
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。
© 2017 ISETAN MITSUKOSHI

お盆の集い! デパ地下グルメフェア

●8月16日（水）発売
●2階レスポートサック
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〈アニバーサリー〉
クローズセール
●8月9日（水）～28日（月） 
●2階アニバーサリー
※8月22日（火）は店舗休業日

PRESENT  8月23日（水）～31日（木）の期間中、54,000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。
　　　　　　　　 ※数に限りがございます。なくなり次第終了させていただきます。
　　　　　　　　 ※8月29日（火）は店舗休業日

〈モラビト〉〈オースチンリード〉4階に8/23（水）NEW OPEN!

〈Shinzi Katoh〉
カワイイ雑貨の
POP UP SHOP
●8月9日（水）～21日（月） 
●2階ニューズスクエア 
　ファッションパーツ

〈PETS ROCK〉
POP UP SHOP
●8月9日（水）～21日（月） 
●6階エスカレーター横特設会場

2018三越の新入学
ランドセルご予約承り会
●好評開催中!
●5階イベントスペース

今までのご愛顧に感謝を込めて最終セールを
開催。普段使いのピアスやネックレスなども
多数ご用意いたします。
eダイヤモンドジュエリーセット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・【3セット限り】108,000円均一　
写真の品はＫ18ＹＧダイヤモンドリング
（Ｄ＝計0.52ｃｔ）+Ｋ18ＹＧダイヤモンドペンダント
（Ｄ＝計0.40ｃｔ）【1セット限り】

e〈レスポートサック〉
①ポーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,968円 
ポリエステル、W22×H18×D8ｃｍ
②ボストンバッグ・・・・・・・・・・・・・・・16,200円 
ポリエステル、W43×H30×D23ｃｍ
③2WAYバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・12,420円 
ポリエステル、W21×H20×D6ｃｍ

上質でナチュラルな素材をベースに、繊細なモノづくりと
リラックス感あふれる都会的なスタイルを表現。軽やかさと時代性を
プラスしたワンランク上のコンテンポラリーなライトプレタブランドです。

英国王室御用達の栄誉を持つオースチンリード社の
伝統と格調高いコンテンポラリーなライトプレタブランドです。

ロンドン発、ペットとさまざまな著名人を
独創的な写真とデザインで組合せた
「ＰＥＴＳ ＲＯＣＫ（ペッツロック）」。
芸能人や多くのセレブに愛用され話題となり、
世界中の広い世代のファンから愛される
今注目のブランドです。

三越伊勢丹オリジナルをはじめ、
有名ブランドのランドセルを
取り揃えております。

これまでにリリースされた日本限定の
69のプリントデザインをパッチワーク柄に
アレンジした「J LePatch」を日本限定で
発売いたします。

［特典］
星ヶ丘三越で「ランドセル」をお買いあげの方に
「学習机」をご優待価格で販売いたします。
※詳しくは係員にお尋ねください。

※写真はイメージです。
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「J LePatch」
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帰省やお休みで家族が集まるこの季節、デパ地下グルメでおもてなし。

●8月9日（水）～15日（火） 
●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

※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。※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。

海老、ヤリイカ、サーモンなどを合わせた人気のメニューです。
e〈RF1〉たっぷり海の幸のスペシャルサラダ・・・・・・・・・・・・100gあたり 594円
■地下1階 ＲＦ１〈宮田精肉店〉 

飛騨牛フェア開催！

q〈宮田精肉店〉
飛騨牛
①バラ焼肉用
・・・100gあたり 1,480円
②モモ焼肉用
・・・100gあたり 1,280円
■地下1階 宮田精肉店

q〈魚忠〉
魚忠厳選お刺身6点盛
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,801円
■地下1階 魚忠

w〈魚忠 魚河岸寿司〉
夏の厳選握り寿司
・・・・・・・・・・・・・・1折 1,728円
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

魚忠が厳選した旬の素材を
盛り込んだ豪華なお刺身や
握り寿司でおもてなし。

厳選したこだわりの
豚肩ロース肉の
うま味を引き立てる
香味野菜を使い、
秘伝のたれで
煮あげました。
q〈まつおか〉
香豚煮
・・・100gあたり 594円
■地下1階 まつおか

柿安のローストビーフは
柔らかくしっとりとした
食感。食卓が華やぐ
一品です。
w〈柿安ダイニング〉
こだわりローストビーフ
・・・・・・・・100gあたり 921円
■地下1階 柿安ダイニング

西尾の抹茶を使用した
ミニ食パン、あんこを挟んだ
コッペパン、赤味噌を入れた
フロマージュを詰合せた
星ヶ丘三越ジョアン限定の
パンセット。
w〈ジョアン〉てみやげパンセット
（ミニ食パン×2枚・コッペパン・フロマージュ×
各1個）【各日30セット限り】1セット 540円
■1階 ジョアン

星ヶ丘三越限定セット!
ご馳走にはこれ!

w〈名古屋 料亭つたも〉
わらび餅（小）
・・・・・・・・・・・・・【各日30箱限り】1箱 540円
■地下1階 三越+北野エース

q〈多治見 御菓子処 松谷園〉
美濃初衣
・・・・・1箱（きなこ×3・抹茶×3） 1,080円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個入 540円
■地下1階 三越+北野エース

w〈名古屋 今池 味仙〉
台湾ラーメン・・・・・・2食入 1,350円
味仙本店の手羽先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12本入 1,458円
■地下1階 三越+北野エース

q〈三重 津 東洋軒〉
ブラックカレー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱200g入 1,080円
■地下1階 三越+北野エース

w〈養老軒〉みるくピーチ大福
【お一人さま3箱限り/各日60箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱4個入 1,124円
■地下1階 菓遊庵

q〈山本屋総本家〉
名入り名古屋きしめん
（半なま）
・・・・・・・・1箱3人前 1,296円
■地下1階 山本屋総本家

w〈ナガラタタン〉岐阜県産はちみつバウムクーヘン
「ライムの彩」＆奏でる積み木（6個入）・・・・・・・・・・1箱 2,883円
■地下1階 ナガラタタン

q〈大口屋〉
武功夜話（ぶこうよばなし）
・・・・・・・・・・・・・10個入 1,458円
■地下1階 大口屋

低温の油で
じっくりと揚げた
ひれ肉はとても柔らかく
食べやすい一品です。
w〈矢場とん〉
ヒレとんかつ
・・・・・・・・・・・・・・・1貫 324円
■地下1階 矢場とん

天むす千寿の天むすは、
食事はもちろんお土産にも
好適な一品です。
q〈天むす千寿〉
天むす・・・・・・・・5個入 756円
■地下1階 天むす千寿

香草オリーブオイルで
仕上げた帆立や海老に、
じゃがいも、ブロッコリーが
入ったビールにぴったりな
一品です。
q〈RF1〉
北海道産帆立と海老の
ハーブグリル
・・・・・・・・・・・100gあたり 864円
■地下1階 ＲＦ１

大根おろしや水菜を
合わせた
さっぱり風味です。
w

〈日本のさらだ いとはん〉
きすの涼風みぞれ添え
・・・・・・・・・100gあたり 476円
■地下1階 日本のさらだ いとはん

やっぱり! 寿司・刺身・焼肉。

てみやげ特集

午前11時から
販売

8/9㊌～12㊏の
限定販売

名古屋名物の味!

無限の広がりを感じさせる魅力的な
デザインで世界中に多くのファンを
持っているシンジカトウのグッズを厳選して
ご紹介いたします。

パーティに
ぴったり!
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〈RF1〉〈日本のさらだ いとはん〉8/9（水）リフレッシュオープン！

8月10日（木）は「矢場とん」の日
8　　　10

星ヶ丘三越初登場


