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秋の北海道展 壱万均一

ガレ・ドーム展

〈シモンズ〉ベッドフェア

〈ケイズ〉アクセサリーフェア／〈白鳳堂〉化粧筆フェア
〈コスメデコルテ〉フェア 〈ジョゼフ〉期間限定ショップ／〈デュアルヴュー〉フェア

新宿伊勢丹 メンズ館特集

追悼ポール・アイズピリ特集

〈ランバン コレクション〉2016 オータムファッションウイーク

秋の逸品会

金・工芸品の世界巨匠 絵画・版画特選展

〈ヒルズアベニュー〉
期間限定ショップ

10月 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 281 8 15 22 29 30 31   

第3回 全国ええね展 婦人ファッションバザール
紳士スポーツフェスタ 紳士ファッション大市

〈京都西川〉秋の逸品寝具展

版画展

【10点限り】 45,360円
〈エムズグレィシー〉ワンピース

身頃：トリアセテート72%・ポリエステル28%
スカート：ポリエステル100%、日本製

綿87%・カシミヤ10%・ポリウレタン3%、M・L、日本製

お買いあげの方にオリジナル水筒をプレゼント。

【30点限り】 34,560円
〈マドモアゼル ノンノン〉ベスト

〈自由区 クラス ラウンジ〉

【7点限り】 52,920円
【20点限り】 7,560円

41,040円から

〈ゲンテン〉
genten×REBIRTH PROJECT
「THE ONE」トートバッグ

□ 10月1日（土）～10日（月・祝）
□ 4階 マッキントッシュ ロンドン

□ 10月11日（火）～24日（月）
□ 10月12日（水）～17日（月）□ 1階 化粧品
□ 1階 アトリウムコート

7 0 周 年 ア ニ バ ー サ リ ー に ふ さ わ し い 心 が と き め くア イ テ ム や イ ベ ン ト が 目 白 押 し ! !

松山三越オリジナル
アイテム

10月1日（土）より
限定販売

10月11日（火） より限定販売 10月25日（火）より承り

さまざまなシーンで使える、小花を
あしらったキュートなワンピース。

「丁寧に織りあげられた生
地で、丹精込めて仕立て
られたシンプルな服にこ
そ、着る人の内面の美しさ
や魅力を引き出す力があ
る」その信念を元に手が
けられたニューラインの
アイテムをお届けします。

“SPIRITUAL LUXURY”を
テーマに、素材が持つ性質・
機能と、時代の新しさを融
合させるクリエーションを
提案する〈ユマコシノ〉は
10周年を迎えます。

レオナールの世界をフルラインナップで展開。日本の
ものづくり技術を生かしたレオナールプリントへのこだ
わりも展示し、より深く魅力をお伝えできる一週間です。

ベビーシューズ・子ども靴・紳士靴を期間限定でお届け。

松山三越開店70周年を
記念して、初のレディス
アイテムを期間限定で
ご紹介。マッキントッシュ
ロンドンらしいコートや
バッグ・ストールが揃い
ます。メンズの秋の新作と
ともにお楽しみください。

ゲンテンのアーカイブ
レザーを使用し、
内装にはインテリア
生地の見本帳を職人の
感性でパッチワーク。
ひとつとして同じ商品が
存在しません。

コーデュロイベストで秋の大人
スタイルを演出。3色から選べます。

高いクオリティと
デザインに定評の
あるイタリアの
ダウンウエア専門
ブランドの
アイテムを多彩に
お届けします。

世界に1本しかないパターを
お作りいたします。また、現在
お使いの〈ベノック〉パターの
調整も承ります。

ワンランク上のインポートコートや
雑貨を期間限定でお届けします。

細部までこだわりたい
あなたへ。スタンダードな
トートスタイルを
カスタマイズできます。

PARISのエレガントと
LONDONのクールさを
兼ね備えたインターナショ
ナルブランド〈JOSEPH〉が
期間限定で登場。上質で
心地良い大人のための
アーバンカジュアルウエア
をメンズ・レディスあわせて
ご案内いたします。

お洒落感度が高くて
クオリティにも妥協
しない。
そんな審美眼に長けた
女性達にむけた、
自由区の新レーベルを
期間限定でお届けし
ます。

［2階 エムズグレィシー］

［2階 マドモアゼル ノンノン］

［1階 ファッションパーツ］

華ひらくアイテム

〈マッキントッシュ ロンドン〉
メンズ・レディスオータムフェア

□ 10月1日（土）～10日（月・祝）□ 2階自由区

□ 10月1日（土）・2日（日）□ 5階 子ども服

□ 10月9日（日）
         10日（月・祝）
□ 1階 ファッションパーツ

□ 10月8日（土）

□ 4階 バッグラゲッジ

〈自由区 クラス ラウンジ〉フェア

□ 10月18日（火）～24日（月）□ 1階 アトリウムコート

〈レオナール〉〈レオナールスポーツ〉
ラグジュアリーコレクション

〈レオナール〉〈レオナールスポーツ〉

□ 10月4日（火）～10日（月・祝）
□ 3階 ヨシエイナバ

□ 1階 アトリウムコート
□ 4階 紳士靴

〈ヨシエイナバ〉
ニューエレガンススタイル

□ 10月4日（火）～17日（月）
□ 2階特設会場（婦人肌着前）

□ 4階ゴルフギア

〈デュベティカ〉期間限定ショップ
□ 10月25日（火）～31日（月）
□ 1階 アトリウムコート□ 10月25日（火）～31日（月）□ 1階 婦人靴

〈ジョゼフ〉期間限定ショップ

〈デュアルヴュー〉フェア

□ 10月18日（火）～24日（月）□ 1階 婦人靴

〈銀座ヨシノヤ〉
家族みんなで～ファミリーフェア～

〈ゲンテン〉から2つの“特別”をお届け

ナンバートゥエンティワン ザ マジック

ビューティウイークス

ハロウィンフェア 気分を
一気に盛り上げる、楽しいことたくさん

！

□ 10月18日（火）～31日（月）□ 各階にて開催

猪熊弦一郎氏が生んだ、愛されるデザイン
春、大好評につき第２弾!!

限定販売

ほかにも、大人と子どもがおそろいで使いたくなる
“帽子”や“傘”が期間限定で登場!!

各 7,344円
〈銀座ヨシノヤ〉
a.

〈ネグローニ〉
紳士ドライビング
シューズ

12.0～14.0cm

15.0～21.0cm

素材各種、日本製

22.0～24.5cm

23.5～26.5cm

34,560円

ファ

ース
トシ
ュー
ズ

メンズ
カジュアル
シューズ

ジュニアパンプス

レディスパンプス

b.
35,640円c.

39,960円d.

各10,800円
e.f.

a

d

e f

b c

松山三越 開店70周年記念

〈エース〉スーツケースペインティング

□ 10月8日（土）～14日（金）
□ 3階 ヒロココシノ・特設会場

〈ネグローニ〉
自分で作るオリジナル缶バッジプレゼント

〈ヒロココシノ〉フェア
〈ユマコシノ〉期間限定ショップ

□ 10月22日（土）・23日（日）

□ 10月25日（火）～31日（月）

こけし作家“かねこまさみ”氏とこけしを作ろう!!

スカーフコーディネーター“寒河江実佳”さんによる

ワークショップ参加者募集

□ 2階 ステージ（上りエスカレーター横）
定員：各回10名さま参加費：4,320円（材料費込）

〈各日午前10時30分・午後3時の2回 （約120分）〉

※写真はイメージです。

女の子のコケッツのボディペイント＆
デコレーション、髪型アレンジに楽しく
チャレンジ!!  パーツの持込みも歓迎します。
ご予約・お問い合わせ／ニューヨークランウェイ ネクスト

10月8日（土）

［1階 ゲンテン］

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※いずれも写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〈最終日の受付は午後6時まで〉

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〈デュベティカ〉

〈ヨシエイナバ〉

※写真はイメージです。

展開サイズ：40・42

※写真はイメージです。

キレイをかなえる限定キットが多彩に登場！！

コンサルティング販売会
コシノ ユマさん来店

午後2時30分
        ～4時

税込5,400円以上
お買いあげで

秋冬の新作ウエアを見に来てね!!
〈べべ〉※写真はイメージです。

一緒にもらえるブランドロゴ
バッジと合わせて、秋の着こなし
を楽しもう!!

秋の装いにストールを取り入れてみませんか。

お買いあげいただいた〈エース〉
のスーツケースに、ご希望のオリ
ジナルペイントをいたします。

各ブランド
先着25名さま
※詳しくは係員に
お問い合わせ
ください。

約W28×H23×D12cm（持ち手を除く）、素材各種、日本製

〈ゲンテン〉
セミオーダー受注会
トートバッグ

〈ゲンテン〉
ライオンチャーム

約W29×H31×D13cm（持ち手を除く）、牛革、タイ製

□ 10月11日（火）～17日（月）
□ 1階ステージ（婦人靴横） □ 10月8日（土）・9日（日）

〈ゲラルディーニ〉ポップアップフェア 〈べノック〉ベノックスタジオ 
オーダーパター承り会

所要時間：約50分
※詳しくは係員にお問い合わせください。

松山三越

オリジナルカラー 限定販売

各 28,080円
いずれも牛革、
24.5～26.5cm、
日本製

ほかにも、〈ショーンハイト〉紳士靴専門スタッフによる
フィッティング企画［10月8日（土）・9日（日）］など魅力の
イベントもご用意。

ほかにも、『バガブー バイ ディーゼル
スペシャルエディション（ベビーカー）』の
特別販売など魅力の品をお届け。

ストールの巻き方講座

［5階 子ども服・ベビー用品］

〈ゲラルディーニ〉
ハンドバッグ

〈ベノック〉オーダーパター
カラーオーダーパンプス

63,720円 97,200円から 各21,600円素材各種、約W36×H32×D17cm、イタリア製
素材各種、日本製

いずれも21.5～26.0cm、日本製

〈ジョゼフ〉

履く人のことを考えて作られた
パンプスは、一度履くと納得の履き心地です。

ポインテッド

※お渡しまで約50日かかります。

〈レオナール〉〈レオナールスポーツ〉ラグジュアリーコレクション

GINZA TANAKAの貴金属工芸品

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〈デュアルヴュー〉

②持ち手の色と
③長さ（3タイプ）

①ボディの両面の色

④開口パーツ

⑤ショルダー紐

⑦刻印（5文字まで）⑥ポケット

※お渡しまで約1ヵ月かかります。

イタリアフィレンツェの老舗
バッグブランド。優雅で上品、
しかも斬新さを兼ね備える
バッグをお届けします。

10月30日（日） 大街道
ハロウィンイベント開催!!

〈マッキントッシュ ロンドン〉

〈午前11時～午後5時〉

〈午後2時・4時〉

〈午前11時・午後2時〉

JOSEPH 20TH ANNIVERSARY
IN JAPAN

サ ガ エ  ミ カ

エナメル7色
スエード3色から
選べますスクエア

ラウンド

カラーオーダー パンプス受注会

※写真は一例です。

牛革、タイ製

松山三越
開店70周年記念

松山三越限定

3世代を意識した3つのカラーが登場!!

歴史に名を成すアーティスト展

歴史に名を成すアーティスト展
追悼ポール・アイズピリ特集

定員：先着7名さま

Tel.089-934-8047 ※10月2日（日）　午前10時よりご予約開始


