
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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  本福寿司 期間限定特別出品
●2月 2日（月）・3日（火） ●地下1階食彩広場

1月28日（水）から 各階

冬物婦人服を均一価格でご提供。 ●1月28日（水）～2月3日（火） ●3階スタイルコート＃3

有名通販カタログ
〈ブリアージュ〉均一セール

〈M-プルミエ〉
 ＆

〈アベニール エトワール〉
ウインターファイナルセール

現代にふさわしい新しいエレガントを
提案し続ける“M-PREMIER”。

その姉妹ブランドである“Aveniretoile”。
3階で人気の2ブランドから、

2014年冬物アイテムを最終価格でご提供。

●1月28日（水）～2月3日（火）
●1階スタイルコート

〈ビーファビュラス〉フェア
●1月28日（水）～2月3日（火）
●地下2階ファッションパーツ

　〈ビーファビュラス〉
①タテ型ミニトート
・・・・・・・・・・・・・・・3,996円
約15.5×10cm
②スティックポーチ
・・・・・・・・・・2,916円
約5×20.5×4cm
③巾着袋
・・・・・・2,484円
約18×10×10cm
いずれも
ポリエステル・
レーヨン

大人可愛いデザインが人気の
「ビーファビュラス」のアイテムを期間限定で
スケールアップした品揃えでお届けいたします。

q〈ティラマーチ〉
ゼリグデニムトート（S）
・・・・・・・・・・・・32,400円
綿、W24×H25×D11cm

アイコンバッグのゼリグトートに
今年トレンドのデニム素材が登場。
その他にもバッグやポーチなど
春夏の新作商品が入荷。

〈ケイタマルヤマ フォーマル〉
デビューフェア
●1月28日（水）～2月23日（月）
●4階北イベントスペース

q〈ケイタマルヤマ 
フォーマル〉
アンサンブル
・・・・・・・・・・・・・・・102,600円
トリアセテート・その他繊維、
7～13号

ケイタマルヤマらしい
テクニックやマテリアルを
バランスよく織り交ぜた
上質感溢れる
ブラックフォーマル。

〈ティラマーチ〉
期間限定ショップ
●1月 31日（土） ～3月3日（火）
●1階ヌーベルバッグ

q

①

②

③

光沢感のあるキレイめパンプスは、セレモニーや
パーティなどの華やかなシーンで大活躍。

▲〈アンテプリマ/ワイヤーバッグ〉
フィオーリ ペルラーティ・・・・・63,720円
PVC、プラスチックビーズ、
付属：クロム合金チェーン、W28×H20×D5cm
■1階 ヌーベルバッグ アンテプリマ/ワイヤーバッグ

クラシカルな衿元が上品なジャケットは
コンパクトなのでスカート・パンツ、
どちらにも合わせられる汎用性があります。
スカートは深めのタックで裾に動きのある
デザインに仕上がっています。
▲〈アマカ〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円
綿・レーヨン、38・40
ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
ポリエステル100％、38・40
スカート・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円
綿・ナイロン、36・38・40
■4階 アマカ

着心地が良く、美しいシルエットの
セットアップが華やかなシーンで
活躍します。
▼〈22オクトーブル〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
レーヨン・その他繊維、38・40
カット アンド ソーン・・・・・11,880円
ポリエステル100％、2・4
スカート・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円
レーヨン・その他繊維、38・40
■3階 22オクトーブル

表情のある素材感にファンシー
ヤーンを織り込んだ華やかな
ブライトミックスツイード。
生地の上質感が伝わるきちんとした
仕立てなので、シフォンのスカートや
白パンツで合わせてもスタイリッシュで
大人っぽい雰囲気に仕上がります。
〈23区〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・36,720円
綿・その他繊維、7～11号
※同素材のスカートもございます。
カット アンド ソーン・・・12,960円
ポリエステル100％、9～11号
スカート・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
ポリエステル・絹、7～11号
コサージュ・・・・・・・・・・・・・・・6,372円
■4階 23区

快適な履き心地に加え、シューアクセサリーで
足元をおしゃれに演出。
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2015年恵方巻
●地下1階食品フロア
　各ショップ

名店の味をお取り寄せ。
w〈𠮷野　〉上巻
・・・・・・・・・・・・・・【50本限り】1本 1,620円
◆ご予約承り・お渡し場所：地下１階
　フレッシュマルシェ内サービスステーション
◆お渡し日時：2月3日（火）正午から

q〈大阪 本福寿司〉
幸運丸かぶり寿司・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 601円

今年の恵方は
西南西

q〈魚忠 活きな寿司〉
恵方巻「中トロ入豪華海鮮巻」
・・・・・・・・・・・・【50本限り】1本 2,376円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

豪華な具材が15種類！

▼〈ビバアンジェリーナ〉パンプス

人気のフラワー
モチーフバッグ。
セレモニーだけではなく、
付属のチェーンで
ショルダー・クラッチなど、
デイリー使いとしても
お楽しみいただけます。

▲〈スタイルラボ〉パンプス
A・・・20,520円 牛革エナメル・生地
B・・・19,440円 牛革・羊革
〈モード・エ・ジャコモ〉シューズクリップ
CD・・・各 2,376円　E・・・2,700円 
ともに素材各種　■2階 婦人靴

半期に一度

第1会場 第2会場

家具・絨毯・ベッド・寝具 大祭典

シモンズ・シーリー・
日本ベッド大バーゲン
●1月28日（水）～2月2日（月）
●6階特設会場〈最終日午後6時終了〉

新潟加茂桐たんす大バーゲン
●1月28日（水）～2月3日（火） ●6階リビングステーション〈最終日午後5時終了〉

第3会場

家具・絨毯・寝具大バーゲン
●1月28日（水）～2月10日（火） 
●6階家具・絨毯・寝具

r〈シモンズ〉50周年記念 
シングルベッドツインセット 200,000円
1台のサイズ：W98×L201×HB90（MH50）cm
※シングルサイズ1台でも販売いたします。
　120,000円

qギャベマット各種 【色柄込合計30点限り】各 7,560円
約40×40cm　
■6階 絨毯 w〈東京西川〉

①真わた掛けふとん（カバー付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】54,000円
ふとんがわ・詰物：ともに絹100％、
詰物重量0.8kg、150×210cm

②羽毛掛けふとん・・・・・・・・・・・・62,640円
ダウン93％・フェザー7％（ウクライナ産シルバー
マザーグース）、詰物重量1.1kg、150×210cm　
■6階 快眠寝具

職人が手作りで仕上げた桐たんす、桐チェストをお値打ち価格で多数ご用意いたします。

2枚重ねれば、
さらにあったか!
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名古屋栄三越2015  1 / 28 水

名古屋栄三越は2月24日（火） 、星ヶ丘三越は2月17日（火）を店舗休業日とさせていただきます。ラシックは休まず営業いたします。
名古屋栄三越 2月の営業時間 2月16日（月）～28日（土）は【地下2階～1階】午前10時30分ー午後8時 / 【2階～9階】午前10時30分ー午後7時30分とさせていただきます。
店舗休業日のお知らせ

営業時間／午前10時－午後8時。 名古屋三越栄店｜ nagoya.mitsukoshi.co.jp名古屋栄三越ホームページでは、名古屋栄三越が発信するチラシ・カタログがご覧いただけます。

後援：在日フランス大使館 企業振興部 - ユビフランス 協力：エールフランス航空

1月28日（水）～2月3日（火）  7階催物会場
～パリ発、チョコレートの祭典～ サロン·デュ·ショコラ

～未来へのオマージュ～
◆FRANCE
ARNAUD LARHER
Bernachon
BONNAT
Christian CAMPRINI
Christine FERBER
David Capy
Debauve & Gallais
FABRICE GILLOTTE
Franck KESTENER
Frédéric Hawecker
HENRI LE ROUX
HOTEL DU CAP-EDEN-ROC
HUGO & VICTOR
JEAN-CHARLES ROCHOUX
JEAN-PAUL HÉVIN
Mazet
Michel Belin
Michel Chaudun
MORI YOSHIDA
Olivier Vidal
pâtisserie Sadaharu 
AOKI paris
Philippe BEL
PIERRE HERMÉ PARIS
Satie
Sébastien BOUILLET
THIERRY BAMAS
Vincent GUERLAIS
YVES THURIÈS

◆BELGIUM
Cuauhtemoc
Daskalidès
DEBAILLEUL
DelReY
DEREMIENS
GARY’S CHOICE
GODIVA
Leonidas
neuhaus
Pierre Ledent
PIERRE MARCOLINI
VAN DENDER

◆JAPAN
BEL AMER
CHOCOLATIER PALET D'OR
Dari K
ECOLE CRIOLLO
GATEAU DES BOIS
Ma Prière
MUSÉE DU CHOCOLAT 
THÉOBROMA
ORIGINES CACAO
Pâtissier es koyama
Tokyo Chocolate
Tsujiguchi Hironobu
スヌーピー BY グランフール

◆ITALY
ARMANI / DOLCI
BABBI
Domori
VESTRI

◆SPAIN
CACAO SAMPAKA

◆MONACO
Chocolaterie de Monaco

◆ UNITED STATES 
　 OF AMERICA
YVAN VALENTIN
Compartes chocolatier

◆ GERMANY
Lauenstein

◆ AUSTRIA
DEMEL

フランス・パリで誕生した
世界最大級のチョコレートの祭典
「サロン・デュ・ショコラ」が

名古屋では三越で開催!

世界のトップショコラティエが一堂に。
「サロン・デュ・ショコラ」でしか手に入らないブランド・ショコラが多数出品！

A・・・19,440円
生地・スパンコール
B・・・17,280円
合成皮革、グリッター
　　　　  ■2階 
　　　　　  婦人靴

三越伊勢丹 限定商品

ご予約承り中!
2/1㊐まで

2/3㊋
正午より販売

名古屋市内名古屋三越限定アイコンの説明 名古屋三越 初登場ブランド トークショーあり ※詳しくは名古屋栄三越ホーム
　ページをご覧ください。 サロン・デュ・ショコラ限定ブランドおよび商品

SELECTION BOX 1

ショコラ・パトリモワンヌ ユニヴェルセル
【70箱限り】18個入（18ブランドから各1個） 9,990円

18人のトップ
ショコラティエが集結！
サロン・デュ・ショコラのテーマ
“Patrimoine Universel”を
18人のシェフがショコラで表現。
パッケージは仕掛け絵本の
ようなユニークなつくりで、
カカオ、ショコラティエ、
ショコラなど、
「未来に残したいもの」が
交互に現れます。

［参加ショコラティエ］
フランク・ケストナー／ジャン＝シャルル・ロシュー／クリスチャン・カンプリニ／フィリップ・ベル／アルノー・ラエール／クリスティーヌ・フェルベール／
オテル・デュ・キャップ－エデン－ロック／フレデリック・アヴェッカー／ダヴィド・カピィ／ティエリー・バマス／ヴァンサン・ゲルレ／ユーゴ＆ヴィクトール／
セバスチャン・ブイエ／ジャン＝ポール・エヴァン／パスカル・ル・ガック／ファブリス・ジロット／パティスリー・サダハル・アオキ・パリ／アンリ・ルルー

［参加ショコラティエ］
フランク・ケストナー／ジャン＝シャルル・ロシュ―／フレデリック・アヴェッカー／
クリスチャン・カンプリニ／フィリップ・ベル／アルノー・ラエール／
クリスティーヌ・フェルベール／ファブリス・ジロット／パティシエ エス コヤマ／
パスカル・ル・ガック

  SELECTION

Origine CACAO

SELECTION BOX 2
オリジン・カカオ
【200箱限り】10個入（10ブランドから各1個） 5,400円
ワインのようにカカオを味わう
カカオへのオマージュをテーマにつくられたボックス。
ショコラの背景に広がるテロワールを感じとりながら、
1粒1粒味わうことができます。パッケージは主催者の
フランソワ・ジャンテ氏によるもの。カカオのある風景から
チョコレートに囲まれた子供のイラストへ変わる仕掛けです。

才能の宝石箱
M.O.F.（フランス国家最高職人）の称号を得ている6名の
パティシエによる、三越伊勢丹限定のセレクションボックス。
1粒1粒にシェフの個性と才能が込められた、
まるで宝石箱のようなショコラボックスです。

［参加ショコラティエ］
アルノー・ラエール／フィリップ・ベル／クリスチャン・カンプリニ／
フランク・ケストナー／ファブリス・ジロット／ジャン＝ポール・エヴァン

SELECTION BOX 3

セレクション・ボックス M.O.F.
【250箱限り】6個入（6ブランドから各1個） 3,240円

  SELECTION

Chocolat, Patrimoine
Universel 

  SELECTION

Selection Box M.O.F.

トップショコラティエたちのショコラが一度に味わえるスペシャルボックス

限定商品

限定商品

限定商品

▲


