
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。
2014

10月1日（水）から6階 特設カウンターで、販売開始！

〈made in west〉ライフスタイル雑貨
期間限定ショップ

    ①Ptダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】108,000円
②K18ダイヤモンドリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】108,000円　
③Ptダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】108,000円
④K18ダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】108,000円
⑤Ptダイヤモンドリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】194,400円　
⑥K18ダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】162,000円　
⑦Ptダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】216,000円　

    ①Ptパライバリング・・・・・・【1点限り】108,000円　
②Ptパライバペンダント・・・・【1点限り】162,000円　
③Ptパライバペンダント・・・・【1点限り】183,600円　

    Ptダイヤモンド
ペンダント
・・・【10点限り】29,800円　

シルクカシミヤストール
各種
各3,240円

ジュエリーフェア

ダイヤモンド現品処分特集

パライバ トルマリン特集

●9月20日（土）～23日（火・祝）　●6階特設会場〈最終日午後6時終了〉

B2F　ファッションパーツ 5F
ライオン口
エスカレーター横
特設会場 キッチン用品
※9月24日（水）からは
   5階スタイルコート＃５

6F

7F

1F
ヌーベルバッグ 
イベントスペース

2F　婦人靴 3F

予告 予告 予告

作家来場サイン会

〈AG〉メンズ・レディス 
ポップアップショップ

● 9月24日（水） ～10月7日（火）
●1階スタイルコート＃1
デニムの枠を超えた
〈AG〉のアートな一面が
楽しめる新作を豊富に
取り揃えました。メンズ・レ
ディスともに名古屋三越
限定のダメージデニムも
ご用意いたしました。

予告〈大阪 玉出木村家〉
期間限定販売

● 9月24日（水） ～30日（火）
  各日午前11時からの販売
●地下1階サカエクリスタルプレイス

〈OJICO〉期間限定ショップ
● 9月24日（水） ～30日（火） ●3階スタイルコート＃3

インテリジェンス＆アバンギャルドがコンセプトの〈OJICO〉
のＴシャツ＆スウェットの魅力はひとつひとつ隠された楽し
いストーリー！大人が着たいデザインはもちろんのこと、子
供サイズまで充実したライン
ナップでお届けします。

  〈OJICO〉長袖Ｔシャツ
①大人サイズ 5,832円  ②子供サイズ 4,104円から 
ともに綿100％、大人／レディス：M・L、メンズ：M・L、
子供／80～160cm

    ①ベネティアーナ・・・【各日400個限り】1/2サイズ  486円

    パントート
・・・・・・・・・・・・2,700円
※その他は参考商品です。

ジャパンクリエーション 
秋の手しごと五人展

●  9月24日（水） ～30日（火）
●6階リビングステーション〈最終日午後5時終了〉
紐を二重にして手提げに、一重でショルダーに、和洋を
問わずご使用いただけます。

  〈京都嵯峨 一成舎〉
帯地バッグ・・・18,360円  絹、約27×27cm

「秋のワインフェア」
特別試飲ご予約会
●9月20日（土）・21日（日）2日間限り　
●地下1階ラ・カーヴ
10月1日（水）から開催される「秋のワインフェア」に先駆けて、
フランス、ドイツ、オーストリア、スペイン、南アフリカの選りすぐり
のワインの一部を試飲の上ご予約いただけます。

チャールズ・ファジーノ 
来日3Dアート展
●好評開催中！9月23日（火・祝）まで　
●6階リビングステーション〈最終日午後5時終了〉

●9月20日（土）午後2時～5時

3Dアートの第一人者チャールズ・ファジアーノが来日。人気の
歯医者さんシリーズ最新作をはじめ、多彩な作品をご紹介します。

お買いあげいただいた作品の裏板に、作家自身がイラスト入り
サインをいたします。

  〈チャールズ・
ファジーノ〉
ジョイフル・
デンティスト
・・・・194,400円
額サイズ：42×47cm

三越秋の京呉服均一会

9/20(土）
土曜サービス

●好評開催中！9月30日（火）まで　
●8階呉服フロア

秋の新作呉服をお値打ちに
わかりやすく均一価格で
ご提供いたします。

    お誂え・
お仕立付き訪問着
・・・【20点限り】162,000円
絹100％

●〈お誂え・お仕立付〉
振袖フルセット・・・429,840円

〈アンテプリマ/ワイヤーバッグ〉
POP UP STORE

〈ALATAME（アラタメ）〉フェア
●好評開設中！9月23日（火・祝）まで
●地下2階ファッションパーツ
「革（あらた）めて」日本製の革の良さを知っていただくため
に、ベルト職人たちが伝統的技術を用いてつくった革小物
をご紹介いたします。

     ①パスケース・・・4,320円  牛革、約W9×H6.5×D0.5cm
②ペンケース・・・・・ 4,860円  牛革、約W18×H5×D1cm
③カメラケース・・・・5,940円  牛革、約W13×H7×D3cm

  〈アンテプリマ/ワイヤーバッグ〉
バッグ・・・・・72,360円　PVC、W28×H18.5×D10cm
チャーム・・・12,960円　革・合金メタル、W4.5×H3.5×L13.5cm

9/23（火・祝）からの
お知らせ 月末決算セール

9/20(土）
オープニングサービス

9月23日（火・祝）
オープニングサービス

〈京都西川〉オールシーズン寝具
徹底売りつくしセール

羽毛ふとん特集

予告
Ladies Fashion Goods Men Living

Baby

合計100点限り

インポート
ニット・パンツ各種

7,560円均一
合計30点限り

婦人カシミヤカーディガン
8,640円合計50点限り

婦人カシミヤセーター各種
7,560円合計100点限り

婦人カラーパンツ各種
5,400円合計40点限り

婦人コート各種

3,240円
合計50点限り

合計50点限り
婦人ニット各種

2,160円

合計100点限り
合計500点限り

合計30点限り

合計10点限り

合計20点限り

10,800円均一

イタリア製牛革
ハンドバッグ各種

7,560円均一
カジュアルシューズ各種
150点限り

〈クレスマン〉
パターン
オーダー
スーツ

29,900円
20点限り

〈有名ブランド〉
ツイード
ジャケット
各種

30,240円

今治フェイス
タオル 
432円から
今治
バスタオル
756円から
〈有名ブランド〉
タオルマフラー
648円から
スリッパ 
648円から
パジャマ 
3,240円から

〈京都西川〉ベビー組ふとん
6点セット 10,800円10点限り

〈ペチュニア〉
授乳ケープ
各種

合計4点限り

〈BOORI〉組み立て式
ベビーベッド各種

41,040円
合計30セット限り

出産準備
10点セット
各種

4,104円

①ポップアップ
トースター
10点限り 15点限り

6F
●好評開設中！9月23日（火・祝）まで
●3階スタイルコート＃3

●好評開設中！9月23日（火・祝）まで
●1階スタイルコート

〈made in west〉は、関西
の企業とクリエーターがモノ
作りをイチから考え、お互い
の強みを一番活かした商品
作りを発信しているブランド
です。奈良の靴下、泉州の
タオル、神戸のザック、実在
する人気のパンが写真プリ
ントされたパントートなど、
独自性と産地の特性を
最大限に活かした雑貨を
ご紹介いたします。

秋の新作
“CALZONE”
（カルツォーネ）や
通常日本での
取り扱いがない
商品を数量限定
で取り揃えました。

絹・カシミヤ、
サイズ各種

素材・サイズ各種

● 雨傘・晴雨兼用傘各種 ● 口ゴムゆったり靴下
　5点セット

●〈ラッセルホブス〉特別提供品各種

150セット限り

素材・サイズ各種合計100点限り

カラーブロックストール
各5,400円 素材・

サイズ各種

素材各種、
A4～BB7

合計10点限り

ベルギー製
カーペット各種

10,800円
レーヨン・綿、195×195cm

毛100％、サイズ各種
［セット内容］掛けふとん、肌ふとん、敷きふとん、まくら、
掛けふとんカバー、ワンタッチシーツ

[セット内容] 短肌着（無地×2・プリント×1）、
コンビ肌着（無地×1・プリント×1）、ガーゼハンカチ×5

カラー：ホワイト×2、ダークブラウン×2
※配送のみの承りとなります。
※お届け時期：約10日後。
※別途送料を頂戴いたします。
※詳しくは係員までお尋ねください。

※詳しくは係員にお尋ねください。

夏から秋口に使える肌掛けからふっくらあ
たたかな冬掛けまで、品質にこだわった羽
毛ふとんを特別価格で提供します。

天然素材毛布特集
なめらかな肌触りのシルク毛布や冬に重宝するカシミヤ
毛布など天然素材にこだわった毛布を特別価格でご提
供いたします。

敷きふとん特集
体をバランスよく支える敷きふとんを特別価格で提供いたします。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
※写真はイメージです。

1,080円
3,240円均一

〈エレクトロラックス〉

タオル・絨毯

ベビールームス
＆アベニュー

予告

型番：ETS4000、消費電力：850Ｗ、
中国製 型番：EEK7000、1ℓ、

消費電力：1,200Ｗ、中国製

名古屋栄三越初企画

● 9月24日（水） ～29日（月） 
●6階特設会場〈最終日午後６時終了〉

4,147円

2,160円 3,240円
②コードレスケトル 

● 9月23日（火・祝）～30日（火） ●各階

●七五三〈三歳〉被布セット
・・・・・・・【30セット限り】10,800円

秋～冬のご出産準備応援セール 育児工房特別セール同時開催

まくら測定会＆敷きふとん体感フェア同時開催

PRESENT

期間中、21,600円以上
お買いあげの方に、オリ
ジナルトートバッグをプレ
ゼントいたします。
※数に限りがございます。

※写真はイメージです。

    ①〈京都西川〉羽毛肌掛けふとん各種・・・【合計10点限り】41,040円　
詰物：ダウン93％（ポーランド産ホワイトマザーグースダウン）、
フェザー7％、0.3kg、ふとんがわ：綿100％、150×210cm、日本製 

②〈京都西川〉羽毛掛けふとん各種・・・【合計10点限り】62,640円　
詰物：ダウン93％（ハンガリー産シルバーマザーグースダウン）、
フェザー7％、1.2kg、ふとんがわ：綿・ポリエステル、150×210cm、日本製

    ①〈京都西川〉シルク毛布（毛羽部分）
・・・・・・・・・・・・【10点限り】10,800円　
シルク100％（毛羽部分）、140×200cm、日本製

②〈京都西川〉カシミヤ毛布（毛羽部分）各種・・・・・・・・【合計10点限り】20,000円　
カシミヤ100％（毛羽部分）、140×200cm、日本製

  〈京都西川〉固わた敷きふとん各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・【合計10点限り】16,200円　
詰物：上層／毛・ポリエステル、中層／ポリエステル100%（固わた）、
下層／ポリエステル100%、4.5kg、100×210cm

4F スタイルコート
＃4

6F イベント
スペース

ニューヨーク
ランウェイ
ネクスト

特設会場

合計100点限り

婦人
ブレード
帽子各種

各4,320円

同時開催 三越の振袖フェア

※チャリティにつき、お支払いは現金のみとさせて
　いただきます。
※各種ご優待も除外とさせていただきます。
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