
Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。
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※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
© 2016 ISETAN MITSUKOSHI

HOSHIMITSU 　各階イベント＆トピックス
〈コアラキックス〉期間限定販売
●好評開催中! 9月27日（火）まで 
●1階財布

〈ナンバートゥエンティワン〉＆〈ＢＰＱＣ〉オータムフェア　
●9月21日（水）～27日（火） ●1階ライオン玄関口特設会場

〈ドクターシーラボ〉
パーフェクトクッションファンデーション 
9/23（金）新発売 ●1階ドクターシーラボ

〈サロン・ド・アスリン〉期間限定ショップ
●9月21日（水）～27日（火） 
●1階コスメティックサロン レストスペース

〈ＰＣＩ〉期間限定ショップ
●9月21日（水）～10月4日（火） 
●5階キッズステージ
〈最終日午後5時終了〉

［それいゆ創刊70周年記念］中原淳一ショップ・秋
●9月21日（水）～27日（火） 
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

クラフトセレクション秋
●9月21日（水）～30日（金） 
●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉

〈トリニカ〉期間限定ショップ
●9月21日（水）～27日（火） 
●2階上りエスカレーター前特設会場

三越伊勢丹共同企画 婦人オールファッションバザール
9月21日［水］-29日［木］ 最終日午後5時終了　8階 催物会場

ニットが 主 役 の 、大 人 の 秋 スタイル。

カーディガン 
7,452円
（レーヨン60％・
アクリル40％/
フリーサイズ（M～ L））

カット アンド ソーン 
4,212円
（前身頃：綿95％・
ポリウレタン5％、
後身頃：綿100％/
フリーサイズ
（M～ L））

パンツ 9,612円
（ポリエステル70％・
レーヨン27％・
ポリウレタン3％/
フリーサイズ（M～ L））
※その他は
参考商品です。

ベスト
7,344円
（アクリル70％・
毛30％/
フリーサイズ
（M～ L））

ブラウス
6,264円
（ポリエステル
73％・綿23％・
ポリウレタン4％/
フリーサイズ
（M～ L））

パンツ 
7,344円
（ポリエステル68％・
レーヨン30％・
ポリウレタン2％/
フリーサイズ
（M～ L））
※その他は
参考商品です。

A.ニット
カーディガン
4,212円
（ポリエステル
100％/M･L）

B.ニットジレ
4,212円
（アクリル80％・
ポリエステル
20％/M･L）

ハンドバッグ 
A. 9,504円
B. 7,344円
婦人靴  
C. 14,904円
D. 10,800円

A.カット アンド ソーン 4,212円
（ポリエステル67％・レーヨン28％・ポリウレタン5％/M･L）
B.ブラウス 4,212円（ポリエステル100％、
別布：ポリエステル60％・レーヨン35％・ポリウレタン5％/M･L）

〈ゴールデンフット〉
婦人靴 
A.B.C.D. 各5,400円
E. 8,424円
F. 10,584円
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婦人服お買得・1点物各種
100点限り 3,240円から　
※写真の商品は現品限りです。

〈ゴールデンフット〉牛革・
羊革・山羊革婦人靴各種
100点限り 各3,240円

婦人靴下各種よりどり6点　
200組限り 1,080円
※写真は組合せの一例です。

ブラック
フォーマル
ウエア各種
20点限り 
16,200円

レザー
ジャケット
各種
30点限り  
21,600円
（羊革） 

21［水］  オープニングサービス特別提供品 ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。
※数量に限りがございますので、
品切れの際はご容赦ください。

ピクセルアートを使用した
ポップな小物をご紹介します。
q〈コアラキックス〉
①スマートフォンケース
・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
TPU、Ｗ7×Ｈ14×Ｄ1㎝
②トートバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・3,996円
綿、Ｗ34×Ｈ21×Ｄ15㎝

q①〈ザ ゼゾッラ ナンバートゥエンティワン〉
カシミヤストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 19,440円
カシミヤ100％、約70×195㎝
②〈ザ ゼゾッラ ナンバートゥエンティワン〉
パンプス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 11,880円 人工皮革
③〈ナンバートゥエンティワン ロベルタガンドルフィ〉
ワンショルダーバッグ・・・・・・31,320円 牛革、Ｗ35×Ｈ31×Ｄ11㎝

ちょっとおてんばだけれど、
それでもひたすら甘い存在の
女の子たちのために「わんぱくな
お姫さま」のイメージを頭の中に
描きながら出来た
コレクションです。
PRESENT  期間中、10,800円
以上お買いあげの方、先着20名さまに
「オリジナルノベルティ」をプレゼント。

旬のデザインと機能性にこだわった
“ナンバートゥエンティワン”と上質な暮らしを提案する“ＢＰＱＣ”。
三越伊勢丹が自信をもってオススメする
2つのオリジナルブランドから秋の新作が揃いました。

斬新なデザインの刺し子ウエア「ミエコミンツ」を
はじめ、作家7名による展示販売です。

私を彩る“トリニカ”のアクセサリー。手のひらサイズの輝きを。
人工パールの上に猫をあしらったデザインです。
q〈トリニカ〉ネコ＆パール
①ピアス ②ネックレス
【各20点限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・各 3,024円
②チェーン長さ38㎝
（アジャスター付）
ともに真鍮に金メッキ、
人工パール

q「カラスヘリコプターに乗り
　  いざ出陣」・・・・・73,440円
　　画寸24.9×27.6㎝

ＢＢクリームを超える新感覚ファンデーション誕生！
美容液たっぷりのファンデーションでうるおい艶肌に。
q〈ドクターシーラボ〉
パーフェクトクッション
ファンデーション・・・3,024円 16ｇ、パフ付
●専用ケース 1,080円  ●替えパフ 216円
名古屋三越コスメティッククラブカード

［ポイント換算］20％UPキャンペーン
●好評開催中! 9月25日（日）まで ●各階化粧品ショップ
上記期間中、対象ショップにて化粧品をお買いあげで、通常税別100円
＝10ポイントを12ポイントにポイントアップ!※期間中、何度でもご利用いただけます。

Ⓒ水木プロ

代表作「ゲゲゲの鬼太郎」や
妖怪画などで知られる
漫画家 水木しげる氏。
幅広い年齢層から支持されている
水木氏の初期の作品の中から
版画にして展示販売いたします。

［出店名］●描き文字あきたま（実演なまえ色紙）
　※9/21㊌～23㊎出店
●インシェント（革の有松絞り）
　※9/21㊌～27㊋出店
●彫金師史郎（和彫り彫金アクセサリー）
　※9/21㊌～27㊋出店
●こじましほ（実演手彫りハンコ）
　※9/21㊌～27㊋出店
●イワシクジラ（実演雰囲気にがお絵）
　※9/24㊏～30㊎出店
●ぶひ屋（布小物） 
●ミエコミンツ（ＮＹ発の刺し子ウエア）
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ゲゲゲの鬼太郎と妖怪たち 
水木しげる版画展
●9月28日（水）～10月4日（火） 
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉大好評の中原淳一

ショップが秋バージョン
で登場。これからの
季節にぴったりの
新作アイテムも
多数ご用意いたします。

やぎ
1

※写真はイメージです。

上品でシックな
秋のオシャレは、
最旬ファー小物から
取り入れて。
q〈サロン・ド・アスリン〉
ファー＆ビジューピアス
各種
・・・【50点限り】各 4,946円


