岐に及びます。



◆オークション商品が、実際に見られるチャンス！◆

◆展示期間：11月1日（火）～11月11日（金）

◆店舗名：藤巻百貨店 銀座店

◆営業時間：11：00～21：00

◆住所：東京都中央区銀座 5- 2-1 東急プラザ銀座 6 階

◆アクセス：最寄り駅東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線銀座駅C2出口直結・C3出口徒歩1分/
東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅A1出口徒歩2分/東京メトロ有楽町線有楽町駅A0出口徒歩2分/
JR山手線・京浜東北線有楽町駅銀座口徒歩4分

11/5（土）から開始のオークション落札期間に合わせ、

オークション商品の展示を藤巻百貨店の実店舗にて行な

います。オークション商品はもちろん、ヤフオク!へ特別

出品する商品が勢ぞろい！

1963年に精密工具メーカーとして創業した協和精工株式会社による国産腕時計ブランド「MINASE」。卓越した

研磨技術によって生まれる同社の人気商品「FIVE WINDOWS」に、エングレーバー（彫金師）として活躍する

金川恵治氏が「麻の葉紋」と「一心」の彫りを施しました。MINASEとKEIJI KANAGAWAのコラボで実現した、

「世界に一つだけの仕様」。

MINASE×KEIJI KANAGAWA 腕時計「FIVE WINDOWS」
KEIJI KANAGAWA エングレービングモデル

世界に
１点

〈金川恵治氏〉
日本が誇るウォッチエングレーバー（彫金師）。世界的なエンターテインメント会社の仕事に携
わる傍ら、趣味の機械式時計の世界にも没頭し、現在は独立してウォッチエングレーバーとして
活躍。海外の有名なブランドの彫金にも多数関わるなど、時計のムーブメント、文字盤、ケース、
ローター、裏蓋、針とほとんどのパーツに彫金することが出来る類まれなる技術の持ち主です。
デザイナー出身ならではの意匠力を駆使し、技術と意匠双方で内外から高い評価を受けています。

〈MINASE〉
金属切削における豊富なノウハウと高い技術力に定評のある切削工具メーカー「協和精工」によ
って、2005 年に自社ブランドとして立ち上がった国産腕時計ブランド「MINASE」。ブランドの
原点は時計加工のための段付きドリル。このドリルは、ある時計メーカーの依頼から生まれたリ
ュウズ用のもので、この制作を機に協和精工は時計事業への一歩を踏み出しました。「100年後も
語れるモノづくり」を信念に、時計好きならずとも注目を集める国産時計ブランドです。

※展示期間や展示商品は、予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

〈夢のコラボ実現〉



【匠のワザ・特別商品一覧】

【DOUBLELOOP】
JOURNEY resort tote LARGE「LUXURY」

【二宮五郎商店】
クロコダイルジップアラウンドウォレット
（徳島墨染め）

【SPQR】
SPQR arita 400／天保年間仕様

【オイカワデニム】
STUDIO ZERO／藤巻百貨店別注デニム
FZ-01 仕立券 ×５

【RirecoDite】
Echecs en dalles／石畳のチェス

【奥田祐斎】
染色絵画（青静）

【DOPE&DRAKKAR】
＃1800 ペグスリムジーンズ

セミオーダー仕立券

【柿沼東光】
旅する招き猫

【Qi long Seikichi】
横振り刺繡ベルト「龍」（ネイビー）

【M-Watch Studio】
手づくり時計「bar」

【LEQUIO】
GRA_CHIC ショルダーバッグ “COSMIC”

【奥田祐斎】
染色絵画（赤動）

【Qi long Seikichi】
横振り刺繡ベルト「龍」（ベージュ）

【小山ゴルフバッグ製作所
ピアノ線仕様ゴルフバック＋

帆布ヘッドカバーセット

【PELLE MORBIDA】
Maiden Voyage エディターズバッグ

クロコダイルモデル(ブラック）

【PELLE MORBIDA】
Maiden Voyage エディターズバッグ

クロコダイルモデル(ブラウン）

【MINASE×KEIJI KANAGAWA】
腕時計「FIVE WINDOWS」
KEIJI KANAGAWA エングレービングモデル

【二宮五郎商店】
クロコダイルジップアラウンドウォレット
（徳島本藍染め）

【田辺真珠】
10mmアコヤ真珠グランネックレス

◆オークション商品◆

◆即決価格商品◆

【但野硝子加工所】花器「龍」

文字盤に閉じ込めたるは、barの風景

人気デニムを限定５名のイージーオーダー

染めの“にじみ”が描く祐斎のブルー

独自の「夢こうろ染」による赤と黒の芸術

日本の名所を友禅に描いた伝統工芸招き猫

ベルトにスカジャン和柄のアクセントを

桐生の刺繍職人が生み出す和の表現

フル栃木レザーのクラシックゴルフバッグ

天保年間の有田焼をはめ込んだ超限定仕様

特大の10mmアコヤ真珠が魅せる輝き

藤巻百貨店人気No1トートのハイグレードモデル

DOPEのジーンズをお好みの仕様で

本藍染めのクロコを使ったブルーの財布

もう手に入らない墨染めクロコのレア財布

男の渋さを引き立てるブラウンの色気

オールブラックのラグジュアリー鞄

世界にただひとつ、彫金を施したミナセ

家宝にしたいシルバーのチェス＆ボード

消防服の生地を使ったタフ＆ラフが魅力

※五十音順

透明感あふれる切子に、舞い踊る龍



2012 年に立ち上がった「藤巻百貨店」を運営。代表取締役社長である中村亮
は故・藤巻幸大氏と共に藤巻百貨店を二人三脚で立ち上げました。お客様に
「新しい満足と価値」を創出する企業であることを理念に掲げ、社名の由来でも
ある、お客様からも、職人さんたちからも、世界中からも愛される会社を目指
し、顧客満足度の高いサービス創りを目指して進化し続けて参ります。

社名 :株式会社 caramo （カラモ）
所在地：東京都渋谷区渋谷 3 ‐ 25 ‐ 18 
代表取締役：中村 亮
資本金：1,000 万
URL：http://www.caramo.jp/

株式会社 caramo （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村亮）が運
営する「藤巻百貨店」は、元伊勢丹の名物バイヤーとして知られる故・藤
巻幸大（ふじまきゆきお／ 1960-2014）プロデュースにより、「日本」をテ
ーマにしたこだわりの逸品のみを届ける EC サイトとして、 2012 年 5 月にオ
ープンしました。取り扱い商品は、高いデザイン性や使い勝手の良さを両立
した「あっと驚く」オリジナリティの高い逸品ばかり。優れた職人やクリエ
イターなどの取引先は 300 社以上を超えています。主な顧客層は、「モノ」
に対して関心が高く、日々の暮らしにちょっとした豊かさを求める 30 代後半
～ 50 代の男女。約 23 万人の Facebook 会員や、約 12万人のメルマガ会員など
多くのファンに愛されています。 2016 年 3 月には、新たな取り組みとして初
の実店舗を銀座（東急プラザ銀座 6 階、住所：東京都中央区銀座 5－2－1）
にオープン。またアプリ展開や海外展開などで、さらなる顧客満足度の向上と
豊かなライフスタイル提案を行って参ります。
（取引先数、会員数は 2016 年 9月末現在のものです。）

藤巻百貨店

株式会社caramo


