
“北”で育まれた
　牛肉本来の美味しさを
　食べ比べ!

“大”地の恵みが
　　　凝縮された一杯!

※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。
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洗練された暮らしの今へ  星ヶ丘三越

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時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。

星ヶ丘三越 誕生祭
全館でおトクが詰まった記念袋を多数ご用意!
豪華記念袋が登場! 絶品グルメ! 人気店めぐり記念袋

10月1日（土）午前8時30分から1階ライオン玄関口にて整理券をお渡しいたします。

「ドリーム」・宝缶「金」「銀」・「人気店めぐり」記念袋販売方法「ドリーム」・宝缶「金」「銀」・「人気店めぐり」記念袋販売方法

10月1日は星ヶ丘三越の誕生日! 10/1（土）
スタート!

祝菓子プレゼント

星ヶ丘三越 
誕生祭

10/1（土）スタート!

第36回
秋の

※イートインコーナーのラストオーダーは午後6時20分、最終日は午後4時までとさせていただきます。※コクミンショクドウは7日（金）は午後4時ラストオーダーとさせていただきます。※混雑時はラストオーダーの時間を変更する場合がございます。※本紙でご紹介の料理の写真は、
撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。
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10/1（土）▶13（木）まで開催! 8階催物会場

“大”地の恵みが
　　　凝縮された一杯!

¦¦ 札幌 ¦¦ コクミンショクドウ 10/1㊏～7㊎の期間限定販売 名古屋初登場

鶏出汁に加熱処理をしていないしょうゆを使用した芳醇な香りとコクの
スープ。具材は主張しすぎず、さらにスープを引き立てます。食べ進めると
みつばのアクセントが絶妙。手揉み太麺のモチモチ食感がたまらない一杯！
①なま味しょうゆらーめん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1杯 852円

香ばしい野菜に黄色い縮れ麺、
札幌と言えば味噌らーめん。
②味噌らーめん・・・1杯 901円

パイ皮を薄く、りんごをたっぷりと！
さらにカスタードを入れ、
まろやかな味わいに。
q①カスタード入アップルパイ
・・・・・・・・・・【各日50個限り】1個 378円

納得の価格! ボリューム満点の
「ホシミツ限定弁当」!!

「コクミンショクドウ」の汁無し坦々麺。たっぷりの胡麻・自家製ラー油・
四川山椒が織りなす薫りを楽しめます。締めの一口ご飯付です！
●ごまから麺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30杯限り】1杯 901円

¦¦ 函館 ¦¦ 沙蘭

q贅沢
ホシミツ肉弁当
【各日50折限り】
・・・・・・1折 2,484円

e北海満載便・・・・・・・・・【100セット限り】1セット 10,800円［送料込］
［セット内容］ ◎たらばがに脚（カット）500ｇ ◎ボイルズワイガニ棒肉150ｇ
◎ボイルズワイガニむき爪150ｇ ◎刺身用帆立貝柱150ｇ ◎たらこ150g 
◎刺身用ボタンエビ150ｇ ◎いくら醤油漬け150ｇ ◎甘塩味紅鮭4切
●お届け日/10月22日（土）～30日（日） ご希望のお届け日をご指定ください。
※こちらの商品は大北海道展会場内の特設コーナーにて承ります。

q豪快ホシミツ蟹弁当・・・【各日100折限り】1折 2,268円

星ヶ丘三越限定品 実演

星ヶ丘三越限定品 実演

実演

¦¦ 札幌 ¦¦ 海光

eご当地お菓子の記念袋【50袋限り】1袋 1,620円
［セット内容］ ◎とうきびチョコ1袋 ◎ポテトチップス札幌1袋
◎ひねり揚げ3種各1個 ◎甘海老せんべい1箱 
◎バター飴1袋 ◎メロンハーフチョコ1袋

¦¦ 札幌 ¦¦ 北海道土産館
e千歳からの記念袋・・・【100袋限り】1袋 981円
［セット内容］ ◎もりもとクッキー8枚（バター2枚・チーズ2枚・
いちご2枚・ハスカップ2枚）◎たまごまんじゅう1個 
◎もりもとかすていら1個 ◎雪鶴2種各1個 ◎どら焼き1個

¦¦ 千歳 ¦¦ morimoto
e北海珍味記念袋・・・【50袋限り】1袋 3,240円
［セット内容］ ◎たら昆布しぐれ100ｇ ◎たこ塩麹100ｇ 
◎たこじゃん辛100ｇ ◎味付たこフレーク300ｇ 
◎大女子燻製200ｇ ◎生干しこまい5本 
◎引っ張りたこ50ｇ

¦¦ 利尻 ¦¦ 北洋食産

¦¦ 札幌 ¦¦ 北海工房

¦¦ 余市 ¦¦ 仁木ファーム

サクサクパイに北海道産クリームチーズの
しっとりベイクドチーズを重ね、
表面を香ばしくカラメリゼした
カラメルチーズケーキです。
q②サッポロカラメリゼ 
サクサクパイのベイクドチーズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ホール 1,404円

実演¦¦ 札幌 ¦¦ ミセスニューヨーク

“海”の幸を
　盛り込んだ豪快弁当!

“道”産素材を
　ふんだんに使用した
　こだわりスウィーツ!
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¦¦ 函館 ¦¦ すし処 雑魚亭

〈最終日午後5時終了〉

人気の限定商品を
午後5時からさらにご用意! 

マークが
目印です。 この

10/1㊏～7㊎の午後5時から
さらに各日30折限定販売

10/1㊏～6㊍の午後5時から
さらに各日20杯限定販売

10/1㊏～7㊎の午後5時から
さらに各日20折限定販売

10/1㊏・3㊊・5㊌

¦¦ 小樽 ¦¦ おたる政寿司

10/1㊏・2㊐

e北海小町
¦¦ 札幌 ¦¦ 北海工房

10/2㊐・5㊌・7㊎

eチーズ豚丼
¦¦ 弟子屈町 ¦¦ くまうし

10/2㊐・4㊋・6㊍

eかにかに弁当
¦¦ 札幌 ¦¦ 蟹工船

10/1㊏・4㊋

各日
50折
限り

各日
50折
限り

各日
100折
限り

各日
100折
限り

各日
50折
限り

e肉敷き
　ミニステーキ重

¦¦ 函館 ¦¦ 沙蘭
10/1㊏・3㊊・5㊌

各日
100折
限り
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〈トミー ヒルフィガー〉ヒルフィガー
デニムフェア
●10月1日（土）～16日（日） 
●6階トミー ヒルフィガーREFRESH OPEN NEW BRAND

〈オンワード〉フェア 
各階にて開催
●10/1（土）～14（金）

［アフタヌーンティー・リビング/アフタヌーンティー・ティールーム］ ［シェアパーク］ ＰＲＥＳＥＮＴ❶
期間中、ショップポイントカードの
ポイントを通常の3倍プレゼント。

ＰＲＥＳＥＮＴ❷
期間中、21,600円以上お買いあげの
方に「オリジナルノベルティ」をプレゼント。

期間中、星ヶ丘三越・星が丘テラスで1回の
お買いあげ金額が10,000円毎に応募抽選券を
お渡しいたします。必要事項をご記入のうえ、
店内設置の応募箱にご投函ください。
抽選で「ジャガーで行きたい！ 東海地区の
人気ホテル宿泊券」や「星が丘テラス商品券」
など豪華賞品をプレゼント！
※レシートの合算はできません。
※抽選応募券のお渡しはお一人さま最大5枚まで。
※詳しくは抽選応募券をご覧ください。

ＰＲＥＳＥＮＴ❶
10/1（土）・2（日）の2日間、
16,200円以上お買いあげの方、
各日先着10名さまに「3階〈カフェコムサ〉
ケーキチケット」をプレゼント。
ＰＲＥＳＥＮＴ❷
10/6（木）～10（月・祝）の期間中、
ファイブフォックスメンバーズカードの
ポイントを通常の3倍プレゼント。

〈コムサイズム〉フェア
●10月1日（土）～16日（日） 
●2階・6階コムサイズム

星ヶ丘三越×星が丘テラス
 Brand New“Hoshigaoka”
キャンペーンお買いあげ抽選会 
supported by ジャガー・日本航空
●10月1日（土）～14日（金） 

新作を取り揃え、
お届けいたします。名古屋地区では取扱いのない

メンズ＆レディス「デニムライン」を
期間限定でお届けいたします。

ＰＲＥＳＥＮＴ 期間中、各階オンワード
対象ショップにて1回のお買いあげが
21,600円以上の方、先着250名さまに
「サッポロ珈琲館カフェラテショコラ
（20枚入）」をプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。

ＰＲＥＳＥＮＴ❶ 10,800円以上
お買いあげの方、先着100名さまに
「オリジナルマニキュア」をプレゼント。

ＰＲＥＳＥＮＴ❷ お買いあげの方に
「〈エンハーブ〉ハーブティー」の呈茶サービス
をいたします。［10/10（月・祝）まで］

2017 三越のおせち ご予約承り会
●10月 5日（水）から
●1階ライオン玄関口特設会場
※12日（水）からは7階特設会場、26日（水）からは
　8階特設会場にて承ります。
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e〈京料理 たん熊北店〉
和風二段・・・・・・・・・・・・・・・【180点限り】27,000円
重箱：紙製、20×20×6cm×2、4人前、祝箸4膳

10/1（土） 2Fフロア リフレッシュオープン＆新登場ブランド

何気ない日常の中に「新しい発見」や「ワクワクする時間」を
提供する“アフタヌーンティー”は星ヶ丘三越でも人気のショップです。
この度、“リビング/ティールーム”揃って装いも新たに
リフレッシュオープンいたします。
オープンを記念して限定品や
限定メニューをご用意いたしております。
“アフタヌーンティー・ティールーム”で
人気のモンブラン、
パンプキンチーズケーキ、
スイートポテトプディングの
スイーツセットが期間限定で登場！
お好きなお茶をお選びください。

ヒトテマかけたこだわりのレディス、
キッズ、雑貨を取り揃えました。
「呼吸感」という言葉を大切に、
品のある、質の高い大人の
カジュアルスタイルを提案します。

q〈アフタヌーンティー・ティールーム〉
オータムケーキセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お一人さま 1,420円

w〈アフタヌーンティー・リビング〉
ショッピングトート・・・・・・・・【60点限り】2,160円
ナイロン、Ｗ42×Ｈ32×Ｄ10ｃｍ

●〈アフタヌーンティー・リビング〉
記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【60袋限り】3,240円

ＰＲＥＳＥＮＴ
〈アフタヌーンティー・リビング〉にて3,240円以上
お買いあげの方、先着200名さまに
「リングメモ2冊セット」をプレゼント。

10/1㊏～31㊊の星ヶ丘三越限定販売

●10月1日（土）・2日（日）各日午前10時から ●1階特設会場
各日先着400名さまに「〈アフタヌーンティー〉
クッキー＆紅茶（ティーバッグ）セット」を進呈いたします。
※お一人さま1点限り。※なくなり次第終了いたします。

※予定数に達し次第終了いたします。※MICARD・株主様ご優待カード等による割引優待、及びポイント付与はございません。
※お一人さまのお買いあげ数量を限定させていただく場合がございます。※表記の準備数量は各種合計でございます。

ホシミツ名物 宝缶「金」「銀」!

ドリーム記念袋
【5袋限り】

216,000円

各国ディナー食べ歩き記念袋【10袋限り】64,800円

ペアランチ記念袋（大人限定）【80袋限り】21,600円
［セット内容］ ◎「フランス料理 壺中天」ペアランチ券
　　　　　 ◎「イタリア料理 レ ジョイエ」ペアランチ券
　　　　　 ◎「ホテルオークラレストラン/桃花林」
　　　　　 　ペアランチ券

 宝缶「金」【15缶限り】

 108,000円
［セット内容］ 
◎「名古屋ヒルトン」
　ペアディナー付宿泊券（朝食付）
◎「日本料理 せき根」ペアディナー券
◎「料亭つたも」おせち引換券
◎「中日劇場」ペア観劇券
◎「宮田精肉店」国産黒毛和牛500ｇ引換券

 宝缶「銀」【20缶限り】

 54,000円
［セット内容］ 
◎「名古屋ヒルトン」ペア宿泊券（朝食付）
◎「レストラン シェ・コーベ」ペアランチ券
◎京都「濱登久」おせち引換券
◎「和牛ハンバーグ専門店ヒッコリー」
　食事券（6,000円分）
◎星ヶ丘三越 三越映画劇場鑑賞券5枚

宝缶「金」「銀」ともに表記内容のほか、
食品フロア名店の味を詰め合せております。

10月新劇場オープンの「劇団四季」ペア観劇や有名ホテル、
人気レストランの食事券を記念袋に!

※整理券のお渡しは、お一人さま各1枚限り。有効期限は10月1日（土）正午まで。
※整理券お渡し後は解散となります。有効期限内にお買い求めください。※整理券お渡し前に列から離れた場合は無効となります。

◆販売場所/地下1階下りエスカレーター前特設会場

●〈宗家 源 吉兆庵〉
・・・・・【100袋限り】1,001円
●〈桂新堂〉えびの恩返し
 【お一人さま3袋限り/100袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324円
●〈ミルグレイ〉
・・・・・・・【50袋限り】1,080円

●〈三越+北野エース〉お菓子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100袋限り】1,080円
●〈三越+北野エース〉レトルトカレー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】2,160円
●〈宮田精肉店〉・・・・・【50袋限り】5,400円
●〈柿安精肉〉・・・・・・・・【30袋限り】8,640円
●〈カネトク〉フルーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【80袋限り】1,980円

1F 星ヶ丘フードガーデン
●〈ジョアン〉【お一人さま3袋限り/200袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円　　　　
※〈ジョアン〉記念袋は1階ライオン玄関口に
　お並びください。

●〈ケーファー〉・・・・・【50袋限り】2,160円　　　　
●〈ルネ・デュ・ヴァン〉ワイン（750ml）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【280本限り】1,080円
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

B1F 食品フロア 3F レディスファッション 他
●レディスファッション
4点セット・・・・・・・・・・・【30袋限り】5,400円
●〈カフェコムサ〉ケーキセット
1カ月（10月限定）パスポート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】7,000円
4F レディスファッション
●〈マックレガー〉 【5袋限り】10,800円

5F キッズファッション
●〈KP〉 【20袋限り】7,560円
●〈む～のんのん〉
女児ワンピース3点セット
・・・・・・・・・・【30袋限り】5,400円
6F メンズファッション
●ワイシャツ2点セット
・・・・・・・・・・【55袋限り】3,240円

7F リビンググッズ
●〈東京西川〉
毛布・合繊肌掛けふとん【60点限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1点で 5,400円
 2点で 8,640円 3点で 10,800円
※4点目以降は1点3,564円。

●〈人気ブランド〉タオル6点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】3,240円

1F ハンドバッグ・
　　コスメティックサロン
●〈ブリー〉
 【10袋限り】32,400円
●〈レイコアオキ〉
・・・【30袋限り】5,400円
●〈デコルテ〉
 【30袋限り】10,800円

r〈フェイラー〉
ローザンヌボーダー
バッグ・ハンカチセット
・・・・・・・・・【30セット限り】12,960円
ともに綿100％
■7階 フェイラー

7F

q〈ドクターシーラボ〉
美白※ゲルスペシャルセット
・・・・・・・・【20袋限り】10,001円
※美白とはメラニンの生成を抑え、
　シミ・そばかすを防ぐこと。
※セット内容等、
　詳しくは係員にお尋ねください。
■1階 ドクターシーラボ

eレディス人気アイテム記念袋
6点セット各種
・・・・【Ｍ～Ｌサイズ/20袋限り】10,800円
［セット内容］ ◎トレンチコート ◎コーディガン
◎カーディガン ◎チュニックワンピース 
◎カット アンド ソーン ◎ストール
いずれも素材各種
■3階 エスカレーター横特設会場

eＰｔダイヤモンドリング・
ペンダントセット各種
・・・【5セット限り】216,000円
［写真の品］
◎リング/中石Ｄ＝0.59ｃｔ、
脇石Ｄ＝計0.15ｃｔ
◎ペンダント/Ｄ＝計0.50ｃｔ・
チェーン長さ約43ｃｍ（アジャスター付）
※写真の商品は現品限りです。
■7階 宝石サロン

星ヶ丘三越限定
名古屋三越コスメティッククラブカード

［ポイント換算］50％UPキャンペーン
●10月1日（土）～7日（金） ●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15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。

1F
3F

3F 7F

星ヶ丘三越限定商品

リフレッシュオープン記念

r〈クレア〉エコバッグ
①（M）・・・【10点限り】5,379円
②（L）・・・・【10点限り】6,459円
ともに素材各種　■3階 クレア

●3階エスカレーター横特設会場に
10/1（土）～14（金）まで新作アイテムを
取り揃えた〈クレア〉POP UP SHOPが登場

①

②

イートイン

星ヶ丘三越 誕生祭 記念袋

リフレッシュオープン記念袋もご用意!

リフレッシュオープン記念限定品

劇団四季 新劇場外観名古屋マリオットアソシアホテル 
客室

志摩観光ホテル 外観 フランス料理 壺中天 
料理イメージ

ウェスティンナゴヤキャッスル/
日本料理 西の丸 外観

イタリア料理 レ ジョイエ 料理イメージ

［セット内容］ ◎「料亭つたも」ペアランチ券
　　　　　 ◎「名古屋東急ホテル/日本料理なだ万」ペアランチ券
　　　　　 ◎「ドイツ料理 ツァ・ディーレ」ペアランチ券

ヒルトン名古屋 
客室

日本料理 せき根 外観

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

10/1㊏～7㊎の
午後5時からさらに
各日30折限定販売

10/1㊏～7㊎の
午後5時からさらに
各日30折限定販売

中国潮州海鮮料理 
晁隆房 料理イメージ

フランス料理 
レスト K ヤマウチ 内観

イタリア料理 ジリオン
料理イメージ

［賞品の一例］

奥三河・湯谷温泉 はづ木
ペア宿泊券（1名さま）

タラサ志摩ホテル＆リゾート
オーシャンビューツイン
ペア宿泊券（3名さま）

［セット内容］ ◎「志摩観光ホテル」ペアディナー・朝食付宿泊券
◎「名古屋マリオットアソシアホテル」ペアディナー・朝食付宿泊券
◎「劇団四季」新劇場ペア観劇チケット購入券

◎「日本料理 せき根」ペアディナー券
◎「フランス料理 壺中天」ペアディナー券
◎「レストラン シェ・コーベ」ペアディナー券

［セット内容］  ◎「ウェスティンナゴヤキャッスル/日本料理 西の丸」ペアディナー券 
◎「中国潮州海鮮料理 晁隆房」ペアディナー券
◎「フランス料理 レスト K ヤマウチ」ペアディナー券
◎「イタリア料理 ヘルシーイタリアンダイニング ジリオン」ペアディナー券

ペアランチ記念袋【50袋限り】21,600円

料亭つたも 外観

各階からも人気の記念袋・限定品が目白押し!

2F アクセサリー・
　　レディスファッションパーツ
●〈イマック〉 【10袋限り】3,240円
●〈タビオ〉・・・【30袋限り】1,620円
●〈ルートート〉 【20袋限り】3,240円
●レッキスラビット+
　フォックスファーマフラー2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・【15袋限り】10,800円

5F

r〈東京西川〉羽毛
カバーリング組ふとんセット
・・・・・・・・・・・【10袋限り】22,680円
［セット内容］
◎羽毛デュエット掛ふとん（厚手・薄手）
◎掛カバーリング ◎敷ふとん 
◎ラップシーツ ◎キルティングパッド 
◎防水シーツ
いずれも素材・サイズ各種
■5階 エスカレーター前
　特設会場


