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洗練された暮らしの今へ  星ヶ丘三越

大食品祭
●10月26日（水）～11月1日（火） 
●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

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。
※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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三越 秋の紳士ファッション大市
●10月26日（水）～31日（月） 〈第1会場の最終日午後5時終了〉　
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特集〈 有名メーカー 〉

〈英国有名ブランド〉
特別出品!

ゴルフウエア特集 6F 第2会場

26日（水） 
オープニングサービス

26日（水） オープニングサービス

キッズ＆ベビーファッションセール
同時
開催

同時
開催 レディスファッションセール

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

※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。

26日（水） オープニングサービス

ラッキーパック

●［第1会場］8階催物会場　［第2会場］6階パーソナルオーダー・オーダーシャツ・紳士靴・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エスカレーター横特設会場

※写真はイメージです。
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e〈有名ブランド〉
アウター・・・・・・・・・・・・31,752円
表地毛・その他繊維、中わたポリエステル100％、Ｌ

シャツ・・・・・・・・・・・・9,720円 綿100％、L
パンツ・・・・・・・・・14,256円 綿・その他繊維、Ｌ

e〈ビクトリノックス〉
ブルゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円
ナイロン・綿、中わたポリエステル100％、Ｍ

ポロシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,532円
綿・ポリウレタン、Ｍ

セーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,612円
綿・その他繊維、Ｍ

名古屋三越オリジナル
インポート生地使用日本製
スリーピーススーツ各種・・・37,800円
イタリア製生地・英国製生地使用など

〈有名メーカー〉
スーツ・・・・・・・・・・・・・51,192円 毛100％、Ａ6
シャツ・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円 綿100％、M
ネクタイ・・・・・・・・・・・・・6,264円 毛・絹

qダウンコート
・・・・【15点限り】5,184円
ポリエステル100％、
中わたダウン・フェザー、Ｍ・Ｌ

qオーダーワイシャツ
よりどり2点【50組限り】
お仕立上り 10,800円
素材各種
■6階 オーダーワイシャツ

シンプル＆
ベーシックで
秋のゴルフを
カッコよく!
q〈有名ブランド〉
トップス
・・・11,016円
綿・毛、Ｍ・Ｌ
パンツ
・・・15,552円
ポリエステル・
その他繊維、Ｍ・Ｌ

※写真はイメージです。

6F 29日（土） 特別提供品カジュアル
コーディネート

半期に一度のメンズオールアイテムバーゲン! 秋の“イケメン”スタイルを先取り!

e〈ロードソン〉
ドレスシャツ・・・・・・・・・・・・・・各 4,104円
綿100％、サイズ各種　※写真はイメージです。

ネクタイよりどり2点・・・・・・・4,104円
絹100％

牛革ベルト・・・・・・・・・・・・・・・各 3,240円

MEN’S
WEEK

素材各種、
Ｙ・Ａ・ＡＢ・ＢＢ体、
4～7号の豊富な
サイズバリエーション

スーツ各種 よりどり2着

27,000円 

人気ブランドも多数出品! お買得なラッキーパックもご用意!! 今すぐ着られる
ミセスファッションを
特別プライスで!

eフォーマルドレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円から
素材各種、100～150cm

eニット
カーディガン各種
・・・・・・・・各 12,960円
素材・サイズ各種

rチュニックドレス各種
・・・・・・・・・各 7,560円
素材・サイズ各種

フォーマル特集
w〈む～のんのん〉女児ウエア各種
・・・・・・・・・・・【100組限り】よりどり2点3,240円均一
素材各種、80～140ｃｍ

qパンツ・スカート各種
・・・・・・・・・【30点限り】3,240円均一
素材・サイズ各種

妥協を許さない熟練の職人による上質なものづくりの姿勢から生まれた
クラフトマンシップあふれるバッグです。
q〈ペレボルサ〉ワンショルダーバッグ・・・各 42,120円 牛革、Ｗ30×Ｈ24×Ｄ12.5ｃｍ

出品ブランド

青い芽

東京西川

KIDS PIPOLA
COLLECTION

む～のんのん

〈ペレボルサ〉期間限定販売
●10月26日（水）～11月1日（火） ●1階ライオン玄関口特設会場

星ヶ丘
三越
初登場

※写真は
イメージです。

qr男女児
ラッキーパック各種
【30セット限り】各 4,104円
素材各種、80・90・95ｃｍ

●〈センスオブワンダー〉
ラッキーパック各種
・・・・・・・【20セット限り】5,400円
素材各種、マント70～90ｃｍ・
レッグウオーマー

q男児スーツ3点セット（スーツ・シャツ・ネクタイ）
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】10,800円均一
素材各種、110～130ｃｍ

男児

女児

生クリームをしっとり、ふわふわの食感の
スフレ生地で巻きあげたロールケーキ。

e〈ヨックモック〉南青山ロール
【お一人さま2本限り/各日50本限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 1,620円
■地下1階 プラスガトー

一口大のかすてらを卵黄にくぐらせ、
熱した糖蜜に浮かべ砂糖をまぶした
南蛮菓子です。

e〈平戸蔦屋〉カスドース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱5個入 972円
■地下1階 菓遊庵

東京銀座の老舗和菓子屋空也の
五代目が、「あんこを世界へ」の
想いで立ち上げたブランド「空いろ」。
餡へのこだわりと伝統を生かした、
新しい和菓子の世界を作っています。

エヴァン代表作のガトー6種類を
プティサイズに詰合せました。
e〈ジャン=ポール・エヴァン〉
コパンコピンヌ・・・【お一人さま2箱限り/各日30箱限り】1箱6個入 2,405円
■地下1階 ウイークリーデザート
この他にも週末だけの限定品をご用意しています。

素材と焼き加減にこだわった
ミニパウンドケーキです。

e〈シェ・シバタ〉ケイク・オ・フリュイ/
ケイク・オ・キャラメル・オランジュ/
ケイク・オ・マッチャ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各40個限り】1個 238円
■地下1階 プラスガトー

スウィーツコレクション
トップショコラティエ
　　「ジャン=ポール・エヴァン」の
　　　　　さまざまな秋の新作が登場!

“ヨックモック”を代表する「シガール」と濃厚でコクのある
アイスクリームが合わさったリッチな味わいです。

q〈ヨックモック〉
シガールアイスクリーム（バニラ・チョコレート）
【お一人さま5箱限り/バニラ200箱・チョコレート120箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱5本入 各 1,080円
■地下1階 プラスガトー

「コンフィチュールの妖精」と
称賛されるフランス菓子職人、
クリスティーヌ・フェルベール
のコンフィチュールが数量限定で登場！
e〈クリスティーヌ・フェルベール〉
アルザス産ストロベリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【24個限り】220g 2,160円
ノエル・・・・・・・・・・・・・・・・【24個限り】220g 2,592円
■1階 ワールドグローサリー

パイ生地の上にバターでソテーした
リンゴをのせ、クレーム・シブーストを敷き、
上面をカラメル状に仕上げました。
e〈ブールミッシュ〉アントルメ・オ・シブースト
・・・・【お一人さま2台限り/各日48台限り】1台 1,296円
■地下1階 プラスガトー

岐阜県産の栗と砂糖のみで
炊きあげた栗きんとんと粒餡を包みました。
e〈養老軒〉栗きんとん大福
【お一人さま2箱限り/各日60箱限り】1箱4個入 864円
■地下1階 菓遊庵

“メリー”のスウィーツを詰合せた
ハロウィンデザインのミニバッグ。
おまけのキラキラしたストラップは
カボチャとネコの2種類です。

e〈メリーチョコレート〉
パンプキンパーティー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36g 432円
■地下1階 フードコレクション

北海道産えびすかぼちゃを使い、
牛乳・卵・生クリームを加えて
焼きあげた濃厚な味わい。

e〈モロゾフ〉
パンプキンプリン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 1,080円
■地下1階 フードコレクション

ハロウィンをイメージした
パンを多数取り揃えました。
見て! 食べて! 
楽しいパンです。

甘さ控えめの爽やかな口当たりのチーズケーキ。
ロングセラーを誇る人気のスウィーツです。
e〈美津橋〉湘南のチーズケーキ
【お一人さま1箱限り/各日30箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱200g 1,361円
■地下1階 菓遊庵

ほろ苦い抹茶ババロアに
生クリームと粒餡を添えた人気商品です。
e〈紀の善〉抹茶ババロア
【お一人さま2個限り/50個限り】・・・・・・・・1個 659円
■地下1階 菓遊庵

えんどう豆の塩気が嬉しい、
京都で行列必至の人気和菓子です。
e〈出町ふたば〉名代豆餅
【お一人さま2パック限り/各日100パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック5個入 876円
■地下1階 菓遊庵

e〈ジョアン〉
①ホラーナイト・・・・・・・・・・・・・1個 238円
②ジャック・オ・ランぱん 1個 249円
③パンプキンくん・・・・・・・・・・1個 324円
■1階 ジョアン

10/26㊌・28㊎・30㊐の限定販売

なめらかな
チョコクリーム入

チョコチップ入
メロンパン

かぼちゃサラダ＆
彩り野菜をトッピング

②③

①

10/26㊌・29㊏の限定販売 10/26㊌・29㊏の限定販売 10/26㊌・29㊏の限定販売 10/26㊌・29㊏の限定販売

　①リュック・・・・・・・・・・・・・・・15,660円
ナイロン、Ｗ30×Ｈ43×Ｄ13ｃｍ

②ビジネストローリー・・・27,000円
ポリカーボネート、Ｗ39×Ｈ51×Ｄ25ｃｍ
■6階 
エスカレーター横
特設会場

w紳士靴
① 15,120円
牛革、24.0～27.0cm

② 18,360円
牛革、25.0～26.5cm
■6階 紳士靴

10/29㊏・30㊐の限定販売

●好評開催中！ 10月31日（月）まで

10/26㊌・30㊐の限定販売10/26㊌の限定販売 10/29㊏・31㊊午後3時から限定販売

r〈空いろ〉
つき（プレーンあずき・抹茶あずき・
プレーン白いんげん）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 249円
たいよう
（つぶあん・○あん白いんげん）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 141円
■地下1階 和菓子イベントスペース

10/26㊌・28㊎の限定販売

①

①

②

②

q

q〈ジャン=ポール・エヴァン〉
①フランボワーズ・・・1個 699円
②ボンボニエールポム
・・・・・・・・・・・【10個限り】1個 4,158円

①

②

※写真はイメージです。

プラスガトー・菓遊庵に新しいお菓子が仲間入りしました。

しっとりとした黄味餡を薄紅色の求肥で
包み「椿の花」に見立てました。11代将軍・
家斉の娘と、姫路城主・酒井忠学との
婚礼の時に作られた歴史ある和菓子です。

e〈伊勢屋本店〉玉椿
・・・・・・・・・・・・・【各日20箱限り】1箱5個入 681円
■地下1階 菓遊庵

小豆のこし餡にわらび粉を
練り込んで蒸しあげました。
優しい甘さと舌触りを
お楽しみください。

e〈御堀堂〉外郎
・・・・・・・・・・・・【各日20袋限り】1袋5個入 540円
■地下1階 菓遊庵

※写真はイメージです。


