
→燕尾服（三つ揃え）
・・・・・・・・・・・・・108,000円 
毛100％　
※パターンオーダーで承ります。
●フォーマルスーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円 
素材・サイズ各種 

フォーマル
ウエア
特別セール

↑〈インポートブランド〉
カジュアルパンツ・・・各10,800円 
綿・ポリウレタン

↓エキゾチックレザーベルト各種
・・・・・・・・・・・・【20点限り】各10,800円 
素材各種、ウエストサイズ95㎝まで

名古屋三越オリジナル
→日本製カシミヤコート
・・・【30点限り】32,400円  
カシミヤ100％、サイズ各種

季節外れの
カシミヤコート
底値市

三越 紳士ファッション大市
5月3日（火・祝）～9日（月）〈第1・第2会場は最終日午後6時終了〉 

Casual

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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3日（火・祝）オープニングサービス

母の日フェア ●好評開催中! 5月8日（日）まで ●各階

キッズ ゴールデンウイーク フェスティバル
●好評開催中! 5月8日（日）まで 
●7階ベビー・子供用品

NEWYORK RUNWAY NEXT 
Design T-Shirts Market
●好評開催中! 5月10日（火）まで 
●3階特設会場

ティラ マーチ
MY CITY Signature Campaign
●5月4日（水・祝）～10日（火） ●1階ティラマーチ

Goods
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［第4会場］5階ゴルフサロンGolf5F

オフの日には、
自分らしいスタイリングを！

ニューヨークランウェイ メンズ 
出品ブランド一例

◎AG ◎デンハム ◎レッドカード
◎PT01 ◎GTA ◎オリアン ◎フィナモレ 
◎エイドス ◎フランクリン＆マーシャル
◎ヌーディージーンズ ほか

イタリアブランドならではの
品の良いデニムスタイリング。
リネンジャケットで軽やかに
しなやかに、肩ひじ張らない
スタイリングを。

←〈イタリア有名ブランド〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・39,960円 麻100％
カジュアルシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,900円 綿100％
デニムパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円 綿・ポリウレタン

カラージャケット×ショートパンツの
上品リゾートスタイル。

→〈有名ブランド〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・16,200円 麻100％
カット アンド ソーン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円 綿・ポリエステル
ショートパンツ・・・・・・・・・・・5,400円 麻・綿

〈有名ブランド〉
ポロシャツ・・・・・・・・・各7,884円 
綿・ポリエステル

半袖・長袖カジュアルシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各6,480円 
半袖：綿100％、長袖：綿・ポリウレタン

〈インポートブランド〉
カジュアルパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・各19,440円 
綿・ポリウレタン

〈インポートブランド〉
デニムパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・各18,900円 
素材・サイズ各種

ゴルフに最適なシーズン到来! 
お買得アイテムを多数取り揃えました。

→〈ゼクシオ8〉
ドライバー・・・・・・43,600円  アイアン5本セット・・・・・62,370円

［第1会場］7階催物会場　［第2会場］6階特設会場（パーソナルオーダー）
［第3会場］5階ファーストサロン（オーダーシャツ）　［第4会場］5階ゴルフサロン

カラフルなカジュアルバッグは
ホリデーイベントのマストアイテム。

←カジュアルバッグ各種・・・各21,600円 
素材・サイズ各種

長傘から
折りたたみ傘まで
幅広くご用意しています。

→紳士傘各種
・・・・・・・・・・・・・・・各5,400円 
素材・サイズ各種

軽やかなスタイリングを
演出するシーズンアイテムを
数量限定でご奉仕!

リラックスしたい休日に。
ルームウエアとしてもおすすめ。

←紳士パジャマ各種・・・4,212円  綿100％、M・L

さらりと気軽に巻いて、
爽やかなスタイリングに!

↑インポートストール各種・・・各7,560円 
いずれも麻100％
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ゴールデンウイーク期間中、
名古屋栄三越キッズガーデンはたのしいワークショップを
いろいろ開催中! ぜひみんなで遊びに来てね!

夏のマストアイテム“Tシャツ”シーズン到来!
国内外の旬なデザイナーズTシャツを
一堂に取り揃え、ご紹介いたします。

〈ティラ マーチ〉のアイコンバッグ『ゼリグトート』の
三越伊勢丹×エクラ×ティラ マーチ限定モデル
“キャンバス マリンストライプ”や“ナイロントート”の２型、
レザーバッグシリーズ「City」にサインペインター
金子氏によるペイントカスタマイズができる
『イニシャルペイント』など、ティラ マーチファンには
見逃せないアイテム・企画が盛りだくさん！

5月14日（土）より全国公開、
「世界から猫が消えたなら」特別パネル展を
開催いたします。キャスト着用の劇中衣裳も
展示予定。是非この機会に、「せか猫」の
世界をご体感ください。

Ⓒ2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会

【展開ブランド一例】
〈サウスパレード〉〈エトレセシル〉〈6397〉
〈ジーエムティ〉〈ヴェネルタ ニットウェア〉

親子で楽しいお花のかごバッグづくりワークショップ
Suported by ‘Diaper cake shop Machilda’
●5月4日（水・祝）・5日（木・祝）各日午前11時～午後6時
●7階キッズガーデン  参加費：3,456円から

Ladies

映画「世界から猫が消えたなら」特別パネル展
●5月 6日（金）～10日（火）
●1階スタイルコート

母の日ラッピングステーション
●好評開設中! 5月8日（日）まで 各日午後1時～午後7時 
●1階スタイルコート横 特設カウンター・4階スタイルコート＃4
※4階スタイルコート＃4は、各日午後5時まで。

名古屋栄三越館内で、お買いあげの母の日ギフトを
特別ラッピングサービスいたします。
※5,400円以下の商品は、108円にて承ります。
※各日先着合計300点限り、お一人さま3点限り。
※お買いあげレシートをお持ちください。

湖のほとりに咲く
可憐な花々をイメージしました。
▶〈フェイラー〉
❶バッグ・・・・・・・・・・・・・31,320円 
約W37×H18×D12cm
❷マルチケース・・・・・・12,960円 
約W16×H23×D2.5cm
■6階 フェイラー
EVENT
フェイラー似顔絵イベント
●5月3日（火・祝）午前11時～午後5時
似顔絵イベントまでに8,100円以上お買いあげの方、
先着15名さまにご予約にて承ります。
ご予約・お問合せ［6階フェイラー］TEL/052-252-1250

華やかな薔薇の香りと梅の香り。
甘みと酸味のバランスが良く、
すっきりとした味わい。
▼❶〈おおやま夢工房〉
薔薇梅酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ml 1,543円
ジュワッと広がる甘酸っぱさと
つぷつぷ感まで味わえる瑞 し々い果肉が秀逸。
❷〈丸石醸造〉
一宮いちご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・720ml 1,728円
瓶の中で米と米麹のみで発酵。
ナチュラルな甘味、酸味が特長です。
❸〈人気酒造〉
純米大吟醸スパークリング・・・・300ml 各823円
■地下1階 ラ・カーヴ
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

シフォンケーキ専門店 きりむきりで人気の
プチフールセットが母の日スペシャルバージョンで登場。
◎販売期間／5月6日（金）～8日（日）
▶〈しふぉんけーきのお店 きりむきり〉
Mother’s day限定プチフールセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6個入 2,463円
■地下1階 サカエクリスタルプレイス

赤系のお花を使ったボリューム満点の
ケーキBOXタイプのアレンジメントです。
いつも頑張ってくれているお母さんに
感謝の気持ちを込めて。
▲〈坪井花苑〉レッドパッション・・・4,320円
■地下2階 坪井花苑

女性らしさを引き立てる
デザインで、今年は便利な
小物も登場しました。
▼〈V&A〉
❶エプロン・・・・・・・・・・・・4,860円
❷アームカバー・・・・・・・1,944円
❸キッチンクロス・・・・・1,296円
いずれも綿・麻
■6階 スタイルコート＃6

気品あるデザインと
使いやすさを兼ね備えた
シェニール織の
バッグとポーチの3点セット。
◀〈アーンジョー〉
バッグ＆ポーチ3点セット
・・・・・・【10セット限り】10,800円
バッグW30×H23×D11㎝、
ハンカチポーチ46×23㎝、
ポーチ11×8㎝
■地下2階 ファッションパーツ

人気の花柄エプロン。
▼〈ブランドゥサロン〉
エプロン・・・・・4,860円 
綿100％
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母の日のプレゼントにもぴったり！

※写真はイメージです。

↑紳士帽子各種
・・・・・・・・・・・・・各10,800円 
素材、サイズ各種　
※デザインは一例です。
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※写真はイメージです。

※デザインは一例です。


